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スコピエ地震 時のプレハブ仮設住 宅における居住履歴
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本研究は1963年のスコピエ地震後に建設されたプレハブ仮設住宅の居住者が建設後の50年の間に自らの世帯の事情やライフステージ

の変化,スコピエの気候風土にあわせてどのような改変をおこなったのかを,文献調査とヒアリング調査によって明らかにしたものである。

現地での調査を通じて,専有面積の拡大をともなった間取りの大幅な変更や,日照の調節を目的とした庇や置き屋根の設置などが観察され

た一方,調査対象者の住民たちが現地でいうプレハブ ・バラックでの生活への満足やプレハブ ・バラックの質の高さを口にすることも判明

した。

キー ワー ド1)ス コピエ地震, 2)プ レハブ ・バラ ック,3)居 住履歴,

6)ヒ ア リング調査

4)仮 設住宅の長期利用,5)実 測調査,

HISTORY OF  LIVING IN THE PREFABRICATED-TEMPORARY 

BUILT AFTER THE SKOPJE EARTHQUAKE 
—Survey on the 50 -years modification of housing units—

            Ch. Masaru Tanaka 

Mem. Kazunobu Minami, Norio Maki, and Akihito Aoi

HOUSES

  This research clarified the fact how residents of the prefabricated-temporary houses built after the 1963 Skopje Earthquake have modified their 
housing units during this 50 years after the construction in accordance with their family situation, sequence of lifestages and the local climate feature in 

Skopje, through documental survey and interviews to residents. 
  Through field survey, we observed drastic change of floor plan with enlargement of floor space, or installation of sun shades or flying roofs in order to 

regulate sun shine, but on the other hand found the residents state their being satisfied by the living in the so-called prefab-barracks and highly evaluate 

quality of the prefab-barracks.
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0.1研 究の背景と目的

　東 日本大震災後に建設 された仮設住宅団地について,復

興都市計画の策定作業に要する時間や,将来的な人口減少

の加速(に ともなって復興公営住宅への需要が短期間で

縮小する可能性),主 として高齢な被災者たちの引っ越 し

の繰 り返 しの回避などを念頭においた 「仮設住宅の恒久

住宅への転用(長 寿命化)」が議論 され,そ うした転用を意

識 した仮設住宅の供与が行われ始めている。

　そこで,今日の 日本で見られるようなプレハブの仮設住

宅(以 下,現地での呼称を基づき,プレハブ ・バラックとす

る)を50年 前の地震の際に大規模に建設 したスコピエ市

の先例に着 目し,それ らのプレハブ ・バラックが今 日まで

住み続けられている背景・要因を解明することにより,「仮

設住宅の長寿命化」をめぐる議論に対 して基礎的な教訓

を示唆することを本研究の 目的 とする。

O.2研 究の方法

　本研究は1)ス コピエ市文書館Arhiv　 na　grad　Skopje

所蔵の 『スコピエ市復興基金』文書を中心 とした文献調

査に基づいてスコピエ地震後のプレハブ ・バ ラック建設

事業の実態を把握 しなが ら,2)プ レハブ ・バラックの建設

場所や建設タイプの多様性に配慮 して選定 した住民に対

して家族のライ フステージと家屋の増改築の歴史を聞き

取ることによって実施 した。

　2012年9月 にスコピエ市文書館での文献調査 とプレハ

ブ ・バラックの住民に対す るヒア リング調査をおこない,

その後生 じた疑問を解明するため,2013年9月 に震災復

興の実務をスコピエ市都市計画局 と協働 してきたルポミ

ル ・トミッチ氏Prof.　 Dr.　Lubomir　Tomic(キ リル ・メ ト

ジウス大学建築学科名誉教授 ・建築構造,1922年 生まれ)

とミモザ ・トミチ氏Ms.　Mimosa　Tomic(ス コピエ市都市

計画局および 自身の事務所で建築設計に従事,1929年 生

まれ)へ のヒア リング調査をお こなった。
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1.ス コピエ震災と復興事業の概要

1.1市 街地とスコピエ地震の被害の概要

スコピエ市はマケ ドニア ・旧ユーゴスラヴィア共和国

の首都である。同市は中世以降20世 紀初頭にいたるまで

オスマン帝国の支配下にあったため,ヴ ァルダル川の左

岸(北 岸)に ひろがる旧市街には主 として木骨煉瓦造2階

建てのオスマン建築(モ スクは石造)が,ま た右岸(南 岸)

で近代以降に開発が進んだ新市街には中層の煉瓦造やRC

造の ヨーロッパ建築がそれぞれ立ち並んでいた。1963年

7月 に起きた地震は死亡率0.59%,住 宅喪失率(住 宅を失っ

た市民の数15万 人1)/市民の全数(18万 人2))83.33%と い

う大きな被害をこの町に与えた。

復興は市とマケ ドニア共和国とが実施 した仮調査に基

づいて策定された以下のよ うな時間割に則 して行われる

こととなった(表一1)。

まず,1964年 暮れ(被 災か ら1年 半後)ま でを 「第一段

階」とし,基本的な公共サービスの機能 の復 旧と工場の再

稼働に注力するとともに,住 宅喪失者に最低限の生活の

場を提供す るため,土 地利用計画か未定であって も住宅

を建設することを決めた。

次に1965-71年(震 災か ら7年 半後)ま でを計画的再建

をおこなう 「第二段階」とし,その最終年次までに生産設

備 と各種施設を拡充 し,増加 した人 口に対 して通常の生

活を送 らしめるレベルにまで達するように計画された3)。

その際,ま ず郊外部まで含 めた広大なエ リアに対 して国

連の専門家がマスタープランを策定 し,の ちにそのなか

で 「重要なところであるから,もっと詳細な計画を展開し

たほうがよい」 と 「白紙」のままにされていた 「市の中

心部の約2㎞ 平方ぐらいの地域」4)を対象 とした復興都市

計画の国際 コンペが実施 された(図 一1,「国際コンペ対象

地区」)。

1.2プ レハブバラックの建設

ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国(当 時)の 連邦

経済局(SaveznaPrivrednaKomora)は1963年9.月2付

で12万 人を収容するための住宅の修復 と建設の割当を起

案 した。そこには,連邦内の どの共和国 ・どの機関 がどの

よ うな企業を参画させてどのくらいの規模の人 口を収容

するのかが示 されている(表2中 の6万 人分。残 りの5

万人は震害を受けた既存住宅の修復で対応)5)。 その後,

さらに1万 人を収容す る必要が生 じ,タフタリジェ地区の

建設が追加決定された(合 計7万 人)。

本研究の成果の一部を発表 した6)ところ,「プ レハブ ・

バラック」は仮設の住宅ではない とする反論を受けたが,

国連が編纂 したスコピエ復興プログラムの報告書7)お よ

び トミッチ夫妻か らの証言8)に より,これらがスコピエ復

興の大きな枠組みのなかで仮設 として位置づけられてい

たことを再確認 した。

収容すべき7万 人は14,000棟 のプ レハブ ・バラックの

建設で対処することとされたが,そ の82%は ユーゴスラヴ

ィア連邦内で製造されたユニ ットを用いたもので,11.5%

がユーゴスラヴィア連邦の発注 した外国製のユニッ トを

用いたもの,6.5%が 外国および国際機関か ら援助 された

ユニットを用いたものであった9)。国連の報告書は,海外

か ら調達されたプレハブの全てのタイプがスコピエの気

候に適 していた訳ではなかったと前置きしながら,居住

水準の低い破壊 された旧家屋か らプレハブ ・バ ラック住

区へ と移住 したことが市民の居住水準を大きく向上 させ

た と述べている10)。

表一1ス コピエ地震後の復興スキーム

侍期 地震発生10日 後～ 2ケ月後～ 3ケ月後～ 1年半後2年 後～ 3年後10年 後～ 17年後 現往
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表一2ユ ーゴ連邦のプレハブ・バラック建設計画

郊外(仮 設)居住区の建設計画1963年9月2日 付、ユーゴ連邦計画経済局

プレファブ・バラッ

ク団地名

ジョルチェ・ペ トロフ

[}jorcePetrov

鑑 ぞオ

マジャリ

MadzarI

ジエレザ ラZelezara

ヴ ラエVlae

ブテ ルButel

コズ レKozle

リシチェLISIce(ア エ ロ

ドロムAerodrom)

11オ クトンヴリ11

0ktomvrI

合 計

そ の 後 、タフタリジ ェ

Tafしalldzeが 追 加

収容人員 担当 参画企業

1・… 藤 協 魏 鷺 外

10,000ク ロアチア 共和 国

2,000ク ロアチア 共和 国

5,000ス ロヴェニア 共和 国

ボスニア・ヘルツェゴヴィ
ナ共和国

5,000ベ オグラード 不明

ユーゴスラヴィア人民軍V ・ヤキッチVJaklc(モ ンテネグ
7,000お よびモンテネグロ共和

不 明

ボスナBosna,ソ コSoko,ボ スナ ・

スポー トBosnaSporヒ,ク リヴァヤ

・… 這一ゴスラヴィア連邦鉄 不明一
海外 か ら寄 附を受 けたプレファブ・ハラック10POO

1.3調 査対象の概要

図2に本研究が調査対象 とした住居 と,その住居に住む

世帯が地震の前に住んでいた場所 と一緒に示 した(Origi

n→Destination)。 調査対象者の選定は18地 区11)のプレハ

ブ ・バラック地区の中から6地区を選定 した。

前述のミモザ ・トミッチ氏によれば,シ ンゲリッチ,マ

ジャリ,ドラチェヴォ,ヴ ラエ といった地区は学校や各種

の社会事業施設な どが設置されていて,労 働者や農家が

住戸を割 り当てられたが,ツルニチェ,タ シノチェシミチ

ェ,ト ゥルノ ドル といった地区にはそ うした施設がなく,

住居専用地区として高官たちが住んだ。タフタリジェに

は教育水準の高いひとびとが移 り住んだとい う。

これ らプレハブ ・バ ラック地区に移住 したひとび とは,震

災以前,ど こに住んでいたのか。この問いに対する完全な

答えを見つけることは出来なかった。

とい うのも,次章以降で言及 したよ うに,被 災者たちへ

のプレハブ ・バラックの割 当は勤務先を通 じた場合 と自

治体(区)を 通 じた場合とがあり,前者については資料が

見つか らず,後 者についてもイダディヤ,キ セラ ・ヴォダ,

カ レ,サー ト・クラの各区(に おける被災者)に 対す るジ

ョルチェ ・ペ トロフ,タ フタリジェ,マ ジャリ,プル ジノ,

トゥル ノ ドル,シ ュ ト・オ リザ リ,11オ ク トンヴリの各プ

レハブ ・バラック地区別の割 当棟数 こそ記録 されていた

ものの,その他のプレハブ ・バ ラック地区については記録

が見いだせなかったためである12)。なお,そ の記録によれ

ば,ジ ョルチェ ・ペ トロフ地区にイダディヤ(197棟),キ

セラ ・ヴォダ(117棟),カ レ(157棟),サ ー ト・クラ(1

37棟)か ら合計608棟 が割 り当て られ,1棟(戸)あ た り5

人 と仮定す ると,連邦経済局が1963年9.月2日 付で起案 し

た上述の資料においてジョルチェ ・ペ トロフ地区に割 り

当てられていた12,000人 の2割5分 以上に相当するが,マ

ジャ リ地 区についてはそれが0.9%に しかならず,プ レハ

ブ ・バ ラック地区によって勤務先割当の場合 と自治体割

当の場合の比率に相違があったことが推察される。

本研究での調査対象者は被災後,(2章)旧 市街地(ヴ

ァルダル左岸)・ トプハネ地区(カ レ区)→ シンゲ リッチ

地区,(3章)旧 市街地(ヴ ァルダル左岸)・ ツルクヴェナ

地区(サ ー ト・クラ区)→ ブテル2地 区,(4章)旧 市街地

(ヴァルダル右岸)・ イダディヤ地区→プルジノ地区,(5

章)ヴ ォ ドノ北麓(郊 外)→ ヴラエ地区(た だ し,本人が

被災した訳ではない),(6章)旧 市街地(ヴ ァルダル右

岸)→ ヴラエ地区,(7章)旧 市街 地(ヴ ァルダル左岸)・

トプハネ地区(カ レ区)→ タフタ リジェ地区,(8章)旧

市街地(ヴ ァルダル左岸)・ ヤフディ ・マー ロ地区→コズ

レ地区と移動 している。なお,各 調査対象者から得 られた

証言は トミッチ氏によるプ レハブ ・バラック地区の社会

属性に関す る証言 と必ず しも合致 しなかった。

2.シ ンゲリッチSingelik(現6entoチ ェント)地 区

調査 日:2012年9.月24日 。調査対象家屋の地番:ス レチ コ ・

プジャルカSre6koPu2alkal7B。 世帯主の氏名,生 年,生

地:ス ロボダン ・グル コフスキSlobodanGrkovski,1960

年スコピエ生まれ。プレハブの製造者:ボ スニアークリヴ

ァヤ(ザ ヴィ ドヴィチ)社(2戸1型)13)

2.1居 住履歴

グル コフスキ家はスコピエ市のヴァルダル川左岸(北

岸)の トプハネTophane地 区に家があった。その家には震

災前,ス ロボダン氏の祖父母,父,そ して叔母が住んでいた

が,父親が1958年 に結婚 し他所のアパー トを転居 したあと,

被災したため,父親を除く3人 が1964年 にここに引っ越 し

て来た(図 一3,4)。

ス ロボダン氏は叔母が一人で住んでいた このプ レハ

ブ ・バラックに転居 し,1983年 に2Fを 増築 した(図 一5,6)

あと,1990年 に結婚 した。2Fの 増築に際しては40cm掘 って

コンクリー トの基礎を敷いた。なお,そ の際に見っかった

平屋のプレハブ・バラックの下に敷かれたオ リジナルのコ

ンクリー トは8㎜厚であったとい う。オ リジナルの平屋部

分が不動沈下を起 こしているため,2013年 に建て替える予

定でいるとも述べていた14)。

2.2平 面の改造

スロボダン氏は成人後に叔母 と同居するようになり,数

年後に2F部 分 を増築 した。プ レハブ ・バラックは当初60

㎡であったが,IFの 寝室部分が 「2戸1」で接 している隣家

の領域を浸食するように拡大して69㎡(図 一5)と なり,2F

部分が118㎡ となっている。また,当初寝室(推 定)で あっ

た部屋が風呂場に,風 呂場であった場所が物置部屋に改変

された15)。2F部分は1Fと の問に屋内階段をもたず,東 側に

設けられた屋外階段を使って入る(図 一5,6,7)。
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2F部分が1F北 側の裏庭へ迫 り出 してお り(図 一8),そ の

迫 り出 しの下がテラスになっている(図 一7)。これは駐車

スペースを道路側(南 側)に 置かざるを得なったのが直接

的理由と考えられるが,結果 として夏期にテラスへ真南か

ら強い 日射が及ぶのを避 けることにもつながった。

2.3気 候特性に応じた改造

オ リジナル部分(プ レハブ ・バラック)は 柱 ・梁は鉄骨,

小屋組は木で作られていた。1Fの外壁はもともと板貼 りだ

ったが,現在はその上にス レー ト波板(セ メン ト)を 貼っ

ている(図 一9)。このプ レハブ ・バラックはマケ ドニアに

比較 して標高 と湿度が高い気候であるボスニア製のもの

であるが,マ ケ ドニアはボスニアに比較 して 日射が強く乾

燥 しているため,外壁を厚 くする措置をとったものと推察

される。

スロボダン氏によれば,近 隣でオリジナルの平屋のまま

住み続 けているひとは夏期は少 し温かい(暑 い)と い うが,

グルコフスキ家ではエアコンがなくても快適であるとい

う。

2.4そ の他

震災の当時,叔 母が銀行に勤めてお り,このプ レハブバ

ラックはその銀行から割 り当てられた。震災後の居住地や

住居を選定するにあたっては,い くつかの選択肢を示され

ただけで,自 由に選んだ とい う印象は持っていない とい う。

スロボダン氏の夫人によれば,震 災後の住居は勤め先が斡

旋する場合もあれば,被災者が旧居住地の自治体(区)を

通 じて直接入手す るケースもあった。このため,プルジノ

地区には従前の居住地 も勤め先 も多様なひとび とが住み

着いた。

以前,こ の住宅の権利書を見た ところ,叔母の勤め先で

あった銀行から譲渡されたことになってお り,家賃が割賦

販売の支払いのように扱われていたとの証言もあった16)。

3.ブ テ ル2Butel2地 区

調 査 日:2012年9月24日 。 調 査 対 象 家屋 の 地 番:リ ュバ ・

イ ヴ ァ ノ ヴ ィチLjubaIvanovi635B。 世 帯 主 の 氏 名,生 年,

生 地:マ グ ダ レナ ・ザ フ ィ ロ ヴ ァMagdalenaZafirova(女

性),1933年 ヴ ァ ラ ン ドヴValandovo生 まれ,1959年 ス コ ピ

エ へ 転 居 。 プ レハ ブ の製 造者:イ ギ リス ・デ キ シ オ ンDex

ion社(2戸1型)17)

3.1居 住 履 歴

イ ヴ ァ ノ ヴ ィチ 家 は 地 震 発 生 当 時,ヴ ァ ル ダル 川 左 岸

(北岸)の ツ ル ク ヴ ェナCrkvena地 区18)に住 ん で い た 。 当

時 の家 は2戸1住 宅 で,片 方 に 自分 た ち の家 族4人(亡 夫 と リ

ュバ さん,子 供2人=1961年 生 まれ と1962年 生 まれ),も う片
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方を学生4人 に賃貸 していた19)。

その住宅は1962年 のヴァルダル川の氾濫の際には無事

(洪水のときに被災 した近隣のひ とびとはチャイール6a

ir地 区に建てられた永住用アパー トに引っ越 した)で,19

63年 の地震の際も大きな被害はなかったが,復 興都市計画

でキリル ・メ トジウス大学や裁判所などの用地 として位置

づけられたため,1964年 にブテル2地 区へ と引っ越す こと

になったとい う。

1990年,下 の娘が結婚,夫 もなくな り(没 年 は確認でき

ず),い まは一人暮らしで,趣 味の刺繍画を楽 しんでいる。

3.2平 面の改造

イヴァノヴィチ家のプレハブ ・バラックは地区名でもあ

るデキシオンとい うタイプ(図 一11,14)で,同 家は35㎡ と

プレハブ ・バラックのなかで最小のタイプでありながら,

1964年 に入居 した当時のまま,居 間,キ ッチン,寝室2っ,ト

イ レ・風 呂(図 一15)とい う間取 りで,家財 を裏庭の倉庫に

収納するとい う住まわれ方をしていた(図 一10～11)が,2

戸1の 隣家は裏庭の倉庫部分まで含めて増築をおこない,

床面積 を倍増させていた(図 一13,16)。

3.3気 候特性に応じた改造

リュバさんは復興都市計画が施行 されるまで住んでい

たツルクヴェナ地区での住居に比べて とても寒いのが難

点と述べていた。ツルクヴェナの住居が土壁あるいは煉瓦

壁であったのに対 し,プ レハブ ・バラックでは壁が薄 くな

ったためであろう。平面を改変 しなかったイヴァノヴィチ

家で さえ入居後にスレー ト波板を貼付けたのは,外壁の断

熱性能の向上が喫緊かつ解決が比較的容易な課題であっ

たためと思われる(図 一14)。

3.4そ の他

リュバ さんは市によって従前の住宅から突然退去させ

られた様子を,「ブテル2地 区への転居は決まっていたが,

日時は未定だった。ある日,昼食の準備中に トラックが横

付けされてそのまま引っ越 しさせ られた。」 と述懐 した。

また,近年,周 囲のプ レハブ ・バラックが建て替えられるに

つれて日照が遮 られて来ている点,屋根瓦にアスベス トを

使っている点に不満を持っているとい う。アスベス トの撤

去については,数年前,市 役所がその必要の有無を照会 し

てきたため,依頼 したものの,一 向に音沙汰がなく,近隣で

は自腹で撤去 しているひ ともいるとい う20)。

4.プ ル ジ ノP巨ino地 区

調 査 日:2012年9A24日 。調 査 対 象 家 屋 の地 番:ブ ラ ゴ ヤ ・

ゴヤ ンBlagojaGojan20

世 帯 主 の氏 名,生 年,生 地:ペ タル ・グ ラデ ィ ス キPetarG

radiski(男 性),1960年 ス コ ピエ 生 まれ 。プ レハ ブ の 製 造

者:フ ィ ン ラ ン ド ・プ タ ロPutalo社(戸 建 て 型)21)
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4.1居 住履歴

グラディスキ家はもともと現在のスコピエ市役所近く

(イダディヤIdadija地 区)に 住んでいたが,その一帯が復

興都市計画において公共施設用地 として位置づけられた

ため,転居を余儀なくされた。プルジノ地区の住民は半分

が被災者,残 り半分が単なる移住者であったという22)。

4.2平 面の改造

オ リジナルのプレハブ ・バラックが1問 しか残っていな

かったため,この家屋では実測調査は実施 しなかった。

オ リジナルの状態では床面積が60㎡(実 測値では64㎡)あ

り,寝室が2つ あったが,部屋の形状の関係で寝台が うまく

配置できず,4人 家族で生活す るには不便だったため,ペ タ

ル氏がまだ子供だった時代 に増築をおこなったとい う。な

お,当 時はこの家屋は所有権が未だスコピエ市にあったた

め,各種の工事の際 して市の許可を必要 としたとのことで

ある。

グラディスキ家には偶然,隣 家(ブ ラゴヤ ・ゴヤンBlag

ojaGojan18)の 家族が訪問していたお り,若干のヒア リ

ングを行った(図 一17～20)。

隣家の家族構成は夫婦,息子(専 門学校生),娘(高 校生)

で,床 面積の拡張とプライバシーの確保が課題 となってお

り,5年前には地下倉庫の設置と2Fの増築を計画 し,前者に

ついては実現した(図 一18,20)が,後 者 については父親 と

息子の2人 で2週 間かけて鉄筋コンクリー トの基礎を作っ

たものの,そ の時点で資金不足 となり,現在に至る(図 一19,

資金が貯まり次第,セ ルフ ・ビル ドで2Fを建てる予定)。

基礎を作る作業 自体は行政官庁への申請を必要 としない

が,技術者が工学的性能をチェックしたという。

4.3気 候特性に応じた改造

気候特性に応 じた改造は観察できなかった

4.4そ の他

ペタル氏(20番 地)は プタロ ・タイプが下見板張 りの下

に断熱材 を入れていた事実が同タイプがフィンラン ド製

であったことに由来するものと推察してお り,平面の狭さ

に対するのと異なり,断熱性能の高 さを高く評価 していた。

また,隣家の人(18番 地)に よれば,同 タイプが木部にヒ

ノキなど良い材料を使っていて,先年,風 呂場の窓を直 し

た折に外壁の下見板を剥が したところ内部の間柱が腐っ

ていなかったと証言 した。

ペタル氏は被災後の自分たち家族の生活について,住 ま

いに大きな被害がなかった し,働 く場所 もあったため,新

しく転居 したプレハブ・バラックの家賃を払っていたこと

を年長者から聞いていた。か りに職場が震災で閉鎖に追い

込まれた場合でも,建設現場な どで働 き,本 当にお金に困

ったひ とは親戚を頼ったとも付け加えた。その証言は,公

的な支援の仕組みが存在 していなかった当時の状況 を伺

わせた。

5.ヴ ラエVlae地 区(その1)

調査 日:2012年9月25日 。調査対象家屋の地番:ク レノエ

ツKlenoec8A。 ヒア リング対象者の氏名,生 年,生 地:マ ル

ガ リータ ・ボゴエフスカMargaritaBogoevska(女 性),1

967年 スコピエ生まれ。プレハブの製造者:ス ロヴェア ・

エディ リトEdilit社(2戸1型 が背中合わせ になった4戸1

型,ボ ゴエフスキ家の住まいは図一21,23の平面図において

南東部分を占める)23)

5.1居 住履歴

マルガ リータさんは1999年 に結婚 した際,こ のプレハ

ブ ・バラックを購入 し,リノベーションした上で入居 した

初等学校教員で、本論文に掲載 した調査事例中、唯一、建

設当初の住人 とは無関係に入居 している。震災当時,両親

はヴォ ドノVodnoの 北麓の伝統的家屋 に住んでいたが,そ

こは地震でも被害を受けずで,現在 も残っているとい う。

ボゴエフスキ家がここに転居 して来た とき,近隣のひ と

び とが 「ここはスロベニアのバラックだ,ス コピエのプ レ

ハブ ・バラックのなかではスロヴェニアのものが一番だ」

と教えてくれたが,ボ ゴエフスキ家でも満足 していると述

べた。

5.2平 面の改造

ボゴエフスキ家は4人(夫 婦,子 供2人)家 族である。エ

ディリト・タイプは1戸が当初40㎡(図 一21,22)で,居 間,

キッチン,寝室が1つ,風 呂・トイレ,物置部屋 とい う間取 り
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図一21復 原平面図(1964)
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であったが,玄関アルコープ部分を屋内に取 り込みなが ら

物置部屋を拡張 した上で寝室へと改め,同 時に風 呂を玄関

脇へ移動 させることでキッチンの居間か らの独立性を高

める間取 りを実現 し,専有面積を59㎡ へ とおよそ1.5倍 に

拡張 した(図 一23,24)。 マルガ リータさんはプ レハブ ・バ

ラックに地下室やガレージ,充分なスペースの物置部屋が

なかったため,増築 しせ ざるを得なかったと述べた24)。増

設された寝室部分には新たに窓を穿っている。

5.3気 候特性に応じた改造

ボゴエフスキ家は窓の数を減 らし,同時に 「まぐさ」の

位置を低 く下げるなど,開 口部を大規模に改変している。

スコピエ(マ ケ ドニア)で は緯度および標高がスロヴェニ

アに比べて低 く,一年を通 じて気温が高い(リ ュブ リャナ

に比べて緯度で4度,標 高で50m,そ れぞれ低い)。6-8,月 の

最高気温記録が40度 を超え,乾燥 していて 日射が非常に強

いスコピエの気候を反映した改修 とみられる。また,窓の

ひとつを勝手 口に改め,前庭への出入 りに利用できるよう

にしていた(図 一26)。

フィンラン ドのプタロ ・タイプは外壁は木造だが,ス ロ

ヴェニアのエディリト・タイプは鉄製のフレ

ームにシポ レックスをはめ込んで壁 にして

あった。

5.4そ の他

マルガ リータさんが改築時に観察 した と

ころよれば,基礎 として10cmの セメン トの板

が敷かれていた。電気 ・ガス ・水道は地中化

されているが,イ ンターネッ トなど新 しいラ

イフラインは地上を這わせてあった。

マルガ リータさんはこのあた りのプレハ

ブ ・バラックを新 しく購入するひ とび とがそ

の良さを知 らないため,す ぐに取 り壊 し,建

て替えて しま うと指摘 し,自分はさらなる修

繕をしたい と考えてはいるものの,裏 の住居

が取 り壊 した際に切 り取った屋根 を見た ら

内部の木製部材がしっか りしていたから取

り壊すつもりはない と述べた。エディリト・

タイプに高い評価を与える彼女だが,ブ テル

2でデキシオン ・タイプに住んでいたイヴァ

ノヴィチ家の リュバ さん と同様,市 がアスベ

ス ト瓦をなかなか取 り替えてくれないこと

に不満を漏 らしていた。

ボゴエフスキ家は地下駐車場 を設けず,自

宅前の歩道に自家用車を駐車 している様子

であった(図 一25,左手)。

6.ヴ ラエVlae地 区(そ の2)

調 査 日:2012年9月25日 。 調 査 対 象 家 屋 の 地

番:ク レ ノエ ツKlenoec6A。 世 帯 主 の氏 名,

生年,生地:ヴ ィ ドサフ・ダネスキVidosavDaneski(男 性),

1934年 クマノヴォKumanovo25)生まれ。1953年 の大学入学 と

ともにスコピエに移住。プレハブの製造者:ス ロヴェア ・

エディリトEdilit社(2戸1型 が背中合わせの4戸1型,ダ ネ

スキ家の住まいは図一21,23の平面図において北東部分を

占める)

6.1居 住履歴

ヴィ ドサフ氏は大学卒業後,マ ケ ドニア共和国財務省に

勤め,震災当時はマクシム ・ゴー リキーMaksimGorki通 り

(マケ ドニア広場のす ぐ西側)の アパー トに住んでいた。

震災当日はブルガ リア旅行 中であったが,ア パー トが震災

で倒壊 したため,クマノヴォの実家に避難 した。勤め先の

財務省もまた,震災発生から20日ほど経ってクマノヴォへ

と仮移転 したため,ク マノヴォ生活が暫 く続いたが,1964

年にスコピエにバラック庁舎が完成 したため,ス コピエに

戻った。

このプレハブ ・バラックへは1969年 に入居 し,1970年 に

地下に増築 した駐車場 ・作業場(図 一28)に こもった り,バ

ー(図 一29)に 友人たちを招 くなどして独身生活を謳歌 し
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ていたが,1973年 に結婚 した。当時,プ レハブ ・バラックは

スコピエ復興基金が所有 していて,地 下部分の増築こそ自

由だったが,地 上部分は市の許可のもと,市の定めたガイ

ドライン(図 一30)に 従って増築す る必要があった。その

ガイ ドラインを守 りながら,1973年 に増築を行った。

6.2平 面の改造

ヴィ ドサフ氏は先述の8A番 地の例 と同様に玄関アル コ

ープを屋内に取 り込みながら物置部屋を拡張 してキッチ

ンへ改め,前庭部分に居間を新築 した(図 一23,24,27)。 そ

して当初の居間とキッチンを寝室へ改めた。これによって

寝室が2つ になった。当初の間取 りにあった物置部屋は地

下に作業場を設けたため不用になった。その結果,専 有面

積は40㎡ から82㎡へと倍増 した。

6.3気 候特性に応じた改造

8Aの事例と異な り,観察できなかった。

6.4そ の他

ヴィ ドサフ氏は平屋建ての街並を想定 して用意 された

この地区のインフラでは高さ制限ぎりぎり(11m)に 建て

られた家屋の増加に対応 しきれないこと,周囲の建物の階

数が高くなったため通風が悪くなったことを指摘 してい

た(図 一25が8A(左 手)お よび6A(右 手)と その背後を示

す)。

7.タ フタリジェ1Taftalid乏e1地 区

調 査 日:2012年9.月27日 。 調 査 対 象 家 屋 の 地番:ヴ ァル シ

ャ フス カVargavska36B

ヒア リン グ対 象者 の 氏名,生 年,生 地:レ フ テル カ ・ポ ポ ヴ

アLefterkaPopova(女 性),1965年 ス コ ピエ 生 まれ 。プ レ

ハ ブ の製 造 者:フ ィ ン ラ ン ド ・プ タ ロPutalo社(2戸1型)

26)

7.1居 住履歴

レフテルカ さんは1965年 生まれで,老 母,夫,息 子,娘 と

ともに5人で暮 らしている27)医師である。

この住居は1964年 に母親28)が勤務先であった学校 を通

じて割 り当て られたものである。震災前まで住んでいた家

屋はオスマン時代の土煉瓦のもの(賃 借)で あったが,震

災で大きな被害を受けたため,親戚のいたヴェレスVeles2
9)に数ヶAの あいだ避難 した と聞いている30)

。

1969年 には市が設定したガイ ドラインに従って増築 し

た。当時,両親,娘(レ フテルカさん本人),息 子(弟)が

いたが,さ らにスコピエ在住の祖父母が同居することにな

り,息子(弟)の ためもあって増築 したとい う。

7.2平 面の改造

この住居は当初,西 側に倉庫を持っていて,玄 関のキャ

ノピーが下屋のようにその倉庫に差 し掛けられていた(図

一31,32)。 当初の床面積は64㎡,間 取 りは居間,キ ッチン,

寝室が2っ,ト イ レ・風呂で,ほ かに独立した倉庫(5.6㎡)

があった(図 一31)が,市 の増築ガイ ドラインはこの倉庫を

屋内に取 り込みなが らの背後(後 庭の側)に 増築するとい

うもので,これによって寝室が3つ,ト イレ・風 呂が2カ所 と

なり,老父母との同居やきょうだい(姉 弟)の 寝室を分け

るとい う目的が達成された(図 一33,34)。 増築後の床面積

は99.2㎡ であった。およそ,1.5倍 に広がっている。また,

元の倉庫部分の地下に車庫が設けられている(図 一35)。
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図 一33平 面 図(2012) 図一34{府 目敢図(2012) 図一36増築ガイドラインに従った事例

隣家も同じガイ ドラインに従ってL字型に増築をおこな

った(図36は 近隣でのガイ ドラインの従った事例)が,そ

の後取 り壊 して3F建 ての家屋を新築 している(図 一34)。

7.3気 候特性に応じた改造

特に観察されなかった。

7.4そ の他

当初の基礎は地面の上にコンク リー トのプレー トを敷

くもので,そ こに木の土台を置いてその上にフロー リング

を敷いていて,ポポフ家では基礎,土 台,フ ロー リングとも

にオ リジナルのまま使用 していた。ヴァルシャフスカ通 り

のプ レハブ ・バラックの敷地は一区画あた り250㎡あるい

は300㎡ あるとのことである。

ポポフ家のひとびとは築後50年 が経過 したプレハブ ・バ

ラックに現在も住み続けている点について,仕様 としては

40年程度の耐用年数が保障されていたが,実 際にはさらに

長期にわたって居住可能 と述べていた。ただ,こ こでもア

スベス ト瓦の問題が話題にな り,市が改修費用の15%を 負

担するとい う話が反古にされたとの証言が得られた。

タフタリジェ地区は他の地区と異な り,同一地区内に多

種多様なプレハブ ・バラックが存在する。

ご主人のポポフ氏もタフタリジェ生まれであるが,チ ェ

コの援助で建て られたバラックで育った31)。彼 は地下室

(べ一スメン ト)や屋根裏があって収納に便利だった と述

べた。

ともに幼少期か らこの地区で育ったポポフ夫婦は 「異な

るバラック」に住む友人宅へ遊びにいった機会 も多 く,た

とえばパ リシュカ(パ リ通 り)の プ レハブ ・バラックがチ

ェコ製で1種類は平屋建て,も う1種類は平屋に屋根裏部屋

があったこと,コ トカKotkaタ イプ(フ ィンラン ド製)は9

0㎡ もあって,入 り口が3箇所あったことなどを紹介 して く

れた。

8.コ ズ レKozle地 区

調 査 日:2012年9月28日 。 調 査 対 象 家屋 の 地 番:コ ズ レKo

zle33。 ヒア リ ング対 象 者 の 氏名,生 年,生 地:ミ リャナ ・

ヤ ネ フ ス カMirjanaJanevska(女 性),1955年 ス コ ピエ 生

まれ 。 プ レハ ブ の製 造者:セ ル ビア ・タ ラモ ン トTaramon

t社(戸 建 て型)32)

8.1居 住 履 歴

ミ リャナ さん は1955年 生 ま れ で8歳 の とき に ス コ ピエ 地

震 に遭 遇 し,現 在 はベ トン社 とい う1947年 に創 業 した 建 設

会 社 で建 築 設 計 の仕 事 を して い る。 震 災 当時,ヤ ネ フス キ
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家(4人 家族)は カレ(要 塞)近 くのヤフディ ・マーロJa

hudiMaalo(文 字通 りにはユダヤ人地区,現在,ホ ロコース

ト博物館の建っている一帯)の 伝統的な一軒家に別の家族

(5人)と 同居 していた。1家族が1部屋 と小 さなキッチン

を使い,玄 関と トイレは共用 とい う状態で1949年 から1963

年まで暮らしていたとい う。とてもフレン ドリーは雰囲気

の住まいであったとい う33)。

ヤフディ ・マーロの住宅は地震でひどく被害を受けた。

暫くは父親の親戚がいるゲヴゲ リヤGevgelija34)に避難 し

ていたが,そ の後,ス コピエのマジャリMadzariに いる父親

の友人宅の庭にテン トを張って生活 しはじめ,1964年 春に

父親が勤めて居た警察からの割当でこの住宅に入居 した3
5)

。

ミリャナ さんはこの家は震災前の家(上 述のように2家

族9人 で2部屋の戸建て住宅に住んでいた)に 比べて,広 さ,

環境 とも向上 した,1家族で1軒 を占有できたのが何よりだ

った と述べた。

数年前に父 と母が相次いでなくな り,その後,弟 の息子

(甥)が ここへ来て,現在はその嫁 と子供(大 甥)と4人 で

住んでいるとい う。



8.2平 面の改造

当初の床面積は60㎡,間 取 りは居間,キ ッチン,寝室が2

つ,トイ レ ・風呂であった(図 一37,38)が,1965-67年 頃に8

5㎡へ と1.4倍 の規模へ と増築された。その際,住 戸の北側

に位置 していた居間を南側の増築部分へ移動させ(図 一43),

代わ りに南側 にあった寝室の片方を北側へ移動させた(図

一44)。増築部分の外側には屋根やパーゴラのあるテラス

が設けられ,移 動してきた居間と連続 してくつろぎの空間

が形成された(図 一39,40)。

なお,こ の増築の時期は他の事例よりかな り早い。その

理由について ミリャナさんは遠方の親戚(ゲ ヴゲ リヤのひ

とびと)を 宿泊させる必要があったか らではないかと推察

する。すなわち,住 んでいたのが両親,本 人(姉),弟 の4

人のみで,増 築が行われた時点までに人数が増えた訳でも

子供が成長 した訳でもなかったからである。

8.3気 候特性に応じた改造

居間が増築の際に南側に移動し,そこに連続 してテラス

が設けられたが,そのテラスは屋根やパーゴラによって陽

射 しを調節できるように考慮されていた。これは夏の 日射

を避けなが らくつろぐスペースを確保するための改修で

あったと考えられる。

8.4そ の他

このプ レハブ ・バラックはセル ビアのタラモン トTaram

ont社製で,5章 のヴラエの事例で取 り上げたスロヴェニア

のプレハブ ・バラックと同様 にシポレックスで出来た1m

×2.5mの プレハブ部材 をライ トセメン トでつないで作っ

たものであるとい う。

また,基 礎は地面を整地 した上にベ トンを敷いたもので,

屋根は3-5cmの 厚 さのベ トンが敷いた上にアスベス トの入

った波板が葺いてあったが,2003年 には窓の形状を変更 し,

屋根に断熱材を載せた上で屋根材のアスベス トを錫製の

ものに変更 し,外壁 に石膏プラスターを塗る リノベー トを

実施 した。その際のことを,昔 は素材の選択肢 こそ少なか

ったが今とは違って施工技術が しっか りしていたため(図

42の木組みの床など),小 屋組が腐ってお らず,雨 漏 りもな

かったと証言 した。室内にあるペチカについてはフィンラ

ン ドか ら持って来たもので,バ ラックにもともと設置され

ていたと述べた。

その他,コ ズレKozle地 区のプ レハブ ・バラックには戸建

てのものと2戸1の ものがあ り,戸建ては妻入 り,2戸1は 平

入 りであること,当初ひ とび とは平面的に増築 して暮らし

ていたが,15-20年 前 くらい(=震 災から30年過ぎた頃)か

ら2Fを増築するようになってきて,最近では2F以 上の家屋

が増えすぎてプレハブ ・バラック用に備 えられたインフラ

では足 りなくなって来ていると感 じるとも述べた36)。

9.ま とめと今後の課題

本研究は1963年 に発生したスコピエ地震後に建設 され

た14,000棟 もの大量のプ レハブ ・バラックの建設経緯 とそ

の後50年 間における居住履歴や増改築の歴史を調査 した

結果,以 下の知見を得た。

まず,悉 皆的な調査は実施 していないものの,概観 した

ところプレハブ ・バ ラックの6割 ほどが何 らかの形で現存

していた。また,ヒ アリングをおこなった6地 区8事例につ

いては,1事例(3章 の事例)を 除き,家族の成長にあわせて

の専有面積を拡大やプライバシーを確保す るための間取

りの変更を実施済みであったり、今後実施する意思を持っ

ていることが判った。

ヒアリング対象者の殆ど(5章 の事例を除く)が 入居以

来50年 間住み続けていて,そ の間に自らの望むように増改

築を実施 したのだか ら,当 然の結果ではあるが,プ レハ

ブ ・バラックに関す る知識(自 宅を含めた周辺の住宅の間

取 り,プレハブ ・バラックの製造業者など)が 豊富で,プ レ

ハブ ・バラックの環境に満足している様子 も窺えた(自 ら

の住居についての不満を明確 に口にしたのは,当初の平面

が最も小 さいタイプで,かつその平面に手を加 えなかった

ブテル2地 区の事例=3章)。

プレハブ・バラックをスコピエの気候風土へ適応 させる

工夫については,ま ぐさの位置を下げた り,テラスに屋根

をかけた り増築 した2Fを 迫 り出させて 日射 を調節する措

置が目立った。調査対象の中にはなかったが,あたかも日

本の土蔵における置き屋根のよ うな形に屋根を追加 して

いる事例も周囲で観察 された。

スコピエ地震後のプレハブ・バラックの変容プロセスは,

プレハブ・バラックとい う最低限度の住宅を公助 として建

設 したあ と,それぞれの家族が自助 として増改築 し,50年

のあいだ様々な需要に応 えるとい うものであったが,それ

が社会的に許容 されたのは,3章 および8章 の家族の言葉に

強 く現れた 「震災前の旧市街における居住水準の低 さ」と

い う社会的な前提 と,「プレハブ ・バ ラック市街地におけ

る建蔽率の低 さ」とい う技術的な前提が存在 したか らであ

ろう。そしてその前提があったか らこそ,水 平増築を可能

にする住戸配置(戸 建てや2戸1な ど)と 建蔽率の低 さ,仮

設住宅の私的な改変の許容,増築や改修 コス トの抑制する

セルフビル ドの一般化などの技術的な条件 とあいまって,

プレハブ・バラックの長期的な利用を可能た らしめた と考

えられる。

今回の調査はプレハブ・バラックにおける居住履歴を微

視的に記録 ・整理す るにとどまったが,今 後はプ レハブ ・

バラックの残存率を立地場所や住戸タイプ,あ るいは当初

の敷地計画の違いに着 目して巨視的に把握 したり,居住空

間の変容プ ロセスに対する個別具体的な調査を継続する

ことにより,このような可変性のある半永続的な仮設市街

地のあ り方を 日本の災害復興プロセスへ と移植す る意義

や前提条件を明らかにしてい く必要がある。
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号,P。110

5)SaveznaPrivre(lnaKomora,1963年9H2日 付,IzgradnjaSmesta

jnogProstoraza120000StanovnikauSkopju(「 ス コピエにお
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るよ う計画 された との記述があ る。

8)ト ミッチ夫妻 はプ レハ ブ ・バ ラックは30-40年 で物理的な価値 がな

くな る程度 の ものであ った と証言 した。耐用年 数については,シ ン

ゲ リッチ での調 査対象者 は30年,タ フタ リジェでの調査対象者 は40
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9)UnitedNations(1970),前 序賠,P.93
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stanovidodeleninaopstinskitesobranija(『 自治体別 の住

宅割 当』),ス コ ピエ市文 書館

13)同 地 区はクロアチ ア共和国がプ レハ ブ ・バ ラックの建設 を請 け

負 ったマ ジャ リMadariに 属す る。

14)同 氏 は建て替 え工事 中も2F部 分 に住み続 けると述べ た。

15)2012年 現在 は1F部 分は全 て物置 として利 用 されている。

16)こ の証言 と譲渡元 が異 な るが,プ レハブ ・バ ラックの賃貸事 業を

運営 していた ス コピエ復興 基 鉦undが1977年 に廃 止 され る とき

にそれまでの 「害賦 」の合計額に残 余金を支払って買い取った と

い う証言 もあった。

17)ブ テル2は ボスニア ・ヘル ツェゴ ヴィナがプ レハ ブ ・バ ラ ックの

建設 を請 け負 ったブテルButel地 区に属す る。

18)現 在 のキ リル ・メ トジ ウス大学のメイ ンキャンパスか ら裁判 所に

か けての一帯 に相 当す る。
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て,「 自己使用」 以外の分につい ても他 者へ賃借す る条件 で保 有

が可能で あった。

20)外 壁 に追加 され たセ メン ト波板 にもアスベス トが用い られ てい

ると考 えられ るが,そ の点には言及 がなかった。

21)プ ル ジノはユー ゴスラヴィア連邦鉄道局がプ レハブ ・バ ラックの

建設 を請 け負 った11オ ク トンヴ リ地 区に属す るとみ られ る。

22)プ ル ジ ノを包含 す るツル ニチェCrni6eと い うエ リアが震災 以前

に新規 郊外開発地 として計画 されていた ことと符合す る。ツルニ

チ ェの開発 については,Zavodzaurbanizamiarhitektura-Sko

pje(『 都市計画 ・建築局』)(1962),SkopjePlanovi-Realizac

ija1(『 スコ ピエ 計画 と施行』),p.51。

23)ヴ ラエ はス ロヴェニ ア共和国が プレハ ブ ・バラ ックの建設を請け

負 った地 区で ある。

24)た だ し,後述の6A番 地の例(ダ ネ スキ家)と 異 な り,地下室を設け

なか ったた め,収納 専用 のスペースはな くなった。

25)ス コピエか ら北 東へ40㎞ に位置す るノJ・都 市で ある。

26)タ フタ リジェは諸外 国か ら寄贈 された多種多様 なプ レハ ブ ・バラ

ックを集 めて建設 した地 区で ある。

27)娘 は現在,チ ェ コ共和国 ・プラハ市に留学中である。

28)老 母 は1919年 生 まれ,1963年 の震災当時は44歳 であった。

29)ス コピエか ら南方55㎞ に位 置す る小都市 で,当 時 はチ トフ ・ヴェ

レスTitovVelesと 呼ばれ ていた。

30)母 親は勤務する学校を一学期間,異動した。

31)ポ ポフ氏は嫁 がクナウフKnaufタイプ64㎡であったと記 憶して

いたが,クナウフ社は ドイツ企業であるため,チェコ製 との証言

とは矛盾がある。

32)コ ズレはベオグラー ド市 がプレハブ ・バラックの建設を請け負っ

た地区である。

33)ミ モザ ・トミッチ氏が 「わたしの見方では」と前置きして語った

内容によれば ヤフディ ・マーロにはもともと社会主義時代 以前

のブルジョワ階層が住んでいて,その 「反動的」出自を消し去る

ために,住民が震災後早々に転出したとのことであるが,ミリャ

ナ さんの家は富裕層 とは見えない。

34)ス コピエの南方170㎞,ギ リシャとの国境付近に位置する町であ

る。

35)ア レクサン ドラ ・クルスティチによれば,旧ユーゴスラヴィアで

は住宅その他の耐久消費財の配分が年功やライフステージに応

じたポイント加算によって決定され,そのポイン トが勤め先によ

って管理されていたとい う。

36)6章 のダネスキ氏と同じく,増築の際の高さ制限が10-11mまでと

述べた。
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