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死者たちとの共存 インドネシアのカンポン(都市内集落)

布野 修司東洋大学工学部助教授

写真は，インドネシアのスラパヤ市にある，いささか薄気味の悪いカンポン

(都市内集落)の光景である.辺り 一侍は墓地であり，その上にバラックが建

ち並んで、いる.この間，東南アジアを歩いて，不法占拠地区は随分と見てき

たのであるが，墓地を占拠した例に出くわしたのはここが初めてである.

やむにやまれなかったのであろう.墓地は戦後まもなくから次第に侵食さ

れて， もうほとんど余すところがない.墓石は動かされててんでばらばらの

方向を向き，あるいは，建設資材として用いるために破壊されてしまってい

る.人ぴとは，墓地へ向けて井戸を掘り，一見何のこだわりもなく，死者た

ちが直下に眠る土地の上に住んで、いる.

f也のカンポンもそうであるように，ここにもしっかりしたコミュニティ t且

織があり，決してアナーキーなのではない.強力なリーダーがいて土地は全

く平等に整然と区画され， 一定のルールに従って建設が行なわれている.人

ぴとは，決められた以上の土地は要求しないのだという.まことに興味深い

カンポンである.

しかし，それにしても死生観の遠いであろうか.驚いたことに，破壊され

た墓石の間に，埋葬されたばかりの土盛りの墓がある.また，戦前からずっ

と，亡くなった主人の墓を守り続けている家族がいる.彼らは，何の違和も

なく死者たちと共存しているかのようである.

思えば，われわれは死者たちと共に生きるこうした空間のあり方を既に失

ってしまっている.住宅は，われわれが生まれ，そ して死ぬ場所ではもはや

ない.そしてさらに，死者たちとの交流の場を，身近かな住まいや住宅地か

ら追放してしまった.郊外の大規模な霊園やコインロッカーのようなマンシ

ョン墓地に死者たちを封じ込めることによって，生者たちだけのための都市

をつく ってきた.

われわれの住居や居住地が，われわれにと って最も根源的な生と死のため

の空間ではなくなってしまったこと，そして境界づけられた他界との交流の

場を身近かに失いつつあることは，われわれの住むという経験がますます等

質化しつつあり，都市が歴史性を欠如させつつあることと無縁ではない.こ

の薄気味悪いカンポンは，そうした決定的な事実 を今更のように想い起こさ

せてくれる ふの ・しゅう じ)

東洋大学の研究チームによる東南アジアの居住環境に|期する調査研究は，所i'l，9， 10， 11号参照.
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く住みよさ〉からく住み心地よかまで

大坪昭

「国々，所々より寄集りたるものなれば，表向
つきあう

きは愛想よく附合とも，内心は相応に実情なく，
すまい いずかた

たとへ合壁の隣に住居たるも，明日は何方に転

宅するも斗り難き程の寄にて，義理助みも薄く，

悪事も意地もの(者)の困窮に逗りたるものな

現代の団地ぐらしの様相を，やや古めかしい言い

まわしで表現したとも見えようが，実は文化元年

(1816年)，武陽隠士のペンネームで江戸の世相の

裁口をあつめて書かれた r世事見開録』の一節で

ある.九尺二間(六畳)の一住戸，共用の井戸，

後架(便所)，町木戸毎の湯屋，髪床をコミュニテ

ィ・センターとした設備共用型集合住宅〈裏長屋〉

に，都市の繁栄をもとめて蝿集した流民の姿をお

もうとき，江戸人情もータの所産とはいいがたく，

今日の都市住生活の苦悩のかげをそのままに，見

出すことができるといえよう.

防疫，防災等々，幕府による安全対策は，それ

なりに子もうたれた. しかし筆者(武陽隠士)が，

都市生活の質の開題を，単なるハードの問題にと

どまらず，その深層にある問題としてとらえ，ま

た，えぐり出そうとしているところ，今日の〈住〉

ないしはく住居〉の研究の大方の動きにもつなが

り，また今後の提案と実践の方向を示唆して，わ

れわれの現実の問題への回帰をうながす所以のも

のである.

「西欧人から見れば，ウサギ小屋に毛のはえた
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ような家に住む働き中毒の国，会社の幹部は，

会社が自分たちの努力を必要としていると思っ

て休暇を断念している国，ストライキ参加者ら

が， 日本のイメージを傷つけているといわれる

とストを中止されうる国， (中略)プロテスタン

トの労働倫理がむしばまれているヨーロッパが，

このような固との競争に立ち向かっていくこと

は，容易ではない」

(1979年 EC委員会内部資料時事通信社「役界巡報J)

ここでも言わんとする処は，住宅事情そのもので

はなし国民のく住〉に対する考え方，そして生

活倫理であるにもかかわらず，ひとり〈ウサギ小

屋〉なる文字のみがあぶり出され，このウサギが

国の住宅施策を批判するときの枕言葉に，またお

のれの住環境の貧しさをかたるときの自噺のたと

えにと跳梁をかさね，貿易摩擦由避，内需拡大そ

して住宅政策みなおしの方向への影の立役者とし

ての役割を果たしたことは記憶にあたらしい.

昭和58年，一世帯あたり住宅戸数が1.10の大台

に達したことをふまえ，く量から質へ〉のキャッチ

フレーズのもと，建設省は質の向上に重点をおい

た施策の一環として，西麿2000年を目標に，あた

らしい居住水準を設定，そしてこれへの誘導を宣

言した.過去の計画の例にならって水準は規模，

室数の指標のほか，内容を層別して都市住宅のカ

テゴリーをつくったこと，遮音，防混その他設備

内容など，性能面の水準を充実させる一方，地方

性の重視にみられるその姿勢は， <質〉の時代への



一一一住宅の〈質〉とは

前進としてそれなりの評価はあたえられるもので

あろう.これには前述の国家財政の根本的見なお

しからの内需拡大策の一環としての住宅投資の拡
*1 

大の必要性のほか，諸外国に較べてもたかい老齢

化速度に起因して予測される社会保障費の住宅投

資への圧迫増大の危険感，他国に比して決してひ

くいとはいえぬ住宅投資にもかかわらず思うにま
キ2

かせぬ住宅ストックの伸び(停滞傾向)，等の伏線

をふまえてのなみなみならぬ決意のほどはうかが

われるにしても，素朴な疑問は依然としてのこる.

「住宅の質とは何なのであろうかJ.

「その成り立ちは?Jまた「その組み立ての手順
*3 

は?J これらはひろく国民をふくめて次のステッ

プの課題であろう. <建蔽率の高さ〉くみどりと静

かさの不足><景観の統一性と美しさの欠如〉これ

らは日本人以外の第三者から見た， 日本の都市に
*4 

対する評価にしかすぎないという見方もあろう.

しかしいずれにしても先に示された居住水準の指

標と居住者の満足度の関係をはっきりさせておく

ことは，新しい 5ヵ年計画のスタートにあたり，

必要なことではなかろうか.

子づくりのく味〉という言葉がある.それとおな

じに手づくりのく家〉は，お仕着せのく家〉とは

一味ちがったひびきを以て人にこたえ，また情感

をっくり出そう.またたとえ，お仕着せのく家〉

であったとしても10年， 20年と過去の追濯のきざ

(財)新住宅普及会専務理事

/ll{干1124年末大建築科・ 71武研究室を絞

ての勺'1，建設入社. IlN手1160年 7)j取締役

設計本部長退任の後，現職に'iてーる.

みこまれたく家〉では，そこに蓄積された建築体

験の集積は，こころよいナジミを以て住む人をつ

つみはぐくむ. さらにまた，こうした個人的建築

体験の領域だけではなく， うけついだI鼠の中の遠

い昔の原体験のよみがえりから，かすかな共鳴音

をきき出せるとき，人はその建築体験の中にやす

らぎとまたおどろきをさえ覚えることがあるであ

ろう.

かつて青年建築家としての立原道三は，その卒

業論文 r方法論』の中で，先達藤井!享二博士の，

『日本の住宅』のあり方としてとりあげている温湿

度条件等に関する建築体験についての記述につい

て，それがく住みよさ〉に関するもののみに過ぎ

ないという論旨を伏線として，次のように述べて

いる r<住みよい〉という言葉であらはされる建

築体験とく住み心地よい〉といふ言葉であらはさ

れる建築体験が，度別され得ること」は rわずか

の反省によって容易に見出」されるべきものであ

り，そこでいうく住み心地〉なる建築とは r私た

ちが四屈のiit界に建築を持つとき，全生命的に，

その対境である建築から襲れて，現実的に体験す

る気分情感である」と若々しい言葉で語り r空間

のなかに於けるく建築〉なるものJに対して r時

間のなかに於けるく建築〉なるもの」への注目を

よぴかけている.

ここでく住みよさ〉とは，空間的環境条件のも

つくハタラキ〉の人間とのかかわりを表現する言

葉(いわゆる使い勝手)であるとするならばく住
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み心地〉よさとは之にさらに時間的概念を加えた

人間としてトータルな気分情感といえるものであ

り，われわれの求めている住宅のく質〉はまさに

この両者の総合の上になりたっているものでなけ

ればならない.

〈都市アメニティは長い歴史の所産でしかあり得

ない〉とされている. <住み心地のよい〉空間条件

の獲得には，それなりの時間が必要で、あり， 日本
*5 

の都市住宅の社会的，物理的耐用年限のあり方へ

の反省をふくめてく質〉の問題への位相をかえた

アブローチと限られた投資の有効活用の模索を出

発点として，方向の転換が求められている時機と

いえよう.

く住みよさ〉からく住み心地よさ〉まで一一一一

( <住みよさ〉といった点だけとりあげても，情幸良

化時代といわれる今日，技術的対応の必要な範囲

は急速にひろがりつつある)，空間としての捉え方

から更に時間としての捉え方まで， <住〉に関して

求められているく質〉の問題解決の道程は，みじ

かくない.研究者，実務者から最終のユーザーま

で，次のW:代に贈る為のわれわれに謀せられた使

命を果すためには，お互の役割jの確認と尊重，原

点にたちかえってのトータルとしての活動が求め

られており，そしてそのなかだちとして，住宅に

隠する巾広い研究とその公開実践を設立の趣旨と

した当法人がお役に立ちうれは，望外の喜びと考

えている. (おおっぽ・あきら)
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* 1 

(畏間設備投資+住宅投資一民間貯蓄)+ (政府支出一政府収入)

+ (輸出ー輸入)= 0 

←i二の等式の第-!廷のマイナスを， 二工頁，三エIîのプラスでt勾W!i を Ü~

っているJJUEの財政ノ〈ランスにおいて，各ヰiを0に近づけること

は， I玉j際i!t'I'1冬、を切り抜ける一つのi立である.

* 2 

年!日110兆をこえる泣接住宅投資にもかかわらず，資本減耗のJ¥'Ii!JII

により，わが国の住宅ストック純増加iは年々 Fり. 59年以降立兆

円(ストック総領の 2%弱)を害11ろうとしている.

( flI!民経済計算年報』より).

* 3 

この}}~について，何らかの参考になると考えられるものにT (J(

i舌重hがある.品質j!i~証， ないしは品質管耳Ri舌到Jは，わカ司主lの 1:来

製品の今日の対外競争力獲得のための大きな!日i動力であった.校

設業界もこの}J}，必lのi皮にのり， 1980年を中心に各企業がこれにli

EI.そのシステムの充実につとめた時期で込もあった設定された

品質方針と，その数次にわたる展開による問題点の押さえこみJ

と「あらたに発生したi問題点の解析と，その結果の次の活動への

反映というプロセス実現のスパイラル活動」を'好子とするこの辺

動は. <r';ば't>のすべてを語り得ていないところがあるにせよ. 'K-

観的認識を創造活動にまで結びつけようとしている点において，

民間治初jのP"iれた校としてa.lelすべきものがある.

* 4 

外tEI人の日本の者1I!Iiに対する詳fl耐として. <治安><活気〉のTiriでの

肯定的意見に士、l し，圧倒的多数のな.\~としてく家の建てこみ><オ

ーブンスペース><美しさ〉くみどり><前功、さ><景観の統->の/1[01こ，

~?定的lJJ.lを示している. (f建設臼{lj:，n60iド).

* 5 

1945年 (11百平1120"ド)以前に建てられた住宅ストックの比!t~を，れ

l五l別に比絞すると，西独35%.米i主137%，フランス44%に士、Iし，

日本は10.6%に過ぎない.(住宅経済データ集，建築11寺JUjJJIJ1V七ス

トック数のl'!fl際比i主資料より指定).



研究者に鹿く

街並み形成各
支援する
システムを探る

所報11号所載

〈街並み形成活動を支援する住環境・都市計画

システムに関する研究ウをめぐって

市街地住宅研究会

三村 浩史京者以紅三戸部教授

聞き手:

林 泰義計画出|守研究所代表

* 
この研究lま，三村J告史氏を主査とし，赤i崎弘平(大阪市大).阿部

成治(都城ヱ専).延藤安弘(熊本大).岡村勝司(f言1'1'1大).片方信

也(京大).北原理技(三三震大).佐緩滋(早大).高見沢邦郎(都立

大).臼端康雄(東大・筑波大).渡辺定夫(東大)の各氏による共

同研究で，一般市街地の形成において自主発達を促す公的な誘導，

支援システムのあり方を事構想しようというもの.全体!ま 5章に介

れ，それぞれを各委員が執筆分担してあ、り，個々に独立論文とし

ての性格をもっている.

この対談は，この研究の主査を務められた三村浩史氏を京都大

学の研究室へあ、訪ねして，京都の街並みの現状，支援システムへ

のムーブメントなどについて，お話を伺いました.

林 泰義/昭和36年東大卒.昭和44年計磁技術研究所設立，都市の

総合計画，生活苦霊境づくりに関わる調査・計画立案など，都市計画

の現場で活躍されている.最近のイ士率としては， t量関谷のまちづく

り，筑波研究学園都市中心地区の景観誘導など.

聞街並み形成活動研究にいたるまで

林 今 11は三村先生に，市街地住宅研究会によるこの

研究を11"心にお話しいただきたいと辺、います.この研

究会は非常に広い範同のメンバーて、構成されています

が，それはどういうきっかけで……

三村市街地繁徽，住環境繋備のベテランばかりなん

ですが，そもそもは，建築さ示会の都市計同委員会の中

に住環境部会というのがあり，住宅と都市計画の接点

を求めて，年に{可附か研究会をもってきた.…!支集約

的に共同研究してみようということで，夜Jj重メンバー

を補強して市街地住宅研究会を組織したわけです.

林街並み形成活動に焦点を合わせようというのは，

どういうきっかけですか.

三村昭和50年あたりから，従米なら建物lの用途や機

能で、都市の材討さをつかまえていたのを，住宅と!古住地

のタイプでっかんで、構造的に解析していこうという作

業が胎まりました.住FH昌二さんが居住地の型と性絡

を住宅|問題議時で発表したり，オランダで符くして字E

YIされた綿谷さんが住民の烈と居住:地構成という形で

一自主の干l11fTJ也をまM~イヒしてとらえる， というあたりを

発端として，研究が進み，だんだんに市街地の発展段

階や住宅の状態，住宅の密度とか形式ごとに地区の性

格を解析できるようになってきた.そういうあたりが，

住宅と都市計恒!とをつなげる第一期だったわけで、す.

次の段際は，市街地の形成過程とか問題発生状況に

合わせて，いかに市街地終備対策を立てていくかとい

うこと.木賞アパート地帯の建て替え整備とか，住T

混在地域の問題とか，歴史的町並み保全など，新規開

発JtjJから成熟期，あるいは，荒廃，改善，更新といっ

た，市街I也のライフステージ別に7包ってくるさまざま

な問題へのタイプ別対応策というのが，この第 2期で

11'，米てきた.市街地繋備!被略としては，ほほセオリー

が，'1'，米たといえます.

それに次ぐ第 31切にあたるのが，私たちのこの研究

になるのではないかというふうに忠、っているのです.

林儲かにこの研究を拝見しますと，街並み研究の蓄

積を感じます. WIJえばug和40年代前半くらいから，建

築でいうとデザインサーベイ時代がありました.白:11お

援さんとか，神代雄一郎さんとか，歴史的な街並みの

実態調査が盛んに行なわれましたね.その時代とこの

レポートを一気に比較しますと，市街地の読みとり方

と対策と，その対策を具体的に展開する仕方まで含め
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て，街並みの問題が総合的に把えられるようになった

というのが最初の感想なんですね.

三村 それだけfrR~i命的にまrlみ合:てられてきたというこ

とだと思うんですが，また逆に f--iうと，ややk人ぴた

書きっぷりだなあという感想も土i分ではしているん

ですよ.

近代主義が行きづまって奴存のパ

ターンが役立たなくなった時， もう

いちど伝統に，それも現場に立ち帰

り， じかに自覚したり，触覚的に当りながら学んでみ

ようという，ああいう{本を重)Jかして飛び込んで、いくよ

うなデザインサーベイにあった迫力というものを，今

回の研究は持ち合わせていたかどうか.

林 今は街並みの景観みたいなIUIからいきますと， 1枚

米の街並みの話からアジア・アフリカあたりのし、ろん

なタイプの都市や農村集i与を見て狙って，誠ftしてい

くという，片方ではそういう広がりがあるんですね.

盟普通の街並みの中の共同秩序を探る

三村 街並みをii'るのは明IHJの共同秩序だと思います.

そういうものを作ったり，自ら詰IJ御しているものを'ヤ

間のコンテクストといっているわけで，それを見定め

ていくことは，害1]1子普遍的な課題だと芯うんです. f経

史的町並み保余地区のように形の様式があって，守る

べきパターンが決まっているわけで、ない，とりたてて

街並みというほどでもないような普通の市街地の場合は，

ひとつひとつの設計ーテーザインはもっとパラパラですか

らね.その共同秩序はいったい何かということ.11そ界

的に通用する3jLE遍的な解析方法にもっていきたいと.

林僕には，日本のPIJを兄ていると，やっぱりアジア

だなあという感じがあります.何かこういう普通の街

;ltみが，わけのわからない，ごちゃごちゃしていると

いう JSじで，その!惑JtがijrJかアジアっぽいという感じ

がしますね.

三村 住 L混在， 1+i均一一L混在といった小さい敵地で，

中小企業として懸命になりわいを悦んでおられる }jの

居住地は非iおに重要で、ね，そのr:lrにムつのエネルギー

があるし，非常にアジア的だと思うんです.僕たちは，

大阪でも東京でも flllJの雑然とした，それこそ街投み

も秩序もないような街並みに三I_'Jりがjになっているでし

ょう.けれどヨーロッパから米た人には 11本とかア

ジア的な街並みは迫力があって興奮するらしいです.

去年，ユーゴスラビアの学11:が FI本の街;lEみを見て，
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Ji}開発ビルのようなあんまりいー大なフeロックは，十|会

主義!認の者I¥rliとしても駄目で，そのr:fJに必ず低層でぜ:j

密度の小さい粒がなければヒューマンスケールといっ

た意味でも都市らしくないと言うんです.それをラー

ジグレイン(大粒)，スモールグレイン(小粒)と言ってね.

IJ，*立のものがいっぱいあって，それが芯い思いに似l'、

ていくという，こういう郡山の集Al'lのIm"1さというも

のに，その学ノ1:はずいぶん興奮しておりましたね.

海自動車交通が街並みを変える

本本 そうでしょうね.そのスモールグレインとラージ

グレインの対比みたいな訴が，今の I1本の街中にはも

のすごく起っているでしょう宇 FI，)}{者1¥の烏丸と j):I:

川の1/日の1IL1条辺りの炎j邑りをぶらぶ

らしたんですが，あの辺りでも突然、

10数的径のマンションが建っている.

三村忽然と引われるんですな.

林 いっぽう小粒の往築が集っている街lメa でも，IJ、j'，'，

の建築が変つてないかというと，変っているのです Al.

たとえば Eドのスペースを liij(rlIにおくから，そういう形

でもう 1ÌÌ，ìf:みの秋，y.は交って~とている. )j(Jfliみたいに

特然たる道路の秋'r:と往築秩序とを引った，ifJでふ 1往

路のオーダーは変つてないかも7、11れないが， i'I初J'ドに

よって主t築がものすこく交っちゃう.つまり 11]，)[;みの

rjlで，スモールグレインとラージグレインのあJ¥'/:カ£す

ごくて，それに1/(が絡んで米ている.その辺りかまさ

に汗J肢の1fr投みのrjlで，いったいどういうふうな13じみ

1[えりをして， どういうふうにj七liiJ;f丈}子をつくるのか、

大きな11¥]思ではないかと'X感として思いましたね.

三村 そうで、すね.交通の問題が街、if:みを変えていく

大きなファクターになっている )j¥者1¥は道路が訓介狭

いということもあるんですが，あまりはっきり 1守備を

しておりません. もう少し -}j通行をたくさんして，

r:llでぐるぐる廻す方がいいんですが，京都の古いi1j;if:

みは全吉1¥， I)I~ 切りがないんですよ . jfjのJifJに沢R住干d:ご

とか鉄製のガードなんか置いて，コーナーを保護して

いるんです.だから専はあまりサイクルシステムで廻

せないから，内音1¥の総走行設が多くなりがちで、すね.

京都は戦災に会わなかった希有の{封殺みですから，

謄史のIIIJのもっていたノfターンみたいなものはí~イf す

べきで，変えるn寺でもあの附切りはやらん}jがいいと

忍っています.車は100年くらいですが，京都は1000{ド

も使ってきた街放みですからね.



いくつかの地域では，事を追い出したり高IJ御をした

りしています.道路は格子状に入っていて均質のよう

に見えますが，害IJに交通量の少ない所とか狭い所では，

オランダのボンエルフのような目に見える立派なやり

方ではなく，スーパーソフトと言いまして，ルールだ

けでやるやり方で， じわじわ街中にネットワークを増

殖させていってます.その予しか無いんじゃないかな.

率呼び込み主義に対して，かなり生活空間保護主義で

行かんと，守りきれないんじゃないかという気がして

います.

林 元米，歴史的な街並みであった所がどんどん普通

の街並みへと移行していった感じがあって，そこへ新

しくでっかく出米る建物は，大部分 l二がマンションで，

!日途が上下で裁然と別れていて，全然違う秩序なんで、

すね.

三村 やっぱり幹線沿道ぞいが高いもので悶まってい

くのは，ある程度やむを得ないんじゃないですか.問

題は 6m以下のような細街路に沿っては，容積率を，

せいぜい100-200%以下にまずは抑制しないといけま

せん.現行の360%のようにむやみに高容積なもの，

大量の交通の発着をともなう施設を立地させるべきで

西
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通

はない・ 堀

)11 
通

五条通→ {--r-~\

新
町
通
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烏
丸
通
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正面通→
Fビ

上条通→
c 月

口併用住宅 口専用住宅

図工場 関 商 業

Ilmmillllill!lli川遊戯道路

馴州側111削乗入禁止道路

酬側臓器Iml乗入制限道路(指定主義・許可車のみ)

iiIil公共公益施設

国駐主葬場など

図 1 京都のある町の土地利用状況および自動車乗入

制限現状

今は 6m以下の111]通り(京都では災通りに十11、"，するところを

IlIfj邑りという)に接している敷地が，t.ごし、たL、360%の容

積率をもらっていて，4Ii待-6階建のものがドーッと

できてしまう.普通の所で200%，多くて250%. もう

ちょっと事文I也をうまくとって，大きなJ)Jx:t也にして計1百i

的に合わせてやるのなら360%くらいにプレミアムつけ

てもいいけれど， ififであんな市j l.、宅~trl率を ;λめたのか

と思うんだけれど，調べてみると科学的な根拠がない.

盟関7自体による共同秩序の形成

林 この前の雑誌〈都市計画》で三村先生が議:かれた

街並み共同システムの話ですが，昔の京都の開Iが持っ

ていた碇の話が紹介されていて凶臼かったんですが，

もともと IIITI~I 体が自分逮で約束事を決めて秩序を作っ

ていたのが，今日の都市計画制度ではそういう権限を

お l二に召し上げられている. じゃ，今度もうーぺん自

分達で建築協定なりなんなり考えて使おうかという H寺

期になって米ると，かなりいろんな利答が銀総して，

なかなかそういう約束事ができ難くなる.それで自分

j主の生活やIIITにあったような秩序を取り戻せないとい

う，なんかそんな格好ですね.

三村 京都の~IT':I" では，生活利用と不動産という矛盾

を， i主んでいる人自体，感じているわけです.不動産

とI也{出i，その間に入ってくる相続問題，不動産に対す

る人びとの考え方は今回の研究ではその問題とつなげ

て解決できていないので， (~欠の課題だと忍います.た

だ，京都のIH]中に住んでいる人達は，今の環境をでき

るだけ維持したい，自分の代でつぶしたなんてことは

湾われたくないと言ってはいます.だから，新しい共

同秩序をルールとして作り，市役所もパックアップす

るなら，それは結構なことだと言うんです. しかし，

あと継ぎのtt上代の人迷はここに住み続けるかどうか分

らないとか，京都でも段近は外からの投資が多いです

からね，マンションの半分くらいは外の人が買ってい

ますから，都心周辺のいい所だと容積100%あたり 100

万くらいの値段がついている.家積が既得権化してい

るから，現にそこに住んでいる人が， しょっちゅう何

億，何十億と胸算用する癖がついてしまっているわけ

です，いったん既得権になってしまうと難しいですね.

林 そういう状況の中で，しかし何とか自分速の岡Iを

うまく守っていこう，環境コントロールしようとかと

いう動きがありますね.この報告書‘では中立方式の話

が出ていて，住民協議会がいろいろな町の作られ方に
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京協の9Jx地形態の判1'*'1'1:.街、.lf.'みのね徴，そして主主物がセットハ

ソクして社j，W.みがくずれたときのイザ1¥令を説明する 村氏.

ついてのコントロールをしている活動が制介されてい

ますが.

三村 中規模や大規模のサイト(敷地)で，外からディ

ベロッパーがやって米る場合は，京都ではよく住民が

対応するんです.こういう問題とか;条釈の貨物跡、の

問題とかいろいろありまして，その跡、I也利!iiと称する

ものが，今あっちこっち進んでいるわけです.地元に

役立つような施設にするよう市やデイベロッパーと話

し合って条行二をつけたり，マンションに対しでも，終

積を減らすことは少ないですが，駐車場を必ずとらせ

たり， 1町内会に必ず人らせたり，そういう協定を結ん

でいる所は多いです.外から米るおーに対しては割合対

仏、)Jを持っているんですが，かえって自分速のことに

なると， )I<I"J秩序みたいなものはなかなかまとめ難い、

感じですね.

林 その場介，l/(の扱いはどういう感じになりますか.

三村 今つは取の通過交通を減らすってことは外側IJの

問題で， もう ーつはいJltlíの発着~hl~ を減らすということ

で、すね.あまり大きな容積のものを立地させれば，そ

れだけ制い道路への負担がかかります.そこで実際に

よく観察してみると， tU吉21の街路と，駐車場や倉庫

や事業所などがある業務型の街路が 2・3本おきに

入っていることが多いんです. r!1立学l沃でもそうで，

お，gはここにあるんだけど駐車土i告のあるのはあっちの

小路とかね.そういう I!Iで，ホモジニアスなf各[-;1犬の

道路に見えているのを， もう少し地域のタイフ。に合わ

せて，ボンエルフ型と，地域の〕恥処夜間のi返りくらい

に性怖を分けて，ネットワークとして使っていけるん

じゃないかと思うんです.全体的にも.

圏京都の街説みへの提案

三村 いま一つは，やっぱり京都の街放みですから，
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主!iを;置くために建物をセットパックするというのは.，11

常に附るので， }fiを}以内に人れてほしいということを

考えているわけです.セットノfックすると， 1溌の'ぷの

WJi而がそこに見えてくるのね，たいていはそこにカラ

ートタンをtlllさえに5長つであるでしょう.そんなj!I!り

の景観がずっとできていってしまうわけですね.

林 その場合，Jjlをむしろ建物の常IIiJの Aつとしてぬ

三村 実際IIIIでは，Jflを完全に千‘内に入れてしまうと

いうわけではないんで， Jltii豆意識してやっているのは，

車1:のライン，フレームを必ず入れるということですね.

それでテリトリーがはっきりする.さらにそのライン

が長~Îえばもっといいと思う.こういうのは街投みのス

ケール感とかリズムを残していくということて‘すね.

林 そういうのを進めるのは，建築協定とかそういう

)jì:l~でしょうか.

三村 いろんな場合でいかざるを得ませんね.建築協

定はj古lい方法ですから， lijJう3Hiilii隣りくらいからで

も訴がつけばやっていくということにしないと...

ただね，実際IHH也として，この技術開発がまだちょっ

と開発途上なんですよ.というのは，京都の市街地と

いうのは，敷地の形状が郊外の枚、添宅地のような特然

としたものではないんです.バリエーションそれぞれ

に対応できるやり方を考えmさないと実!日的でないの

で，今年ーはそれをやっています.

，'，':)松i)11がコンクリートとメタルの工芸品みたいな他

物を最近市内にいくつか建てていますが，よく見てみ

ると案外非常に京都的で、すね.スケールJ惑とかディテ

ールの高致街さとか， j!I!りに対して害1]にそっけなく I!iJj;j'i

がJで小に入るとオーブンにしているとか， J;(者1Iの111]"永

の'/"1:'[11をよくつかんでいると思うんですよ.γ;てi首!のJI，:

I"J秩序の中に納まっていれば， ーつ Aつの建築はもっ

と級慌で創造的である方が，京都らしいんでね. I，.t 

に瓦なんかっけない)jがいいと僕は思うんです. it'七

建築のfil]造性を引きmしていくような，そんなムーブ

メントにしていく・・

盤共同秩序の定着フ。ロセス

林 それが定要ですね.役所の方で街並みのコントロ

1!.--誌I'fr必iなんかしている訴があると，かえって細かい

ことをきめ過ぎている.月F心な午活と今の'文体，さっ

きの t地tllJ，'1]とかいろんな問題に合った，新しい秩序

をじっくり考えて，どういう刊誌Ilみにしたら背がそれ



に采かつてくれるのかというあたりの!犬，そんなア

ブローチが案外1!1t，いんですよね.

三村 ドイツなんかの地区詳細市消!などと違って，も

っとアジア的なものだと思いますね.京都でも，敷地

タイプに丸t)必する令部の組み合わせのやり:11はi!?けな
ぁ、吋ーい

いかもしれない.やっぱりかなりの部分は相対関係，

村 11;~f.関係の処J1Rでやらなきゃならない.部分的には II

には 13， 1鳴にはìlt~ という場合もあるし，お 11:，、協調す

る場合もある.そういう相隣関係の対!必のiU.iみたい

なものを考えていきたいなと思うわけで、すね.

キヰ; このムーブメントといいますか， ビ一アールは，

例えば建築'ぶとか建設活動にたずさわっている人はか

なり!よい(沌IJfJに及ぶで‘しょうから，そういう入j主にビ

一アールするには， )よく呼びかけないといけない.

住民のかたj主の場合には，訴が絞られた具体的なこ

とでないと，なかなか問題に采つかってくれない.そ

のへんのパイプ作りはどんな感じでしょう.

三村 これをやって決して指はしないとか，相続でも

ちゃんといくとか，納符しながらやっていかないとい

けないと思いますね.それには研究者と市民という彩

でやっていかねばいけないんで，研究者には実行力は

無いですからね，中間にキ13談に釆ったり tlt話をする組

*~~を，公共の力で作らなければいけない.

今の公共の住宅行政';1:， .つはミニマムを保証して

いく，いうなれば'1:治生存権仏ミ陣みたいなものを役割

にもっているわけですが，同時にrliJえがより良L、もの

を求めていく時に，←十2悩追求権ですね，これを保証す

るということは，つまりそれを状況として，そのi舌illJJ

の条件を行政がサポートすること，だと思うんです.

まさに支綾ですね.0011lJプランナーというような集

卜tlがあって，いつも付き合っておれるくらいになれば

いいと思うんですよ.最近は行革とかで人減らしばか

りですが，中立性を保ってくれる人を委嘱して，税理

関係の入，法律，福祉，建築，それに行政のスタッフ

をつけてこれくらいの人達からなるチームを作って，

I也元から求めがあれば2-3 ij'-付き千干し、ますと，その

代り活動費の 2/3くらいは公共がみますと.そういう

組千殺を作らないといかんと思いますね.

a各地の支援ムーブメント

林 コンサルタント派遣を神戸市が始めて，いろんな

IIlJでやっていて，僕の居るところだと，東京の刊1:IEJ谷

[5:<:で街っーくりに関してのコンサルタントというのが始

まって雫これはfトーLI!:の 2-3 i/ilのJI<阿佐て伴えという

r~liがあったIIN'に相談に来るんですが， fik近はワンルー

ムリースマンションというのが11'，て米て定住築協定か

2、にふえだしたんです.

三村妨衛策ですか?

林 はい.その建築協定やるために建築古11I"1でコンサ

ルタント派遣して主11!.l!:を貸すというのを始めたんです.

だから公共でやる )jが訴しいいというつパターン

はそういうスタイルで始まった.それから様l品!なんか

は，街づくり，街故みづくりの訴で，往築指導の'111、li

l~q~が主主築 1:会に相談して，建築 1:会もそれに協力して

いるタイフ。で、すね.どれだけうまくいくか，いろいろ

問題があるかもしれないけれど， しかし大分.ぷが没

透して;JえているとjU、いますね.

三村伐もこのlìíi，東京の荒川区と翠II l1x: を~って*

たんで、すが，墨田区では主主て努えとか街づくり，家づく

りの公社を作ってますね.不燃化 .1ゆ災を "1:懸命や

ってる. 荒"1[><:はもっと j(jI( 1くて， 命 115 )jl'lで性Jつ‘

くり株式会社っていうのを作って，その本令で'iIlf1うか

のお抱えのホームアーキテクト，ホームロイヤーとい

うのが，指導サービスをしている.行政では，この人

にやってもらいなさいとか，この方が得をしますとか，

そんなこと指導できないで、すね.市民出資の株式会社

のスタップなら指導できるわけですよ.

やはりそういう・判ム半分は公共，半分は1.(1111のア

ドボカシーというか，あるいは第 3セクタ一的な怠昧

をつけて治重力していく. ぐうたらi呆f安tム交e'れ:ツ斗"行l

i臼ヨう分〉でで、!版i伝正つて子 rYl礼1二にワ引!ききiつけたザ咋F門家を持つことによ

つて， I~I 分が 1'1 分j主の地域環境を 1~:J1Rする )Jを蔀えて

いくとか，そういうことをやらないと，なかなかコン

トロールだけではいかないなと思うんです.

最近の東京の15:<:はえらく 1己主えがありますね.林さん

もあちこちでの仕掛人の一人だと，思いますが.

林 水戸ではIMT会議所が少し頑張りましてね， I{~託業

近代化の計尚を作ってますね.あれは作っても，それ

だけではなかなかうまくいかないので，今度は相談セ

ンターというのを設けて，弁護 iてや建築 1:をお慨し、し

て， IIlJのrl'で建て終えをする 11寺に相談に乗るようなこ

とを今年から始めています.

それから先生も御存知の，木原勝4杉さんのやってお

られる奈良の街づくりセンターというのがありますね.

三村あの方は脱サラでね，頑張ってますよ.

11 



寺本 すこ、いですね.あすこはネ士団i去人になって，街つ‘

くり運動だけじゃなくて，集まって来ている専門家迷

が少しずつ役に立って，いろいろやっている.その仕

組みがなかなか面白いですね.

三三村 よく，'，えばサロン，街づくり協会みたいなもの

ですな.そういうのをたくさん，専門家と住民とで作

っていく.できれば説。か篤志家がいて，かつ公共の支

mもあって Hれ寸iくらいできますとね.公共の資金を

fIいながら少しはビルの経常なんかして，建築'ぶ，弁

護士，税JlItJ:，十日初日11.'liの人だとかを!日[って，地域の

街っくり，家づくり詳及活動をやるのね.最近，農業

改善普及ttは無駄だとえって行政監察庁が検…kにあげ

て， 子5手紙iめてMになるのかと思っていたけれど，逆

に者IIr¥iすまい改善蒋及員でも作ってね.農家に比べて

者IIr!iの住民は， 111:話をしてくれる人が余りにも少ない.

林 そうですね.自治体でやるのはぜひ必要なんです

が，そのほかにトラストで民間で基金をもうちょっと

有iみ 1--げると.そのためには，そういう'今I;jjは税金を

とらない，基1f;:を1.1主め易くするというふうにならない

とね.役所ベースばかりになるのは，あまりうまくな

いでしょう.

三村支援システムという発想、は，その手前くらいま

で来てるんですけどね.

林 アメリカでは，コミュニティデザインセンターと

いうのがありますね.やっぱり住民だとか， iib仁会議

所とか， H治体とかが基金をmして作る組織ですが，

常lIilはせいぜい 2-3人のメンバーなんですね.それ

で住民とか地域で、inJかこの辺に遊ひ、坊が欲しいんだが

Mかうまいことできないかなというと，そこの"十flil"lを

引交けて，行政に対する提案をまとめ，行政はそれを

受けて，市役所の方でまあそうかなあと，それで、議会

でも良さそうだと ;f，認して，やろうじゃないかとなる

と，またそのコミュニティデザインセンターにデザイ

ンを頼む. f実は，またそこに頼むということが非?主に

i竜安ーだと 11っているんだけども.そうすると，そこで

また住民と相談しながら計fr!IIをfiニって，設計して，そ

れで自治体が事業として進めていく.アメリカのI11で

数十ヵ所程度のコミュニティデザインセンターがある

という訴を1m，、たことがあるけれど，そういう仕掛け

がね，なんかliiJじ物の{'pり方でも，だいぶ1J:i舌に街着

した，やっぱり住民が自分j主の子て、MかPlj"を考えると

きに，非常に大切な拠りどころになるわけです.
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奈良の街づくりセンターもそういうふうにならんか

なあと思うし，たぶんなるんだろうなあと兄ているん

ですけどね.

三村 1jI 者Ilrli の建築 1:会の 40lliJ年記念~ti-業で， IIIJ'ぷlli

区の建て替えプランコンクールというのを去年ゃった

んですよ.たくさんの応募がありましてね.建築士会

でもただ自分遠の社会的立場を強調するっていうだけ

じゃなく，そういうことを考え始めているんで、すね.

大工さんや工務応などの建設共悶組合の人達も今年は，

リフォームコンクールというのをf*しましてね.小さ

い増築から応節目の改装，古い'i1i:;lf:みを残して内部だけ

住み良くしたとか，いろいろな応募がありました.

また大 Lさんのま[[イヤカサ也iえごとに11まい会ちりとかい

って，そういうのをいろいろ展示したり，木材を判っ

て米て子供に遊ばせたり，カーペンターフェアーみた

いのをIlfjいたり，そういうふうな芥|叫気が出て米つつ

あるようで、すね.

闇街づくりのイメージをどう表現していくか

林 そういう JI~'に，この報公7号の ι11 では，いくつかの

IIIJのタイプがあって，ケーススタディという形であり

ますが，この都rliだったらこんなIIIJにしたらいいんじ

ゃないかなあっていう，ある共通のイメージを持ち幻

るかどうかというのは， 牟つのポイントになりそうな

気がするんですがね.

三村 イメージをどう表刻するかということは，大切

な諜題だと思います.コンテクストを読んできてそし

て表現する時の表わし方として，一つは文学的記述的

方式っていうのは係:かにあると思うんです.綿々たる

文京:で、綴るというのは，非常に諭到t!.的なものですから

ね.いいと辺、います.それから形のノfターンのイメー

ジで示す方法，これはしかし特定の形というのはあま

りに決定的過ぎる.逆にいって建築基準法みたいのは，

基準つまり項目別の条件づけで， トータルのイメージ

を伝えない.

それから，ルール，行動ルール烈みたいなものは，

問題が起きた11寺，どう処旦Itするのかという対処の1Uj

で，これは対策の)jになるかもしれない.孜々は処築

ガイドフレームと ιっているのですが.さっきバった

111]家のね，こういうのは滞在的な干干のJI</liJ秩!守;を引

わすというもので、すね.形そのものはコントロールし

ない.

だから表現の形式というのを，もっと専門家はよく



-住宅・住理境事憾の偲握
.地揖住宅計閣の軍定
.;も詩秩序づくりへ由主握
・住宅供給主体の役割分鑓由明確化

桂)京都市EねPE計調

1983年より.

図 2 街並み形成主体と支援システム

分 野 施策項目 考えられる呉体的施策

広報でのとり上げ強化，ガイドブックの販布

情報縫供
基本情報ファイルの作成，

地域の歴史的文際が理解できるように，まち

lal 管室主・普及
づくりライブラリーとして提供する

活動
学 習 機 会 シンポ，技術講習会，アーパン・トレールな

どの見学会を開催する(市民および専門裂fけ)
市民相談 住宅診断・棺談技能の充実，専門家顧問の委

託をおとなう

まちづくり制度 協定モデノレ，婆鋼，条例等，都市計磁串lの適
準備 用改訂など工夫する

組織づくり
まちづくり協議会および計酒索のオーソライ

Ibl 共同コント
ズ，策定活動の支援ができるようにする

ロ ル促進
市街地整備基本計画，住環境整機器本計腐を

と誘導 2基本構恕・計筒

の策定と公示
策定してまちづくりガイドラインを示す。自
治体の基本計画にもζれらの内容を定着させる

技術開発
すぐれた事例の収集，調査研究モテ勺レ実験

優良事例の表彰をすすめる

まちづくり活動 診断と計画策定のための人材派遣をしたり，
助成 費用の一部を助成する

街並み形成計画IC合った態築活動(個人・共

Icl 助成と事業
融 資 助 成 間)IC対して，融資ワクの拡大，利子の軽減

などがお乙なえるようにする

まちづくり計画に呼応できる局地約な小規模
公共・準公共事業 公共事業(街路改良，小公闘，広場，スポットク

リアランスと公的伎宅の導入など)をおEなう

表 支援システムの考えられるジャンル

見擬めて，どういう表現でおお:いが理解できるか，そ

のイメージが定着し得るのかという，ある意味では技

術的な問題だと思いますよ.あまり埋念ばっかり言っ

ていてもイメージを表わせないですから.そこでこう

いう建築ガイドフレームを始めたんですけどね.

林 命般の人には，最近はやりだったけど絵本みたい

なとし寸表現があるでしょ.延藤先生も出されたけれ

ど，ああいう絵本みたいな本はすごくなじみ易いです

し，記述も，最近はやりの様々な者lirh論，いろんな分

野からの都市諭があったりするというやや文学的な話

だとか，文化人類学的な話だとか，それがもっと専門

化されて今のガイドフレームの訴だとか，あるいはも

っと技術的に大工さんなんかが受けとって考えられる，

材料とか工法とかお金の話だとか，いろいろな表現が

必婆で、すね.

三村今まで、は役人向け，専門家向けが多かったんだ

けど，こういう領域でも，住まい作りのコミュニティ

テキストブックみたいなものを開発していければ孫白

いソフトになるんじゃないでしょうか.

林 こういう街並みの研究でずっと務理されてきた蓄

積が一つの基礎的な種になって，実際の町の中で，住民

の人j主が，そこに住んで生活している呉体的な場面で，

いろんな形でメディアをうまく使いながら，お互いの

共通の認識を広める，共通の認識がうまく広まってい

かないと，共同秩序のイメージも生まれないから，そ

の辺りのソフトな仕事が，この支援システムによって

うまくかもしげlされるといいですね.

三村 そこの所は，荒い構iヌ!のようなものまではこの

報告書は来ているんですけれど， もうちょっと実践的

な運動と結びつけてやっていく，運動そのものが自分

逮でやれるということは，運動ができる要件とか組織

のあり方とか，いろんな団{本の人達カま考えているこう

いったものとか，参加のニーズとかを明らかにしてい

くことだと思います.それでも不動践の問題なんかで

うまくいかない.

しかし不動産それ自体をとってみれば，現代の大き

な経済原理で動いているわけですね.投機的な要素で

皆勤し、ているので，そういう意味で原理は解っていて

もなかなか戦い抜けない，やっぱり地域社会にとって

空間管哩とはいったいどういうことなのかという，そ

こから捌えて，そこから不動産の問題をもう 1問見直

していく.そういうやり方を多少迂lill的で、もやらざる

を得ないんじゃないかなと思いますね.

牢 * * 
三村 この研究の続きの話しができて良かった.この

研究が住宅と都市計画を考える第 3期.今日の話しを

実践していけば，第 4jUjでしょうな. 住環境整備のね.

林今後の笹p研究の進展に大いに期待しております.

今日はどうもありカずとうございました.

(みむら・ひろし/はやし・やすよし)
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研究と実務を結ぶもの

建築システムの
普遍性を求めて
30年， 50年を見通した建築要求に対応する

自由度・多様性を備えた構法・計画論と

とり組む.

研究が設計指報に，設計が研究情報に，

相互の働きかけのもとで，

研究者・設計者・教育者として活動する.

三井所

聞き手:

清典 アルセッド建築研究所代表
芝浦工業大学教授

小 柳津醇ー芝im工業大学助教授

三井所済典/昭和38年東大卒，内田研究室， R A Sを経て，昭和

45年アルセッド建築研究所を設立.佐賀県立九州陶磁文化館で昭

和57年度建築学会費(作品賞)受食.

小柳;宰弊ー/Bi'l和39年芝浦工大卒.主として住居集合に関わる分

野の計画研究!こ活躍されている.芝浦工大建築学科計画研究室助

教授.
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小柳津和、が三井所先生を知ったのは，先生が芝iiliT

大へ来られてからですが，ちょうどそのころアルセッ

ド建築研究所も設立され，大学教脊に挽わられる -)jで，

性能分析や施工分析，工業化・部品化などの主として

技術的な研究とともに，生活行為の調査など計州(1')な

領域での研究も数多くなさってこられ，同時にそれら

の研究と重ね合わさるかたちで，実際の計@I・設討も

数多くこなされてこられたわけで、すが，今日は， 'lii;に

研究に対して関心を持っている建築家として，研究と

設計とのつながりについて， 日頃考えておられること

をお聞かせ願えればと思います.

三井所調査研究の目的に，教師や研究者としての資

質の維持ということがあります.新しい情報を発イdす

るにはどうしたらいいか， どのようにして信号幸良をiリえJ以

していくかということで，常に意識的で敏感になって

おく必嬰があると思います.それとは別に，調ア刊1究

と設計を結びつける目的があります.やはり時代に介

った設計をしたいとか，適正な情報で適正な設計ーなし

たいということだと思います.

設計そのものにも発{言がありますね.設計したもの

を世の中に設計情報として発信し，普遍↑生をもたせて

いきたい.やはり研究と設計が結びついているほうが

普遍性をもっという認識に立っています.

研究していると，人の研究情報も理解できると芯い

ます.一人の研究はそんなにたくさんはできないし，

まして私の研究は雑駁なわけで、すから，精度のi向い初l

究とか，ふだん見られない研究を受け止める素養を1W

っていなくちゃならない.それも普遍的な設計をして

いくのに大変重要でしょう.

陸揚発研究から設計へ 研究の系譜

三井所 これまでの経膝のようなことをお話しします

と，昭和38年から43年まで，大学院の 5年間，東大・

内田研究室にいたことは，初、の設計の性絡をひとつ決

めているような気がします.その後，原広司さんのチ

ームに入れてもらって設計を始めましたので，そのlj}j

響も大きい.たまたま最初に担当したのが， A LCの

一般構造に関する研究(修士論文)と ALCの試作住宅

の設計で，研究と設計を両立させる必要があったので

す.研究情報が設計情報になって，設計されたものが

さらにまた研究情報になるという関係です.それがあ

とまで，夜、には大変自然な関係に見えているわけです.

それから，時代からいって内田研究室がプレハブ、に



闘い社会的使命をもっ時期でした.和、も社会的な倒j

きかけができる立場，プレハブの研究者として社会と

関係をもつべき立場として，自分を佼霞つ、けたと思っ

ています.当時は建築家が独自にシステムを作って，

それをどこかに作ってもらうということは大変に難か

しかった.メーカーあるいはf共給者の組織が先にあっ

て，その組織の体質からどういう種類のフ。レハフ。なら

供給できるという関係があるわけで、すね.手前勝手な

提案は結局むだになる.そういう意味で，組織が自分

で開発研究する余力のないところ，あるいは部分的に

調査研究を求めるところに，開発研究者として協力す

る形をとることになったのです.そういうわけで，依

頼を受けてシステムのチェックをしてみたり，新しい

住宅システムを考えたりする仕事が，アルセッドの主

たる作業になったと思います.シンクタンクみたいな

研究所として位置づけておりまして，研究組織として

社会にどう働きかけているかを考えていました.

オイルショックで投資の方向転換や開発のスピード

が落ちついてきた50年代に入って，アルセッドの活動

も変ってきた.民間企業への技術サービスだけでなく，

公的機関での活動，たとえば将来の公団住宅のあり方

みたいな研究に参加するようになってきました.内容

的にも自分がシステムまで作るものではなく，理念レ

ベル，コンセプトレベル，あるいは手法レベルまでを

まとめる仕事です.設計者への情報をまとめる研究が

出てきました.見方としては， 自分達もチャンスがあ

れば，そういう考えも設計に折り込もうと思う情報を

作って提供するわけです.

限構法的な計菌こそがトータルなものを作りうる手法

小柳津構法，要するに今までの計画とか施工とかを

横につなぐような感じのイメージで、すね.

三井所 一般構造の研究室に入って，それで好きな設

計を将来やろうと怠っていたのが発展して，企画から

計画，設計，施工，維持管理のプロセスにわたって建

築をきちっと押さえて， ものを決めていけるようなカ

を持ちたい，そういう建築を作りたいというふうに思

ったわけです.

ディテールを押えることは，直接には全体設計に関

係しないようですが，たとえば住宅の性能を考えると

き，各部の性能がどういうふうに空間の性能を作り上

げていくかというときに，住宅を構成するビルデイン

グエレメントの種類と量が問題になりますし，あるい

三井所清典氏の研究と設計の系譜
アルセッド建築研究所

主な研究テーマ

|性能論・性能分析|

-音・熱・結露・耐久性などに

関する評価等

・公団住宅 BEの性能に関する

設資

嘩玄室語
-施工能率一一部品化すること

でどれくらい能率が上がるカ¥

どういう部品に介割したらい

L、ヵ、.

・綴度一一部品の製作精度.組

立精度.精度の遠いが設計に

どう響いてくるか.

-木造構法の施工tt較 いろ

いろな檎〉去の現場の施工調査

を返して，職人の滋呉の使い

方，手の荒さ，職穣構成を観

察しながら構法の遠いを畿王室.

!部昂化・工業化!

・世界のハウ三とノクシ夫.7，む一一
世界のプレハブ建築を，どう

いう穣類のプレハブがどんな

自的で，どれくらい実施され

ているヵ、溺査.

-部昆分習j一一システム建築の

開発研究に付随して，試作伎

宅で検証.

・学校と事務所のシステム建築

G S Kシステム. G 0 Dシス

テムというもので，サブシス

テム化したもの.

-工重量化住宅一一パイロットハ

ウスの比較分析，入選築の試

行建設の現場での筏エE露資等

広工王国
・人工土地の実用化一一サボー

卜とそヂューんという対立概

念を立て，公的財，私的財と

いう話も含めて集合住宅の構

成について検討.

.s塁構造モデユール一一都市の

中にいろんな機能を持ち込め

るフレ ムを言宣けて，者sF告の
インフラとしていこうという

開発研究.(通産朽の委託研究}

|生活行潟の謂査i

一定地域を継続して，そこで

の住み手の行為を観察調査.

→領域などに関わるさまざま

な発見につながる.

|外国の住宅調査i

日独住宅問題比較務査，諸外

閣の住宅調査等.

理璽璽璽
-有国の長期総会開発言十回，イ丑

産都市をどう整備しようカ、等

.HOPE計函一一有聞の地域

型住宅をどう計画する力¥地

元町ヱ務腐，設計者と共鴎

主な設計事例

旭硝子鉢山住宅(昨140)

ALCで造った司本で 2番

目の住宅.修士論文 rA L 

COl-一般構造に隠する研究J

にもつながるもの.性能，

施工，務度，ディテーJレの

関発まで含んでいる.

(R A S蒋代の作品)

九州陶磁文化鑓(昭55)

有印歴史民族資料館{町153)

外壁置熱と収蔵康の安定王翠境

維持に工夫を払っている.

SH-1 (昭46-50)

商層住宅のシステムの部品

分割の設計.

SM-2(D[{47-) 

中溺のパヰJレタイプの住宅

の開発と設計.

スーJiーストアのシステム開発

鉄骨建てで外援はコンヲリ

ートパヰJレ.性能と施工性

を大切にした設計.実際に

3軒設計したほか，だれで

もシステムを使えるよう，

設計マニュアルとしてまと

める日IS44-46)

芝浦工大の附隠中学・藤枝
(町'{57-59)

熊本大の附箆小学校 (U{~57-59)

群馬大の約際中学校側臼)

G S Kのサブシステム化建

築を使って設計.

九州陶磁文化舘の研修ゾー

ン，学芸員のゾーンや，大

有白焼会館の事務空調，潔

重量大学校の教室，実習室も

このサブシステムの一部を

使って設計している

人工ゴヒ飽の考え方は，フレキ

シブ}[.，な住宅，多織化供給と

いう考えに波及.

S Lシステム (DU48)

民郊の 3階建テラスハウス

システム.いろいろな生活

ス9イル，家族数を配慮し

間取りを作ったらいいでは

ないかという提案.

書摩ニュータウン鶴枚工ステート

メニュ一方式.(昭55-58)

つくば・さくら問地{日目印-60)

陪取りの可変性，密度の商

い外部安部の設計.

SSH(DU59-) 

RC純ラーメンの中にいろ

いろな大きさの，いろいろ

なヲイプの住宅をつくる，

という超高層住宅プロジェ

クト.

笥白町立ゆ惚窃地(日目白-55)

生活行為調査で得たものを

環境づくり 外部空間の

設計に生かす.
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はどういう性能のものをどこに配置しなければならな

いかということが出てきて，部分が全体化されてきま

す.工業化住宅という一つの完結した住宅を提供する

場爾で研究開発のサービスをする場合は，性能や機能

あるいは美学的観点に加えて，コスト，効率，あるい

は費用対効巣という概念を強く意識していきます.そ

してどういう工場生産体制，施工体制で，設計体制1]，

販売体制あるいは維持管理E体制を組んで、いるかを配慮、

したり，チェックしたりしながら技術サービスするわ

けです.設計といっても，音[)材からメンテナンスまで

見通した設計をしなくてはならないという意識が大変

高くなってきました.構法的な計画こそがトータルな

ものを作り得る手法ではないかと思うのです.

小柳津少なくとも設計とのつながりという意味では，

性能論というか，性能分析とか施工分析は非常につな

がり易いわけですね.数値に澄き換えられたりする部

分があるから，客観性を持っている.

三井所 特に工業化住宅の評定の作業では，防腐，防

錆，断熱，結露，換気といった諸性能を少しずつ， し

かし確実に向上させていく時代がありました.

九州陶磁文化館の外周壁や屋根天井の構法も，外断

熱にしコンクリートの耐久性向上と収蔵庫内の安全的

環境維持という性能を重視した，ディテールの設計で

した.特に収蔵庫では，躯体のコンクリートと内装の

板張りの聞を空調し，収蔵品への空調の影響を少なく

するディテールを考案していますが，これは文化庁の

研究成果を活かした設計だと思っています.

自30年， 50年後を見通した自由度・可変受簡を志向

小柳津 そういう設計と研究がつながる局面が，技術

的なところでは非常に直接的，分り易い意味であると

思うんですが， もうひとつ，人と空間の相互関係，計

画研究のほうでは，さっきの性能論のようには直接的

に設計に結びつきにくいところもあると思うんで、すね.
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団地の生活行動翻交で脅えがついたことですが，

予告さが階段霊堂の入口あたりで軍基んに量産んでい

るけれども.それが北側にあるために臼陰で

遊んでいる.おれが南側にあったらどんなに

いいだろうと患ったりする.観察していて発

見できることで，言調査結果として設計iζ自信

をもってフィードパックできる若者.ただそれ

は住宅のプライパシーの問麹と関係してくる

んで，階段霊堂廻りの外機設計や住宅のブラン

との総体のなかで解決していく話!となるわけ

ですエね三手l'pfr)

こちらに対しては，ちょっと違った期待の仕方がある

のではないかと思うのですが.

三井所研究の段階では，道具づくり，大道具づくり，

舞台づ、くりをしているという思いがあります.シナリ

オが出てきたらそれに合わせて道具を使うという考え

方です. しかし住まい子との関係で使えないもの，使

えない空間になるのだ、ったらだめですから，ある程度

はシナリオの|福を予想しでもの作りの研究をする.

シナ 1)オづくりは， もう…つ}jIJの観点からの研究が

どうしても必要になってくる.シナリオといっても，

人の生活を考えてみれば，これは常に変化するもので

固定的ではない.生活が何年か後には変わる.趣味も

変わる.そこでは取替え，変化というようなことを前

提に道具を準備する必要があります.小杉IJi業先生のよ

うな計匝|研究をなさっている方から見れば，ある意味

ではかなり楽観的に見えるところがあると思いますね.

小柳津 居住者のニーズに応じてプランがフレキシブ

ルに変えられるという方法に対する批判として，会古Ji

をやみくもに変えられればいいというものではない，

どこがそういう機能を付与されたらいいか，生活との

対応の中ではっきりと見つけ出したうえで，それをや

るべきだという考えがありますね. ところが，道具つ、

くり，舞台づくりというほうから言えば，どのような

f主要求にもいつでも対応できるような技術的可能性を

ちゃんと示して見せることを重視する， という意味で

すね.

三井所 たとえば変わる部分というのは限定しでもい

いではないか，あるいは，かなりの部分は変わらない

部分として考えてもいいではないか，という意見があ

るのは当然ですし，そういう住まい方をする人がいる

と思います.また，かなりの範囲変えたいという人が

いることも事実です.できることなら総司Z替えをした

いということもある.これらはそれぞれ大変個別的な

要求ではないかと忠、います.それを一般化して公共住

宅なんかで，経済性を入れたときに，経費も高くなら

ないで、どこまで自由度あるいは多様性を享受できるか

という話になるのではないかと思います.

例えば寝室の上がトイレでは悶るではないか，そう

いう意味でセーブしょうかという考え方もある.それ

でも図らない技術が出てくれば， 上にトイレがあって

も一向かまわないわけですから，どこまで変って，ど

こまで固定したらいいかということは，真理としてー



つの答えがあるものはないと思っています.前提とし

て，長期にわたるストックとしてこれからの公共住宅

を考えたいと思うのですが，建設後30年-50年たった

ころのことを予測しながら，これからの構法なり計画

論と取り組まねばならないと考えています.

またこういう考え方は住宅にかぎらないと思ってい

ます.例えば芝浦工大の中・高校の場合には，階段家

とトイレのまわりの壁は変らない控として回定してお

いて，教室の仕切壁は全部変れるようにしてある.や

はり長期的に学校教育についていける教育空間を予想

すると，いろいろのことに対応できる教育窓間づくり，

別のいい方をすれば，予測できないことにもついてい

けるように準備しておきたいと思うのです.

小柳津 つくば・さくら団地では内箱方式というのを

やっておられますが，三井戸斤先生としては，それはシ

ステムとして大変魅力的だし，今まで、ゃったことがな

いから，実質的に全体の整合性を含めでああいうシス

テムを導入したらコストの問題を合めてどういう問題

があるかを整理して， 靖国実際に作ってみることに意

味があるというあたりでものを作るということになり

ますね.非常にほがらかな技術的レベルの試行建設と

いうことになるように思うのですが.

三井所 現在建設されている建築が30年， 50年あるい

は100年先まで残ると思いますと，決してほがらかに

しておれる場合ではないのですがね.税金による公共

投資にしても，民間の投資による場合でも，ストック

として有効な建築をできるだけ早く実現できたらとい

う気持です.例えば一挙に面積を増加することができ

ないとしたら，やlはまり干可す変技術で

当面の有効な技術的サ一ビスだだ、と思、うのでで、す.

百T変対象として，構造の躯体を動かそうという発想、

はしにくいで、すね. ラチス，ワッフルスラフーみたいな

のがあって，柱を自由に動かす技術も全くないわけで

はないですが，現夜はやはり難かしい.それで，構造

部分と設備の共用部分，階段などの共朋の空間を除い

て，できるだけ広い範閲変化できるようにしたいと思

うのです.内箱方式というのは公団の研究部門で名づ

けた方式ですが，住戸内の電気，ガス，給水給湯，排

水等の配線配管をコンクリートの躯体に埋込まないで，

可変に対応し易くする方式です.内装費が幾分かさみ

ますが，全体からみれば微小のコストアップで，工夫

によっては子が届く範囲にあるストック対策としての

技術的解決法と思います.

現実に多くの人は，ほんとうに自分の生活に合った

プランを作っていいと言われたら，ほとんど同じ家は

出てこないだ、ろうと思うんです.だから，集合住宅の

プランを考えている間に，少なくとも多様性を考えて，

要求に合った住宅を供給したほうがいいという立場を

とったときには，ほとんど、の部分が違い得るという部

品構成になっているとか，内装構成になっているとい

うふうに考えるほうが正しい，という感じを持ってい

るんです.どこか固定したほうがいいのじゃないかと

いう話は，供給者側の都合がかなり主体にあって，そ

れがユーザー側のメリットとして返るのは，工事の安

さとか，ある種の品質の安定とかで，生活のし易さを

より高く保証するという意味では限定することになる

と思っているんです.

小柳津非常に個別的な対応になるわけですね.

三井所 そうで、すね.できれば新築のときからそうあ

りたいのですが.そうするには実際には入居側にも供

給側にもかなりの制約がありますね.ただし入居後い

つか，あるいは転入居するにあたって，自分の生活に

合うよう変更する要求には，構法的に準備さえしてあ

れば対応できるチャンスが増えると思うのです.

有問!とつくった山口邸では，総長峯とギャラリ

ーイ寸笠間ホーJ仏土問とそれに援する上りT!!A

数iま¥洗iiliii庁と共!こいつも他人が使えるよう

にしてある，返り!こそういう空間もあったほ

うがいい‘それが山口療にとフても緩ましい

と抱えたのです.そこは私生活の空間どは区

切られています.お幸運りのような大勢を幾待

すると容は前を使うし，もうちょっと続密な

人iま災の方まで濁すと，いろいろな使い分け

ができるスペースを準備できます.¥(三三井戸庁}

掴感性・修練による勘・計画研究情報が設計に活きる

小柳津対社会とかレベルアップとか，影響力という

点で，戸建住宅にくらべマスハウジングでの提案は，

はるかに影響力が大きいわけですが，住まいの中での

提案 リビングのあり方とか が戸建住宅でない

形でされると思うのです.その提業なり主張なりのパ

ックに計画研究というのは，どの程度の役割lを果たし

ているのだろうかと興味があるんですが.

三井所現在の~ìlJ約を上手にしのいで，いい集合住宅

を計画していく研究は重要ですね.また設計情報とし

て，家族の生活の仕方とか，多家族が集合して生活す

る方法に関して，望ましいと考える方向に展開させる
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研究は生きてくると思います.私自身は生活行為と領

域に関する研究など，少しはしていますが，設計情報

の大部分は，鈴木先生，小柳i率先生，湯川先生など，

多くの研究者の研究成果を勉強させてもらって，設計

にi舌かしていると思っています.

ただ，設言十をまとめることを図溺にすることとは考

えないで、，計画・設計の綴拠を設計の前段階で文字で

表現し，整理することにしています.その段階で研究

情報をi削ヒしているつもりです.

一方，自分の感性とか修練による勘とか思想という

ものでプランニングする部分もあります.研究とは直

接結びついていないところです.また調査でも直感で

とらえているようなものがあり，それを設計に活かす

ことも多いですね.例えば，子f共の倒宣言に関しては，

自分の生き方，思想みたいなものがあって，研究者の

発言と照合しながら進めていくわけで、す.そういう意

味で，違う考え方があることも十分に分かっているわ

けですね.

直感とか簡単な調査では分らない研究情報は女王室で

す.例えば寝室が最初に予定したのと違う佼われ方を

しているという情報は，研究情報としてありがたい.

そうせざるを得なくてしているのか，あるいはそうし

たくでしているのか，判断も重要と思いますが，設計

にあたっていろいろ考えさせられます.

イ主宅のプランニングに関しては，こうでなくちゃな

らないと強く主張するほど，自分の主張を人に押しつ

ける根拠はあまり持ち合わせていません.

小柳津 研究というのは計画研究に限らず，非常に抑

しつけというような印象があるんですね.特定の価値

観を持って啓蒙的な姿勢で，あるべき姿はこうなんじ

ゃないかという形で研究成果を出してくるというイメ

ージがあって，それに対するアレルギーというのはあ

りませんか.

三井所 違うちがう.私はそれはそういうものである
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べきだと怠っているわけ.計画研究はむしろ押しつけ

を個人的にどんどんしていくような研究を主張される

ほうがよくて，そのほうをより信頼するという立場を

とるわけですね.ただ私の研究としての専門分野は，

いろんな信念を持つ人に使っていただける舞台を準俄

するという役目と思っていますから， どこかを回定し

てしまうようなことを前提とした部品化とか工業化と

いうことは，普遍性に欠けるんです. 自分で作るとき

にどうするかというときに，押しつけるほどの主張を

持っていなくて，相手によって，この人にはこういう

プランがいいという話になりそうなのです.また，今

押しつけても，将来その押しつけが変ることもあると

思うと，多i禁なプランを認めるようになります.

集会住宅というのは，ある種の理念みたいな住空間

があるとしますと，広さについて，プロポーションな

ど美学的な分野についても，現実に供給されて出てく

る住宅とのギャッブが大き過ぎて，やっぱり我慢でし

かないというところがあるわけですね.家族数に対応

した広さが確保できるといいなと思うんですが，今は

所得によって広さが決まる.たいへんつらいなという

感じがするところがあるんです.

小柳津研究というのは，解釈というようなものをな

るべく入れないで事実をあるがまま記録して，それを

管に示すというところまでがとても大事なことという

ような研究観がある.設計に対しての非常にベーシッ

クなデータを捻供するものとしての研究という佼寵つ守

けで，それなりに設言十とのつながりを持っている.そ

れとまた別に， もう少し泥臭い話で， しかるべき人が

オーソライズした形での権威づけられた数値というよ

うな，ちょっと屈折した形での研究の意味とか，設計

にかかわる影響力というのはあるだろうなとは思いま

す.ただこういった関係とは会く異なったレベルで，

研究者側が独自の自で生活とか設問とを後て，あるテ

ーマで研究し，それを設計者へ投げ渡している，とい

うことも数多いわけですよね.

IIIf主まい方の知恵、・ソフトの育成に生活研究がリードを

小榔津 もうひとつ伺いたいことは，設計していて，

逆に研究者側に投げ与えるものが当然あるんじゃない

かと思うのですが，設計者が自分の作ったものを検証

といいますが，忙しいからとてもいちいちできない.

設計者が直感的にこれは意味があると足、って作ってみ

せたものを，客観性とか普遍性というもののもつ意味



みたいなところに返していくような働きかけは，当然

あるんでしょうね. SARO)マージンゾーンとか，っく

は・さくら団地のリザーブ用地の発想なんか，いいと

思うんですよね.

三井所 全くそのとおりで、すね.設計者もそれなりの

支イ壬を背負って提案していますが，あまり袋付けのな

いことも大胞に実施してしまう場合があります.不完

全で提案することがむしろ多いかも知れません.研究

者にはそこをちゃんとしたトレースをお願いしたい気

になります.ただそのH寺，欠点を挙げてつぶしてしま

うような扱い方ではなく，さらにいい方向へ脊てる気

が欲しいと思いますね.設計者‘と研究者の補完関係が

そこにあると思うのです.

つくばのリザーブ用地は，今の筑波の未成熟な都jli

の様子を充ていると，どうしても手がつけられない.

とにかく私たちがこの際できることは，この|二地を残

しておくことだと判断したのです.あのと地を当珂ど

う使いどう管埋し，いつ何を作ったらいいかなど，い

ろいろ研究して欲しいと思っています.

設計で、抜け洛ちる大きな問題があります.住まい}j

の知恵をどうやって発見し，育成するかです.ハード

なものよりもソフト而ですね.

賃貸の集合住宅に住んでいる人は，樹木が弱ってい

るのが分っていても水をやらないで枯らしてしまった

り，建物がいたんで、きてもペンキも塗らない.家賃で

はそこまで金が廻らないため建主も放置する.そうい

う住環境では気持も荒んでしまう.住まいの場での権

利と義務，住生活の概念としてどう認識していったら

いいかという問題.ここにも生活研究，使い方研究の

リードが必要だと忠、います.

f予万lJ!.の公営住宅でi土地主主性の1mい団地を作りたい

総玉里l持の，殺とどれぐらいの距離に住みたい

かという認笈で，間履から向じ町内くらいま

での距離!こf主みたいというのがB割くらいあ

るという統計が出て，公邸が後追い溺遂をし
た重吉泉，やはり近農の希獲が 8割くらいあっ

た，そこでつくば・さくらE型地では35m'をとい
う章受近にはない小さい住宅もま建築して，かな

りの業主，団地の中{こ造りました.向震ではな
く，in:い塁裂が確保でぎたらいいという解釈で.

経済的に確保できそうなスペースを問じE君主也
のやi己準徽してあ、とうと患いました.

世代間の問題や，失鯵の問の問産忍父殺と

子供，自介の子と他家の子供の関係など，宝霊

喜警なテーマ!ままだたくさんありますね.(之介所〉

ごく賞受近，伊万塁の人たちがどんな生活をし

ているかというアンケート溺査をしました‘
そして、公営住宅をもうちょっと地域の生活

!こなしもように造れないかということをやっ

ています.例えば近所の人が塁塁を訪ねて来る

のはどういう袴.どこでお付き合いしている

かという麹跨の解答i立時玄関先で言語すことが

3割、よがり込んで認すのが3磁ぐらいある，
お祭りとか，くんちの時はみんな他人が家!と

上ってくるわけですよ.そういうのが調変結
罫さで分かったわけですね.ぞうすると，玄関

廻りを工夫してみょうかと，怒ったりする.ま
た，公営{支宅で人をよげられない家をつくる

と‘地域の仲間からはずれてしまうおそれも
あるんですね.だから 5人でも10人でも他人

が入れるような場所をつくりたい‘ C~::ずりの

とねらっていますが，仕掛けとしてコモンスペースの

布創設ゾーンをく入会池〉と名付けて，いくつかのルー

ルを決めて，みんなで木を槌えてもらう.自分で憶え

た木なら大切にするだろうと仮定しています.これは

少しソフトが入った提案ですが，入居者が実行してく

れないと全く駄目になります.共同生活の概念とか認

識が涌主主されなければならない問題です.

小柳津 入会i也が本当にみんなの共有のコモンになり

うるかどうかは，空間の作られJjにもずいぶん影響さ

れる. しょっちゅうそこを I~包めていて庭と連続してい

る人たちにはそこが大変親しみ易いけれど，商人りの

人たちが，北側にそういうスペースがいくらあっても

意識はそっちにいかない.ソフトも大事なんだけれど

も，住居のっくり方をちょっと変えて，そっちに骨の

意識や生活が向くように作ってやると，事実うまくい

っている.このように実際のっくり方の i二で、のポイン

トというか， I1子安なところを端的に示すことが計画研

究では必要だと思います.

もうひとつ逆な言い方になりますが，いろいろもの

を作ることで対処し過ぎてきた傾向がある.プライパ

シーのことでも，見えるものも見えないことにすると

か，間こえることも問こえないことにするとか，作i去

・礼儀とかソフトな側面での制御といったこともかつ

てはあったわけですね. .fIHJなんかでも，共同生活の

うえでの規範・約束ごとがあって，それがコミュニテ

ィを作るうえで、大事だったというようなところがある.

現代の都市住居ではそれが全部切られて， ものだけで

対処し過ぎているというのが，逆の函で確かにあると

思いますね.

綴集長い時間，貴重なお話しをありがとうございま

したみいしょ・きよのり/おやいず・じゅんいち)
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助成研究の選定と研究成果評について
研究運営委員会委員長鈴木成文

副助成研究の選定

当研究所の研究事業の中心は，今日のところ，研

究助成である.これは一般研究者からの申請によ

り，その研究計画書にもとづいて選定される.選

定は研究運営委員会の慎重な審議をへて決定され

る.

住宅研究は近年ますますさかんになり，研究者

の数も多い.また当研究所の研究事業もかなり広

く散に知られるようになって，申請件数も増加し，

毎年これを十数件の助成対象にしほるのは一苦労

である.初期には，委員会側でテーマを定めて特

定研究者に研究を委託したこともあったが，最近

は粒選りの研究計画が目白押しになっているので，

その中から選定するだけに追われている.

もっとも，助成テーマの分布傾向について批判

がないわけでもない.例えば，歴史・計画・都市

.環境などのいわば文化的課題に重点が置かれ，

最新の工学的・技術的テーマが軽視されているの

ではないか，という声がある. しかしこれは，申

請テーマ自体がこういう傾向をもっているのであ

る.思うに，工学技術的な研究は，当研究所の助

成の枠では収まりえないので，初めから申請がな

いのであろう.おそらくこの種研究は，研究費の

額が一桁異なり，必ずしも住宅と限定されずに他

の方面からの研究費・開発費等が流れているもの

と思われる.逆にいえば，当研究所では，そうい

20 

う居、恵の少ない地味な純粋の住居研究に光を当て

ているということカfで、きる.

別の批判に，従来は建築・都市関係のテーマに

偏していて，より広い経済・社会・住宅問題・政

策・あるいは家政・住文化などの研究が少ない，

という声がある.これは確かに当っている.研究

所の成立の経緯からも，研究運営委員の構成から

も，その傾向はある.住宅建築研究所という名称

からいって建築方面を主体とすることは当初の方

針であるが，より広く住居全般に白を向け，建築

学以外の分野に拡大することも必要で、あろう.

また別の批判に，既成研究者への助成が多く，

地方の，若手の，あるいは新しい研究者への配慮

が乏しい， という声がある. しかしこの批判は必

ずしも当っていないと思う.少なくも建築学に近

い分野については，委員は広く研究論文を渉猟し，

研究者の分布と研究テーマの動向については常に

気を配っている.また新たな申請については，そ

の意義，将来性，実績などについて，可能な限り

調べた上で判詰rrを下している.一方，この研究所

の助成の方針として，研究成果のあげられるもの

であることを第一にし，必ずしも若手の育成を主

眼とはしていない.それは個々の研究チームの中

でやって項くことであると考えている.また企業

研究も直接の対象とはしていない.あくまで公聞

の学術的研究が対象なのである.



田研究成果の評

このように，助成研究の選定は慎重を期し，臼熱

した討論の未決定するのであるが，ただ，選定を

いくら慎重に行なっても，これはあくまで研究計画

の評価である.実擦に肢に問われるのは研究成果

であるから，これを評filIiしなければなるまい.よ

い研究であったかどうかは，研究者自身が評価さ

れると同時に，その研究を選んだ研究運営委員会

が評価されることにもなるのである.

こういうわけで，研究運営委員会では，研究所

報に所裁の梗概を互いに読みあい合評を行なって

きたのであるが，折角このように合評するならそ

の結果を研究者本人にも伝えた方がよい，さらに，

その評文は多くの一般読者にとっても有益で、はな

かろうかと考えて 5年ほど前からこれを所報の

巻末に掲載することにした.

だが，合評ということは正直に言って大変な仕

事である.研究者はその本人のいちばん専門のこ

とを研究しているのだが，それを必ずしもその専

門でない委員が批評するには，まず完全に理解し

た上で、なければならない.評文を公表する以上は，

…般読者にわかり易くその研究の要点を解説した

l'で，その意義や長短を述べる必要がある.それ

には評者である委員会が，一般読者のひとりにな

ったつもりで、読む.評者に解りにくい報告は一般

読者にとっても難解で、あるに違いない.研究報告

はまず第一に読まれるものでなければなるまい.

さらには，こうして理解し合評した結果を短文に

まとめる必要があるが，これがまた苦心を要する

ところである.このようなわけで，この合評は研

究運営委員会でもかなりの精力を要する仕事にな

っている.

しかし委員にとっても，この仕事はまことに有

意義である.委員全員が当研究所の助成研究の全

貌を把握することができる上に，われわれ自身も

大いに勉強になるのである.一方，研究者本人や

一般読者からの反応も少なくない. 11寺には反論を

寄せる方もあるが，概ねわれわれの評は当を得て

いるようである.さらに，若い研究者にとっては，

研究の組立てや表現の作法についてある程度の指

標を与えるという役割も果していると思われる.

この助成研究は，正確には審査っき論文ではな

い. しかし各大学の教員採用の|僚の業績としてカ

ウントされる例が多くなった.たしかに内容から

見れば，建築学会の論文報告集などより中身の濃

いものが多いし，それなりの評価は至当で、あろう.

しかしそれも，この研究報告が立派にレベルを保

ってこそである.研究評が，研究の質の向上の一

助になれば幸いであるし，さらに，多くの方々か

らの質問や批評が寄せられて，活発な意見の交さ

れることも期待したいのである.

(すずき・しげぶみ/東京大学工学:部教授)
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NQ8301 文化財の保惨を目的としだ歴史的

住宅建築の構造的補強法〈新修理技法)の開

発に関する研究一一特iこ，ぬき接合部!こつ

いて 研究主査・伊際延男

本研究lま，江戸時代に発遼した日本の民家

を保存するために，修理の時期を半IJ定でき

る方法を見出そうとするものである.即ち，

柱に震を通して水平捕す力を持たせる構法lま，

現在少なくなりつつあるが.現存している

社寺建築の場合は鮒震性にも信頼がよせら

れ修理の方法も確立されていた.しかし柱

の細い民家の場合の実体は明らかではなか

研究運営委員会

続していた率を具体的に指織している INo8304 藩域からみだ際家住宅の鍛威的特

ところが，戦後になると.直系家族の継 i徴と歴史的発展過程に関する研究開

fまが溺れ，核家族イとと家族のための個室化 i 研究主主蓋.大間叙沼

によって間取りの使われ方が変わリ，更に，

日苦笑方式が座売りから陳列販売に移ったた i 本研究は，江戸時代中・後期から現代に至

めに，従来の広告甫付住宅のうまみは殆ど失 iる燦家住宅の平頭型の発展i昼夜を系統的に

われ，そのための改造や，居住者の滅少等 i追跡考古正し.1:主交間の手苦展法則の把援を試

があると指檎し，それ等によって.街並み iみたものである.

迄が変容して行く様が，極めて理解しやす i まずあらためて屋建家の平面裂の介類を行

い形で明らかにされている.J苫鋳イ寸住宅の i い，広間空間の変化においてア広間型 A と

研究に一つのさ套点を設けたものと言言えよう. I 図の字裂 J. 座敷檎成の違いにおいて前

座敷型」と f室建座敷型;と整理しているが，

泌 8303 中流住宅の平函構成に関する研究 iこの分類はまことに明快である.そして従

った I(2) 

現在の建築慕準法では，水王子力に対して

研究主査・轡木正夫! 采!立山間地の特殊型といわれていた '1井手Ij

型;の一般的分布を確認して.主建座敷系・

は筋違の利用を基本としているのに対して，

最近は認による方法も見直そうとする動き

もあるので，この研究の結巣は，古建築保

存の立場だけでなく，木造建築一般として

注目される所が多い.

実験の結果によると‘震に過す契lま，通

常のものより勾配のゆるい長型のものがよ

く，くさびの材質としては意外なことにプ

ラスチックが棒よりは成綴が悪かったと述

べている.

キ主間一間の単位架檎の実験では，水平的

耐力の初期間IJ性が，実用上必喜善な強度より.

はるかに足りないことが明らかになったと

している.現代の住宅は，それを補うため

に筋違が加えられているのであるから，こ

れはむしろ当然のことであろうとし，資に

対しては，室電の接合部の改良等で筋違に匹

敵する馬IJ性を得るよりは，復元カの大きい

ことに潜目する考え方が必要であるとして

いる.

この結論による次年度の言十澄によって，新し

い視点の総論が得られるものと期待される

No8302 li5舗付住宅再建の婆礎的研究

研究主査:太白博太郎

底舗f寸住宅iま，大正・昭和初期の商庖街を

形成する最も代表的住宅として，戦前派ば

かりでなく，戦後派にも，鮮明な印象が持

たれている住宅群である.この論文lま，そ

のi苫舗イ寸住宅が最近に至って全箇約に変容

しつつあることに完菱自し，その変容の様子

と，その背景を緩めて明快に分析している.

調室まは!日品川宿に建てられた荷庖街を対

象に行われたものであるが，その知見iま，

継続研究の2年密.現代の新築住宅に相変 j 前座敷系・併列系が三三大潮流であると主張

らず多い続き筒座敷の存在基盤とその形態 iしている.

を史的に考察し，また現代の動向を論じた j 次に， Jl妻家伎宅の地域的特徴lま，地形約

もの I .自然的条件の差異にかかわらず，人的・

史的研究綴では，主に明治・大正・昭和 j 文化的・制度的に支配されることから漆域

初期の文献を資料として，続き湾座敷の周 i によって規定されるとの仮説の下iム ー民

途・接客内容・冠婚葬祭時の使われ方等に i 家緊急調査 等を資料に全盟主的に分布をし

っき解説し，伝統約な格式裂から転問整へ j らべると共に，とくに東北(7;審)，九州(8

と移行して来たことを論じているが，これ j藩)で詳細に実地調査し，これを立証している.

自体は特に新しい知見とはいえまい.但し j さらに，平面型の発展過程の考察lま，甚

家族檎成員各人に夫々の居間があったとい j だ怒欲的て奥味深い.塁打ち，濠域に規定さ

う記述!ま奥味がある れた各小地域において，必ずしも資料の年

現代研究織では，全憶47都道府県から新 j代にこだわらず，むしろ平面檎成の裂を並

関広告を望者料として新築建売住宅等のブラ j べることによりその発達の必然性を考察し，

ン約 1万を収集し，その傾向を規模別・地 i変化の過程を推測している.これは同じ九

方5JIJに介析し考察している周家資料の需Ij I 大事寄木研グループによる都市中流住宅の研

約からくる対象の偏りについては一言ふれ j究方法と軌をーにするものである.とくに，

てほしかった.まずプラン奇座敷とだんら i 漆により平菌の原型が異なる場合だけでな

んの場の関係から類霊化するが，この介類 j く，同一裂系統でも藩により発展過程の穏

は分かり易い.そして伎戸規模の増大につ !逮を指摘しているのは興味がある.

れ，そのうちの4タイプにまとまっていく j かつての燦家研究(民家研究)が地域に

一般的傾向を明らかにしている よる平面型の差異を記述し，次いでこれら

更にこの全包的傾向と異なる地方に注目 I (とくに前座敷系の広間型と回の字裂)が

しこれを位置塁づけている. l'!nち，北経やゴヒ j 発達過程の廷であることを実証したのを受

海道では伝統や風土性として説明する一方， I けて，更に鍵E童数系をも含め，会国約に平

大都市鶴では敷地条件に基づく具体的なブ! 酪裂発展過程を系統的に考察したもので'

ランニングの問題として推論しているのは I!l妻家研究に一つの展望安与えるものといっ

興味深い てよかろう.これをもとに議論のたたかわ

現代住宅のプランタイプの様相を，単に j されることを期待したい.

地方性とか都市化度といった分布の問題に| 但し，梗概が規定頁数の2，5倍を超え，い

~帯するのでなく，接客空間と家族主主活空間! かにも長い.詳細は本論文に譲って梗概は

が主主合していく一つの方向の上にあるもの i 簡潔にまとめる努力を願いたいものである.

と把え，一方でそれに対する社会的制約条

イ牛，とくに敷地の広さが住戸規模を限定し i 陶 8305 北陸地方!こおける燦家住宅の変容

また 1踏の家数を限定して続き間の実現を j 過程!こ関する研究 研究主査・玉霞伸信

この時代のi苫舗付住宅全般について類推で| 制約するという解釈は，文化の問題をプラ

ぎるものであり，又，その変容の様子は， I ンニングの次元まで引き下ろしていて説得 j本研究は，北陵地方の住宅の特異性の要I!I

現代社会の変貌を反映している点て緩めて | カがある は農村住宅にあるとし，この特徴を明らか

奥味深い 社会条件とその地方の文化的伝統は相互 IIこするとともに，その変容過程を把握し，

l'!nち ，J苫舗付住宅カ¥ U蓋系家族を対象に， I に影響しあうものであろうが，この文化の j これからの星雲家住宅の方向性を明らかにす

世代の継承と家族局期に合わせて対応てき | 問題を人間の意識一一ー続き間の格式性・伝 iることを民的としている.今年度は福井県

る様に出来ており，又，J宣言甫と住宅をつな|統性や利便性に関する にまで踏み込ん! の燦家住宅についての報告である.

ぐ部分を T ちゃのまJ と:ちょう I<J:J で接| で介祈考察されることを期待したい毘査農家住宅を I福井県の民家 J(福井県
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教脊委員会)の介類に従い越前 I・Il・ III

裂とし，各笠について間取りと構造の調査

を行い，比較検討して笠別にその特徴を明

らかにしている.とくに檎造函からの詳絡

なアプ口ーチをしているのが本研究の一つ

の特徴である

また、この地方の代表的な II型の差是家住

宅をとリあげ，戦前iこ定型化した差是家住宅

が，どのような変容過程を経て現在の農家

の典型にいたるかを，詳細の調査をもとに

説明しており，室数・室規模・住宅規模の

増大，炊事主主・居間・個室などの機能的介

イヒ，接客・格式空間の拡大などの実態がよ

く理解できる.その委国についての解明は

いささか…般的であり.これからの農家住

宅の方向性を明らかにするという目的から

みると，理論的にやや弱いように窓われる

がー特定地域の住宅の変容i&J穏と現代の姿

を確実に記録するという点てはまことに資

重な研究といえよう.

なお，夜十既は箆潔にまとめるよう努力を

瀬いたい.

No8306 住戸計画における個別健対応に関

する研究 研究主査:初見学

近年‘主義合住宅供給において，居住者の伺

別性への対応を考慮した住宅計爾が試みら

れているがーこれらの多くに俗:ilIJの居住者

にとって望ましい住居の質やこれからの住

まいの在るべき姿に隠する筏点が欠如して

いるとの問題意識に基づいて行われた調査

研究である

説査対象は， t主戸平逝に，選択性，可変

性.自由設計性のさまざまな程度の個別対

応性が付与された公団介譲集合住宅である.

アンケートあ、よぴインタビュー調査により，

住まい方の実態が把握され，それを通Gて

住まい方の動向か詳古田に介析されてあ、り，

f主戸王子笥とf主まい方の水準の向上及びそれ

構造を探ることを目的としーまた，霊童かな

近隣の交流を保持する‘対社会性をもった

f芝居・住居まわり空間の計画的提言をも試

みている.

是主村住居では，岩手県の農村2集落の事

例調査から，筒取りの変容につれて個室化，

土問・トオリヱンの消失‘出入口の玄関化

などにより，住居の対社会'1全が喪失してき

たことを明らかにしている.また.縫ヰすf主

后が未だに近隣社会性がf呆たれているのは，

足立村社会に共同体的規範があることの他に‘

住戸外の私的空間が，主義落の共潤的空間と

して近践に隣放されているからであるとし，

f主戸外受間の計霞に対する一つの示唆を与

えている.

都市住居でlま，住居の閉鎖化を，住居内

の臼常生活拠点(LDKや茶の間)と戸外(玄

弱まわり)との陪の視線の交流の有無.玄

関の戸の形態 (51戸か下アーか)を指標と

して，閉鎖化の一般的状況を指摘した上‘

下町・山手の2地区の事例調査から，者Z布

住居の閉鎖化の構造を明らかにしている.

…方.…般に閉鎖性が高いと思われる集合

住宅(接地裂)を対象として，i!i競との交

流できる住空間の条件を追求しているのは

興味深い.

本論文lま説明をうければ当り前のことで

あるが，当り前であることを論瑳的に実証

することは大変なことで，その点からは，

理解しやすく明快にまとめられている.た

だ，閉鎖化の指様が指襟たり得るか.感覚

的にはよくわかるが，実言正してほしかった.

また‘主として住戸の王子笛構成に見られる

伎様式の社会性を問題にしている様に思わ

れるので，それなりの内容の分かる表題に

すべきであろう.

No8308 子どものだめの住環華重要件に関す

る研究 研究主査:湯}II利和

らのi顔合性の高さが具体約に摘さ出されて |本研究は，子どもの諸活動，特に幼児の諸

いる 活動と住潔壌との関係を問題とし，高層主義

居住者の個別性への対応システムについ | 合住宅における子どもの度外滋び及び自主

ては，条件づきながらも，それそ"れに良好| 運営の保育所利用における住環境と子ども

な成果を挙げていることが認められている. I の生活についてアンケ ト調査を行ない‘

しかし著者の問題意識に照してみると， ζ | その最古来を分析，考祭したものである

のあたりの突込みはなお不十分だと言わき l 問題意識ならびに研究手法に格別な特徴

るをえない.これは，アウトプットとして ! は見られないが，得られた知見は潜在的課

の住戸平商と伎み方そのものの分析に重点 i題を確認し‘今後の伎環境計画に有用な示

がおかれ過ぎていて，それらの俗別対応シ i竣を提供している 例えl<f片廊下型高層住

ステムやプロセスとの関連性への関心が翁 i棟と 2戸 1エレベータ型高j麗f主棟とを比較

くなっているからではないかと恩われる すると‘廊下型では，自住戸の認知の困難

興味深い大事な研究課題であるので，今後 | さ，白住戸の居室から屋外の子どもの姿が

の研究の展開に注目したい 見えないこと，幼児の遊び場の共用戸数の

多さにより幼児が圧倒されるなどの理由で

出口8307 住居における対社会性の変遷と僑 i屋外遊びが組害されていることなどを明ら

造 研究主査・鈴木成文|かにしている.また住宅形態との対応で，

| それぞれの住環境が子どもの諸活動に制約

本研究は，今臼の日本の住居が近隣の人々 l を与えているという共通認識から，共同保

との日常的な接触交流を失って閉鎖的にな | 育所における集団保育の利用が考慮、されて

り，対社会性を喪失しつつあることに問題| いるとしている.

があることを指織し，星雲村と都市の住居に | なお，研究の主主号室とは皇室接関係なく，多

おけるその実態と変遷を解明することから.I 少些絡な問題ではあるが.一般にoの説明

f主騰がもっ日常的対社会性の成立の原理と ! が不十介で分かり難い. f:郊を挙げるとP.163

の図7では二つのパタ ンの意味と記号の

使いわけの説明かない. P.165の表7，表8

の箇児合言十が本文とは異なる.円68O20の

見方が不明で，室内で遊ばせるが95.5%と

あるが。どの数字の合計か 100%になるか

読みとれない，等.

No8309 住居・住機演のイメージと認知の

形成過程iこ隠する研究

研究主査.王手丹f正男

本研究は.居住者の住居・住環境のイメ

ジと認知の形成プロセスを.人間の成長段

階，地域性.農{主特性とのかかわりから検

討したものである.研究は主題:ilIJにそれぞ

れ 4つのチームが担当しているが‘周辺連

想法に基づく頭接調査が共通の研究方法と

なっている.

f主意識に関する研究は従来からも数多く

アブ口一チEきれているが‘形成プロセスに

着包した問題意識は新しく，住宅研究の一

視点を提案しているものと言える.検討結

果は成長段階，地域性などによって形成さ

れたイメージに差のあることが明らかにさ

れ，その説明も常識的に理解できるものと

なっている.

しかし得られた知見は，家を中心とする

住環境が人間生活のさまざまな断衝でとら

えられるという問題意識の確認に留まり，

必ずしもイメ ジ形成のプロセスを体系的

に説明するには至っていない.なお，研究

チームにより発達段踏と成長段階など用語

法に若干の差があり.今後整理される必要

がある.これら各チームによるさまEざまな

知見が再構成され一貫した脈絡の下に説明

できるとすればー住居・住環境に関する研

究の枠組みに何らかの提案が可能な筈であ

る.特に本研究は採られた方法に特徴があ

る.問題の扱い方によっては，言語そのも

のの研究になる可能性もあり，このほか記

号論的な扱いなども可能であり，方法論的

に多犠な展開の期待される所である.

なあ、‘授概は簡潔にまとめるよう努力し

てI頁きたい.

fぬ8310 住宅白地の外部空間檎成に関する

研究(3) …主主流・慾議・行動の栂互関係に

ついて 研 究 主 査 : 船 越 徹

所報7号， 9号所載の研究(1)・(2)で， 遠

の研究に一区切をつけている.

住宅団地の外部空間構成の餓点から ~cil霊

言十蘭上の指針を得ることを包的とし，その

基礎として居住者の近隣交流，空間意識の

広がり，及び行動の広がりの3併l商をとリ

上げ‘ 6団地を対象として調査し，これら

3側霞を個別に検討すると共に， 3側面の

相互関係を数笈的に介析し考察している.

質的に会く異なるこれら 3側磁のデータ

を.同ーの団地配置凶上の分布として夫々

表現しうるよう調査方法を整えたことは興

味深い. 3側面とその桔互関係を，交流o.
相関図司ベデよの分布図等の作成.主成介

分析，クラスタ 分析等の手法を用いて介
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析し，団地空間がどのような部分!こ分節さ

れるかを明らかにし，施設の配置，道路と

建物など空間的条件がこれらにいかなる影

響を及ぼすかを示している.

研究の初めに計画上の問題設定やねらい

を定めるのでなく，むしろ表面上はそれら

を一切排除して，分析と考察の穣み彊ねに

よって自然に今後の展望が得られる筈だと

いうスタイルをとっている.その意味では，

まだ詳細な分析・考書室が十介でなく，得ら

れた結果も常識的判断の域を出ていないが.

今後さらに考察を進め，あるいは空間構成

の箆の異なる団地を対象とするなどして研

究を展開し，団地言十繭!こ有効な指針の得ら

れることを期待したい.

一方，見方を変えれば，計画上の異体的

指針を得ることよりは，居住者の意識の広

がりを整えることの出来る空間構成が団地

計画の毘標であるという一般論を主張して

いるようにも感ぜられる.しかも，これを

あくまで生の主張として表面には出さず，

数量蚤的分析の結果からこれに導かれるよう

なスタイルをとっているところが，また筆

者のねらいとするところと恩われる.

陶 8311 斜面住宅および住宅環機の研究(2)

研究主査:片寄俊秀

継続研究の2年目.長崎大水害(1982年)1こ
よって斜面lこ建つ住宅の危険性が知られた

が， ζ の研究では災筈危険地区であっても

危険度は場所により相当な差異があること

を調査し，その結果を用いて危険地区対策

案を計画している.

研究は，災害回復状況を実態調査するこ

とによって，災害がくり返し発生し易い自

然的，人為的因子について分析し，行政の

復旧事業について疑問点を指摘し，根本的

な再生計画案と斜面利用住宅の建築計画に

も言及している.

第 1撃では被害復1日毒事業の問題点、を整理

して，怠然災害は社会的対貨を破壊するが

復旧毒事業で地元の経済的フローはー待!まプ

ラス!こ作用すること，しかし復旧は単なる

現状回復に留まることなど，線本的な改良

が災害を挺に進展するとはいえない実態が

示宣されている.第2室主!ま再生計画が必要で

あることを述べ，毒事例研究の対象地区につ

いて l特別危険ゾ ンJ 等の地区の区介を

計画し，危険度に応じて例えば滋難場所，

災害シェルタ一等の必要を示している.更

に第3翠でlま，住宅を安全な場所に移動さ

せる場合に必要な斜箇集合住宅の検討を行

っている.但し，示された試設計の意味が

やや不明である.第4撃のまとめでは既存

斜面住宅地の改善を提言し，斜面ハンディ

克服の技法が展望され，斜面交通機関にも

検討が及んでいて実際的である.このよう

な居住地改善の率業こそ，豆大な投資を伴

う大土木率繋より，防災!こ対して有効であ

るというのが，研究結果の主旨をなしてい

る.大災害対策だけでなく，一般に住宅地

改善を計画する場合の考え方，住民協力の方

法などでも参考となる研究内容となっている.
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No8312 市街地型中j稜住宅の密度と計画に

関する研究

研究主主蓋:多胡進，杉山茂一

所報8号・ 9号所裁 i集合住宅の密度と言宣

言十技法に関する研究(1)・(2)，に続く一連の

研究.前研究では，毒事例介析と生活調査を

通じ集合住宅の密度とさE陽性状の関係を分

析し， 9つの密度指標を抽出し，密度条件

のもつ窓味を考察している.

今聞の研究lま，生活調査による分析とモ

デル言宣言十による検討の2面に分かれる.

第ーは，低・中・高層団地10事例につき

その屋外生活を観察調査した上"i':問特性

の彩幸裂を記述している.ここでは，低層団

地でlま岳地規襖に対応した密度の限界の存

夜(概ね容綴率80%)，声高層罰地(容綴率170

-200%)では屋外空間機能の不足を指摘し

たよ，中層住宅による開発!と大ぎな可能性

のあることを示唆し，更に，屋外空間の機

能などについて論じている.密度・空間型

式のもつ問題点を具体的に指摘している点，

甚だ実際的でわかり易いが，その判断の根

拠は概して直感的で，多くの住宅地を見車交

ベた上での良識に依拠している.

第二は，第一の判断に基づき，容積率100

-160%の範囲で市街地内の現実の4敷地に

ついて中感主体の住宅回地をモデル設計し，

密度指標の怒味を検討している.このよう

に実態調笈からの帰納とモデル設計による

検討を組み合わせることは，計画研究の一

つのオーツドックスな手法であるが，この

モデル設計は密度指標を実感的に把握する

という点で効果があるものの，その検討か

ら何を導ぎ出すかがやや明瞭でない.計画

上の知見は概して一般論であり，設計はさ

まざまな具体的手法を駆使して条件を成立

合せようと努める特殊解である.その特殊

解の可能性に期待しつつ，言十麗で1立大ぎな

方向性や時代的枠組を示すことに力を注い

だ研究といえよう.

なお，梗概は簡潔にまとめるよう努力し

て頂ぎたい.

No8313 毅勉計画技法の辰史的震関!こ関す

る研究開一一イギリスの謬合

研究主査西山康雄

継続研究の2年呂.住宅の敷地形状は， s 
本では長辺短辺の比が 1-2に近い方形が

好まれるが，英国では上ヒが3以上の短冊聖堂

が多い.昨年までの研究で，日本の場合lま

江戸以前の町家などでは長方形の敷地割が

あったこと，近代になって間口の長さを重

視する z空間所有型」が生じ主流を占める

ようになったことなどがまとめられた.今

回は英国の場合について「短冊型」が成立

した歴史的変遷と英国型階級社会の反映な

どを検討し，英国における近代敷地計画技

法の分析を試みている.特に英国近代都市

計画の発展過程で， t主戸草草を形成させる集

会の論理が敷地介裂を短冊型に定潜させた

とみる研究内容は，日本の敷地分割の計画

を考える場合に参考となる資料であろう.

都市計画史として克落されやすい分野を補

っている貴重な研究と評価できょう

限られた分野に絞り込んだ研究であるが，

敷地割りを規定する街路，接道幅員などの

計画技法，受にインフラストラクチャ 形

成との関係などについて研究を広げるなら

ば，敷地言十闘技法の研究から住宅地の将来

計商が展王室できる研究に発展させることが

期待できょう.

No8314 街並み形成活動を支媛する住議箆

.都市計翻システムに関する研究

研究主査三村活史

本研究lま， i主環境の確保の一環として，街

並み形成活動に潜罰し，市街地空間の構成

原則を求める率を目的とした調査研究である.

街並み形成に当たっては，自主発達を促

せる公的な誘導および支援システムのあり

方を構想する必要があるという問題意識か

ら， 5つのサブテーマを設定している.こ

れらの問題設定は共通課題の討論から得ら

れたとあり， 見独立してはいるが，全体

として，しっかりした枠組をもった研究で

あり，それぞれの課題も高度な内容と言える.

先ず街並み形成にかかわる諸理論を学習

するに当って，街並みとは一定の地区にお

ける視覚的ないしは形象的な要素群の結合

関係または共同秩序といった概念でとらえ，

その宵後にある歴史風土約な形成文脈を内

包しまた伎み手主体の行動によって変容す

る動的な関係としている.その上で街並み

という概念で分析することの有効性，計画

介入の必然性を照うことにより，より実践

的な定義を生むものとしている.こうして

街並み檎成と形成の読取りと計画条件化，

世主主主みの文脈，形成のための空間コントロ

ール方式，行政的支援システムの展望が課

題としてとり上げられ，各研究チームごと

に分担調査が行われている.

地域性類型化のための関子の選定と類似

イヒ読取りでは，その中で空間のストラクチ

ヤーを顕司主化させることによって，形成計

簡への展開を意図している.また街並み文

脈に対する考察では建築家や施主の応答の

分析から共通言語の摘出を試みている.さ

らに形成のためのコントロール方式及び行

政的支援システムて}は，街並み形成の制度

論のフレームを整理し諸外国の事例を参照

しながら支援システムのジャンルを援案し，

その問題点に考察を加えている.

いずれも研究へのとりくみは地道である

と伺時に得られた知見には独創性があり，

今後の住環境の計画に当って多くの示唆を

提案し得ている.

なお，梗概lま簡潔にまとめるよう努力を

あ、頼いしたい.

臨む8315 社会資本形成的視点からみた住宅

供給システムに関する研究開

研究主査:巽和夫



経済の高度成長期が終った現在では，住宅

供給を民間資本に依存する政策の方向が強

化されている.特に居住水準の向上を民間

住宅の私的財的特性に着目して住宅供給の

質的向上を誘導しようとするのが，住宅政

策の期待となってきた.しかし住宅という

財が形成する:社会資本 J の性格，機能力t

同時寺に霊視されなければ供給システムが十

介機能しないものと考えられ，それは供給

の結巣であるストック形成機能の問題にも

及ぶものとなろう.そこで，都市の住宅供

給が社会資本として形成される側面を住宅

の物的性格から特徴づけてみる試みと，社

会資本として形成されていると評価できる

実態を示そうという試みとを笑設する必要

が生ずる.この研究は全体として序論と位

置づけることができるが，現下の住宅問題

を把握し理解するために重要な視点を展開

する研究である.

研究方法は有識者あるいは居住者安調査

することによって，例えl;f住宅の築罰イとや

集合化の言十闘で実際化している;共用部分 l

に社会資本的概念の具体化の評価等を数量

化して示している.問時に西独の事例を紹

介するなど問題提起を国際的視野の比較検

討て試みている.今後の研究発展をi主回し

たい.今屈の報告については;居住地共同

体 j とても呼びうる[単位:の窓味力、 l あ

る穫の社会資本的性格をもっ単位 J と説明

されているが，次到にはもう少し踏み込ん

だ検討を期待したい.

No8316 組立て鉄骨柱梁にコンクリートを

充援した低j醤住宅用の新しい短体構法の開

発!こ関する研究(2)

研究主査:深j宅精一

2年度に主主る研究の2年目の報告で，前年

度の成巣を，3、まえた改良による強度試験と

組立て試行の結果である.改良の主要な点

は，柱の接合昔話と床版及び梁の組み立て方

等である.人力で運べる範囲の霊さに部品

を介解したり変更したりしたことと，コン

クリートの打設をし易くする工夫である.

その中で最も効果的だったのは柱の接合

部の様で，これは組立て鉄筋の現場接合方

法として注呂すべきものと思われる.又床

版の造リ方も， 1刻字やサホ。 トを必要とし

ない点で有効な提案である.しかし，梁筋

の組立ては，部品を介けたことが現場施工

を面倒にしており，今後の改良に余地を残

している.

総合的にみて，この試作は小規模に数在

した工事で機械力の導入が困難な建築を R

c造で作るための提案である.最近lま，か

なり小規模な建築にも機械力を導入する習

慣が普及しているので， ζ の提案の一般性

は限界が狭められていると怠われる.しか

し，小規模なために機械力を導入出来ない

例は，現実には必ず存在するし，この檎法

は間取りの自由性が高く，変化に富んだ小

間りの利く建築を造ることの出来るもので

あるので，限定された範囲での利用価値は

高いと考えられる.特に柱と床版の部介的

工法については，この構法を費量れても.そ

の利用価値は高いと考えられる.

この建築檎法の 般性と実用性を高める

ためには，防火と価格の検討が将来の課題

であろう.特にコンクリ…卜を打つ以上耐

火的裏づけがあることがt必須の条件である

ことは言う迄もなく，本研究に欠けている

部介として将来の問題である

No8317 沖縄における伝統的住居の形態と

集合!こ隠する調讃研究(2)

研究主主蓋.武者英二

この研究は沖縄の離島久米鳥をや心に，久

米鳥の隣島である渡名喜喜鳥を加えて，南島

系住居のェヒ策的な住居の形態と集合の方法

を実態調査して，人間居住の物的な空間構

成を求めること，集落構造の介析から空間

論涯を尋ねること，自然環境が発現させる

f主質問創造の技法を近代的技法の視点から

新たな価備を発見すること司という 3つの

視点て考究している.

法政大学の研究チームはインターファ力

構;去・生産の組織・技術等にあ、いて，独特

の発展様式を示すものと考えられ，学術上

興味深く，他にもこの獲の研究事例が報告

されている.

本研究の対象となっている爾艇の場合は，

第二次大戦後，台湾政府の開発政策により

大きな変容を受けつつあり，現在辛うじて

維持されている伝統的な形態を記録にとど

めることにも意義が認められる.居住空間

にも建築生産にも宗教的ないしは慣習的性

格力、色濃くにしんであ、り，文化人類学上に

も貢献するところがあろう

調査研究報告の全体は 2編から構成され

ているが，本梗概には‘第 1編全5霊童のう

ちの 3霊草分 (1部分省略)しか収録されて

いないので，研究の全容がつかみにくい.

また，研究対象として，なぜ爾艇が選ばれ

たのかその経緯について十介説明されてい

ないのは残念である なお，本研究は全体

として居住空間に関する研究であると理解

きれ，それに対して論文題名はややそぐわ

ない感がある.

ルティの総織で進められており.建築のチ INo8319 発展途上国の居住環涜とその整備

ームもその…環をなしている.従って，他 i手法!こ関する研究開一一東南アジアの居住

の研究分野との交流が沖縄の地域研究を通|政策と日本の経験 研究主査部B尚美

して進められた.特に I 方法論をめぐる諸

問題 J を論じているのも，総合研究を行つ l 東南アジアの発展途上国の居住環境とその

た経験によるものであろう 建築，集落の|整備手法!こ関する研究の，第2年度の報告

計厨論が示すパラダイムに司新しい方法論| である.

を模索していこうとする試みが示されてい i 今年度の研究は，東南アシアー具体的に

るこの研究を評価すべきと考える はインドネシア の居住政策と高密居住地

しかしながら第2主主の{屋敷内に装鐙化| の環境装備手法について，昨年度と同様に，

Eぎれた生活空間構成要素」は第4章の 防| 日本の場合との比較による考察をすすめて

風林の形態と底環境 l の分析と併せて包括| いる.日本とインドネシアの両方について，

的に説明されなければ l装議化 l の概念が i歴史的・系統的によく繁理して論じられて

十分に理解できない.第3意の:集落構造| いる.

の介析 J は琉球民族学の成果を学ひっつま | 臼本と比較するという方法は，高密度居

とめられているが司 ζれも第4主主の風環境| 住地の空間的様相の類似性を論ずるという

が示す物的環境の自然条件を生かした記述| 範屈においては大変効果的であったがー政

とはなっていない.今固までの研究結果か i策面!こ論及するとなると，両考の間lこズレ

らこの研究の意義がすぐ説明できるほど研|が生じてくると思われる.政策はその国の

究課題は容易な課題ではないのかも知れな|政治，経済，社会の成り立ちに強く規定さ

い.一つの計聞論として奥味ある努力がな iれるとともに.尽の意志、が反映されるもの

されているだからである.比較論の意義と限界につい

て弓、れておいてほしい.

No8318 地域小集団による建築さ主産技術の i インドネシアの高密度居住地の環境整備

研究 爾麟の居住空間 |手法として， KI P (Kampung Improvement 

研究主査.車Z 尚彦 Program)を最も高く評価している.その玉里

由として著者は，①住宅難措l震が直接に施

台湾の東南海上に浮かぶ孤島，翻艇を対象|策の対象となる，②さまざまな側面におい

として，①閉じた生態系の中て小規模な集| て中間領域的な性絡を持っている，③コス

屈によって行われる建築生産の具体的な姿 j 卜が安い，といったことが挙げられている.

を示すとともに，②アジア東南部やオセァ I KIPが即地的な改善手法として現在の条件

ニアの建築の伝統を知る上での資料を残す |下では非常に優れたものであることについ

ことを目的とした調査研究である.調査は， I ては十分車両得できる. しかし， I司時に， KIP 

現存している 2つの伝統的な集溶と約 100 Iが不良な居住地の長期間定化を招きかねな

戸の家屋について，悉皆調査と伝統的な建 iい婆索奇も含んでいることから考えるとー

築生産にたずさわってきた古老への聞き取 j次のステップとして，例えl;f低層築合化へ

リ調査によって，台湾の建築学者との共悶 | の誘導によって，コミュニティ構成の良好

研究体制のもとで進められた 合を維持したままフィジカルな住環境の構

外部との相互の影響関係がほとんどみら |造的改善をはかるといった積径約な方向性

れない閉鎖的な環境にある孤島における建| を展望することもありうるのではないだろ

築生産は，居住空間の構成，建築の材料・ | うか.
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1985年度 委託または助成研究一覧

研究助 研究題自 研究主査 問成研究費

8501* 日本における住居集合史の総指的研究(2) 稲垣栄三(東大) 193万円

8502 北陸地方における農家住宅の変容過程に|対する研究(3) 玉置frl1倍(福井大) 200万円

8503 東北地方都市住居の地方性に[対する研究(2) 佐々木姦彦(八戸工大) 290万円

8504 
個室成立以後の家族コミュニティー論に測すズる実証象的
研究一一特に子ども部屋のプライベイティ ム化現 竹下輝和(九州大) 140万円
についての住文化論的考祭

8505 公室ゾーンにおける祭壇・収納空間に関する研究 上和田茂(九州産大) 150万円

8506 住宅の納収納空間に測す化る総合究研究(2)
一一一収空間の標準の追

上林博雄(大阪工大) 140万円

8507 小径材を裕子状に積層した住宅のための木造梁にi均す
内田祥哉(東大) 280万円るIjf.J発研究

8508 沖す縄におけ2)る伝統的建築技術及びその伝婦と定者にl!hj
る研究(

福J烏駿介(琉球大) 166万円

8509 高層建物の環境適応行動に!刻する研究 広川i菜子(京都大) 200万円

8510 心身機能の低様下に対応した高究齢者の住生活ニーズの類
型化と居住態にi対する研 (2) 林ヨミ子(来者11老荷f) 200万円

8511 高齢化社会における住宅供給・管理と住宅福祉の体系
吉野正治(京府大) 150万円化に|却する研究(2)

8512 資政i主用在11.からみた者11市の住空Ill]変幸子メカニズムにi対
広原霊長明(京1育大) 280万円する調査研究(2)

8513 東京区古1Iにおける準工・工業地域に立地する民[llJ分譲
川上秀光(東大) 250万円マンションの機能に関する研究

8514 明治則1'1'建築士山ilJl>lj係究地方令規が期待した住宅建築の環
境条にl>llする研 斎藤和夫(大阪市大) 300万円

8515 炭鉱住宅のiihliilと供給に関する住宅計l前・政策論的所
本問H召湖(西日工大) 160万円究(2)

8516 地域における住宅需給言十同支援モデルにi刻する研究(1) JlIJ二光彦(金沢大) 120万円

8517 集合住宅地の応住人口の構造に|到する誠交・研究(1) 上野淳(者1I立大) 156万円

8518 海怪!外集比較合住宅計iliilliJf究からみた住生活鋭と住宅計画の
際 (1) 服部琴生(千葉大) 180万円

8519 持家所有ーにi対する日・英・米の比較研究(2) 住田昌二(大i仮市大) 240万円

8520 間図都市(GardenSuburb)の言十l菌とその住民形式にi対
香llJ寿夫(東大) 300万円する研究(2)

8521 日本と韓様国の住民の近代化過程の比較考-祭
f主式の持続と変容

鈴木成文(東大) 300万円

8522 東支那海|可申"f.皮箇における民家・集落の空間構成に関
山田水域(法政大) 300万円

する比較研究(1)

8523 中国民底研究一一客家族集合住居について 茂木計一郎(東芸大) 257万円

8524 rp国農村における集溶・住宅繋備に!刻する研究(2) i高良一(明大) 300万円

*は委託研究 (2)は前年度からの継続研究
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当研究所主催，第 5回住宅建築シンポジウム《人筒形成と住居〉を，多数の参会者を得て， 1985年 7月13日，E!本建築学会ホールにおい

て開催いたしました.副司会を務められた高橋公子氏に，当日の模織をレポートしていただきました.

家政@生活文化史@建築の立場から住まい@家族関係、を語る
第5回住宅建築シンポジウム〈人間形成と住居〉

高橋 公子 日本女子大学家政学部住居学科助教佼

第5凶住宅建築研究所主催の住宅建築シンポジウ

ムは，共通テーマ〈人間形成と住居〉で， i毎野勉

所長の挨拶，司会の太田利彦氏(清水建設技術研究所

長)による趣旨説明で、始められた.

今回の講師は，家政学の立場から伊藤セツ氏(者目立

1L川短期大学助教授)が「生活主体形成の場としての

住居J，生活文化史の立場から飯塚信雄氏(明治大

学教授)が「ホーベルクの家政書と現代一人間関係

論を中心にJ，建築家の立場から東孝光氏(火阪大

学教授)が「人間形成と住居一建築家の立場から」

と三氏で，午前中に伊藤セツ氏，飯塚信雄氏が，

午後に東孝光氏が講演され討論に入った.建築関

係のシンポジウムとしては，テーマが〈人間形成

と住居〉といった極めて広い内容であったこと，

家政，生活文化，建築それぞれ僻専門の講師に講

演いただけたこともあって，多数の聴講者を得て

熱っぽい討議が展開した.特に家政学に関連した

テーマであったためか，女性の聴識者が多かった

ことが特徴的であった.

生活者の，住まいに対する意識の向上と，

発言することの重要性を.

家政学の立場から 伊藤セツ氏

始めに伊藤セツ氏は，家政学に含まれる諸領域と

して①食物と栄養，~住居・環境，③繊維・被自民，

④家庭経営，⑤家庭教育をあげ，それぞれは広範

な学問の隣接領域をもつが，他の学問にない独自

性として，第一に家庭生活を中心として，家庭生

活を営む主体の側にたった学問であること，第二

に家族の全構成員のニーズとそれを取り巻く自然

的・社会的環境をトータルな総合的視点から把握

するものであること，第三に家政学がすぐれて問

題解決的・実戦的性格を持つこと，そして第四に

上記三つがぱらぱらでなく一つの統一的なものと

して視野におさめられていなければならない学問

であるとし，家政学の総合的学問としての現代に

おける学際的可能性について述べられた.さらに

家政学にとって住居とは建物のことではなく，家

庭生活を営む場・空間・小宇宙のことであり，住

居のなかで，家庭生活の営みがあり，その中で家

族員個々人の人格の発達が保障され，生活主体の

形成がおこなわれなければならない，としている.

このく住居〉に関する理解は建築学における理解

と一致するが，さらに御専門の家政経営，家庭管理

論の立場から，生活主体(夫・妻・子供を基本的構

成員とする家族員)による家庭管理は，望ましい

生活様式をいかに選択すべきかという，現代の家

庭生活を築くものすべての歴史的課題ときりむす

ぶものであるとしている.このことは建築学にお

ける住居，建築設計における住居の現代の課題で

もあり，家政学と建築学の隣接の学問としての縁

のふかさをしめしていよう.

このような状況のなかで，伊藤氏は，まず日本の

住居が新しい生活様式を創造するには，主として

面積の点で余りにも貧しいことを指摘し，またそ

の住居を愚かなものにしていくのには，主体者と

しての生活者の住まいに対する意識の向上と，発
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言することの重要性を述べられた.

西洋生活文化史の観点、から，

現代の家族像，家政を語った飯塚信雄氏

次に飯塚信雄氏は， {ホーベルクの家政書〉を中心

にスライドを使われて大変楽しい講演となった.

実はこのシンポジウムに講師としてお願いするき

っかけとなったのは， {男の家政学ーなぜ〈女の家

政〉になったかれ理怒社)という氏の御著書:にある.

この著書もホーベルクの家政書:を中心に書かれた

ものだが，ホーベルクの家政書とは， 17世紀にオ

ーストリアのホーベルクという小:貴族が当時の封

建小領主たちの領土経営の教科書:として書いたも

ので，農業経営と家政の教科書である.氏はまず

スライドを使われながら，この書の内容について，

第一にここに書かれた生活技術と教養は当時のヨ

ーロッパ伝統文化の集大成であり，第二にその家

政論のなかで人間関係論がきわめて重視されてい

ること，第三に家族関係， とくに家父と主婦の関

係が，おたがいにユーモアと心理的戦略でいかに

柔軟にコントロールしたか，第四に子供の教育の

方法論の豊かさをあげている.そうしてこれらを

現代に置き換えてみたとき，氏のiifp専門の西洋生

活文化史の観点から，ヨーロッパ社会は1770年頃

を境に家族像も家政も殆ど異質と言えるほどに変

化し，いま西洋の社会{命現も家族像も万人の規範

となるものではなしそれは日本における問題で

もあるとして，このシンポジウムを位量づ‘けられ

た

以上午前中は二氏の活気あるお話しで少々時間

延長となり，あまり質疑応答の時開が取れない状

態で休憩にはいった.

人間形成の役割を住居だけでなく，

社会環境や教育の中で仕組むことを提案.

建築家の立場から 東孝光氏

午後は住宅を多く設計してこられた建築家の東

孝光氏の講演で始まった.まず前提として現代の

住様式が大きく揺れ動いており，変化する住環境
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とそれに影響され，また影響をあたえる人間行動

の相互関係のなかで，住様式を捉えなおしていく

必要があり，第一に家づくりの過程から，現代の

住空間の特徴として空間の一体性が失われ，共同

生活の訓練の機会がなくなっている.第二に子供

部屋も大人と同様に一律に伺室化して自分で造り

だす能力をつみとってしまう.第三に家の中の生

活の場が子供述に開放されず，具体的な生活行動

で大人と子供が接触できる場がない.第四に建築

の合理化のあまり空間としてあまりに明るく清潔

でとくに子供にとって恐ろしさや楽しさを感じる

空間がない.など，建築家として具体的に問題を

指摘し，とくに子供にとって住居とは，生活行動

の体験や学習， ものを造ること，大人の働く姿な

ど人間形成の;場で、あったものが，現代では住居は

その働きをなくしてしまっている状態を述べ，人

間形成の役割を住居にだけではなく，社会環境や

教育のなかで仕組んで、いくことを提案されている.

このことは変化する家族関係と住居の問題をい

たずらに住居の内部に求めるのではなく，社会や

学校教育に組み立てていこうという積極的な意見

であり，現在の学校教育におけるく住まい〉に関す

るおそまっさを考えると極めて貴重な意見であり，

伊藤セツ氏のく住まい〉について社会に発言できる

生活主体の育成についての意見とも一致している.



家族・社会の変化の激しい今こそ，

建築学と家政学との学際的な活動が望まれる

以上三氏のそれぞれ御専門の立場からの講演の

あと，太田利彦氏の軽妙な司会で会場から活発な

発言があり，種々の討議がされた.ここでは誌商

の関係上詳しく述べることはできないので，提議

された主な論題をあげると，

1)公的な住宅が人間形成に相応しいように提供さ

れているか，とくに面積に対する問題点が指摘さ

れた.たしかに政策上も含めてまだ開題があるが，

そこには住まい方の方法による解決も残されている.

2)現代は人間形成の場を何処に見つけていくかの

時代で，住居も重要な場であるが，家族が揺れ動

く時代に夫と妻の役割が改めて関われている.生

活の外部化，妻の就業，夫の労働時間，単身赴任，

等子供とともに育つ人間形成の場としての住居.

3)住宅の設計フ。ロセスの中で住み手の家族は，設

計者と共に生活者としての訓練をしている.そこ

には人間形成に関わることが多い，公共住宅や工

業生産住宅を選ぶことも同じくその訓練の機会で

ある.

4)家政学は面白いもので何時から悲劇の学問とな

ったのか人間形成の場を考える役割がある.

等，その他多岐にわたって論議された.司会の太

田利彦氏も始めに，今回のシンポジウムは何か結

識をだすということではなしできるだけ多くの

論議がされることを目的とすると迎冨説明された

とおり，まとまった結論は出されなかったが，今

後の謀題として多くのものが残された.

個人的な立場で感じたことを述べると，まず家

政学が今日極めて生活と人間形成に関して果たし

得る役割が大きいにもかかわらず，何もしていな

いということを痛感した.関連して，学校教育に

おける(特に幼・小・中の)家庭科での住居について

は云々されているが，家庭科，社会科いずれにし

ても住生活を中心にく生活する〉ということをもっ

と充実すべきである.現在，家族，社会極めて変

化の盛んな時期に，その変化をデメリットとして

だけ受け止めずに，発展的に仕組みを考え出して

いく必要がある. <住む技術〉に関しての建築家の

ノウハウを一般に活用できるような方法を考えだ

してゆく必要があり，一つの方法として，建築学

と家政学の接点を充実させ，学際的な場で論議し

運動としていくことが考えられる.

今回のシンポジウムは，多彩な講師をおむかえ

して，まさに学際的に論議されたことは次へのス

テッブとして大変に意義のある一日であった.シ

ンポジウム後の懇親会は若い聴講の人達も加わっ

て，講師の先生方と和やかに歓談でき楽しい一時

であった. (たかはし・こうこ)
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