
5しなやかな建築

伝統建築に学ぶ先人の知恵

第 1 章　伝統の知恵と先端技術が拓く建築の未来

筆者は大学で建築構法の講義を担当している。「建築構法」

という言葉は、はじめて建築を学ぶ学生にとっては分かりにく

い言葉だが、まず「建築物の各部分の構成方法」に由来すると

説明している注 1）。建築物は柱、梁、床、基礎などの構造躯体

と外壁、屋根、床仕上げ、間仕切壁、設備機器などが一体となっ

て構成されている。建築構法は、建築物の構造体、各部分の仕

上げ、設備との取り合いなど、建築の構成方法を総合的に設計

する分野である。

我が国は南北に長く自然環境の差も大きい。建築物が立地す

る場所によって、求められる断熱性能などが異なるため、外壁

や屋根の作り方、すなわち各部の構成方法も地域によって異

なっている。建物用途によっても、例えば音楽ホールには高い

遮音性能が求められるなど、要求される性能も千差万別であ

る。それぞれの建築物に求められる各部位の性能はいかにある

べきかを理解し、その要求性能に応じて、建築物として最も適

切な構成方法を設計することが「建築構法」である（図 1）。

学生が卒業後、海外で設計、施工の仕事に従事する機会も増

えているが、海外では日本で一般的に用いられている建材、資

材でも入手できないことや、品質が異なることがある。現場で

働く技能者の人件費や技術力なども異なる。したがって海外で

仕事をする場合は、日本で一般的に用いている構法をそのまま

持ち込むのではなく、原点に立ち返って建築物の構成方法につ

いて検討することが必要になる。若い学生達に期待したいこと

は、各プロジェクトに最も適切な設計や工事の方法が何かを考

える力を身につける事である。自分自身で考える力を身につけ

ていれば、建築に対する新しいニーズや特殊な立地条件、例え

ば極地や高い山の上、ひいては宇宙や深海などに建築物を設計

することも可能であるはずである。

国内外の伝統的建築は、使用者の要求に応えるとともに、地

域の気候風土や入手可能な資源などの制約条件に対応して、貴

重な建築材料を大切に使い、長期にわたって建物を使用するた

めの手法（知恵）を生み出してきた。それらの手法（知恵）は、

時として暗黙知として存在していたが、現代建築に応用するこ

とが可能な手法も含まれている。たとえば長寿命化のために、

雨水が外壁面にかかることを避けたり、劣化した部分だけを更

新しやすくする伝統建築の手法は、現代建築にも適用すべき建

築の作り方（＝構法）である。木造建築の外壁回りの壁内部は、

外気とつながり等圧空間となっているため雨水の浸入を防ぐ効

果があるが、その原理を理解することは、高層建築の外壁に用

いられるプレキャストコンクリートカーテンウォールのオープ

ンジョイント（図 2）を生み出すことにつながる。わが国の建

設業は高度な技術に支えられているが、それでも世界各地に残

る伝統建築が有する数々の手法（知恵）の中から、参考とすべ

き設計手法を見出せるに違いない。
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図 1　都心の超高層オフィスビルと商業施設の外壁構法の変遷

新素材・新材料の技術開発や、新しい設計手法や生産技術の開発を受けて、建築構法は絶え間なく
変化・発展してきた。地球環境問題や技能工不足への対応など、建築を取り巻く環境の変化も、建
築に対する与条件の変化として、設計内容や生産方法に大きな影響を与えている。建築の生産技術
の発展が新しい建築デザインを生み出す契機となること、またその逆に新しい建築表現の希求が、
新しい建築構法を生み出すこともある。筆者の研究室では生産技術、建築構法の発展とデザイン表
現の相互関係についても研究している。この年表は 2017 年度の西田倫正君、信原拓弥君の修士
論文の研究成果などをもとに、2018 年度に髙橋康平君が卒業研究の一環としてまとめたもので、
大丸有地区（東京都千代田区）のオフィスビルと銀座中央通り沿いの商業系施設の外壁カーテン
ウォールの変遷をまとめたものである。オフィスビルの外壁は、かつてはタイル貼や花崗岩貼のプ
レキャストコンクリートカーテンウォールが多かったが、Low-e ガラスの普及により全面ガラス
張りが多くなった。熱負荷低減のためのダブルスキンカーテンウォールも実施事例が増えるととも
に空気層の奥行が節約されるようになった。銀座の商業施設の外壁はショーウィンドーとしての機
能が期待され、透明感の高い大型のガラスで構成されており、昼夜でファサードの表情が変化する。

図 2　プレキャストコンクリートカーテンウォールのオープンジョイント

壁の内部に等圧空間を設け、室外側にレインバリアを、室内側にウィンド
バリアを設置して水密性、気密性を確保している注３）。
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写真 3　京都市内、夷川通の建具店

新品と中古品の両方を取り扱っている。高田光雄京都大学名誉教授によ
ると、我が国では江戸時代から中古の建具などが流通していたとされる。
現代建築が目指す建築生産のオープンシステム化の基礎となる寸法体系

（モジュール）やインターフェースのルールが、日本の伝統的な建築生
産システムに存在していた。

写真 1　桂離宮　全景

写真 2　桂離宮　新御殿

新御殿の増築を含めて三度の造営がなされているが、建物全体として整
然とした平面計画、リズム感のある立面、統一感のある屋根形状が実現
している。内田祥哉先生は、「『桂』のような自由自在さが実現したのは、
やはりすべての柱の寸法が一定の太さに納まり、畳による寸法の規格が
完成したこと、それに和小屋による自由自在な屋根形の選択ができるこ
とが合わさったために他ならない」と述べられている注 2）。「しなやかに
変化（増改築）」することができる日本の伝統建築が具備する建築手法は、
これからの建築に引き継がれるべきものである。

私の講義を聴講している学生たちに、「伝統建築の構法から

学ぶ現代建築の設計手法」として、どのようなものがあるかを

問うてみたことがある。色々な意見があったが、何人かの学生

は、日本建築のモジュール（間）と、木造建築の継手仕口に、

現代建築に活かせる知恵が存在すると回答した。建築設計にお

いて基準寸法を決定することは、秩序ある建築空間を創る上で

最も重要なことである（写真 1、2）。寸法体系は建材の生産や

建築部品の流通など建築生産全体が成熟したものに発展するた

めには重要な要素である（写真 3）。そのようなことを理解し

て、日本建築の寸法体系がこれからの建築にも引き継がれるべ

き価値があるとする認識は鋭い。また学生たちが、伝統木造建

築の継手仕口がこれからの建築を考える上で参考になると考え

た理由は、建築の構成において、如何に種々の部材を接合させ

るかが重要であるが、溶接やボルト締めなどの手間のかかる接

続方法と違い、材料同士を直接、接続することができる木造軸組

構法は極めて優れた手法であり、これからの建築が目指すべき構

成方法ではないかとするものであった。幾何学的に洗練された部

材端部の加工により、XTLI 方向の接続が可能で、解体、再利用

S48-S52 住宅性能総合評価システムの開発 

S55-S59 建築物の耐久性向上技術の開発

S56-S60 建設事業への廃棄物利用技術の開発 

S58-S62 エレクトロニクス利用による建設技術高度化システムの開発

S60-S62 コンクリート耐久性向上技術の開発 

S63-H4 建設事業への新素材・新材料利用技術の開発 

H2-H6 建設事業における施工新技術の開発

H3-H7 社会資本の維持更新・機能向上技術の開発

H8-H10 統合情報システム活用による建設事業の高度化技術の開発 

H9-H12 建設事業の品質管理体系に関する技術開発

H9-H13 投資効率向上・長期耐用都市型集合住宅の建設・再生技術の開発

H10-H13 外部コストを組み入れた建設事業コストの低減技術の開発

H11-H13 工業化インフィル住宅の工法等の開発 

H13-H14 宇宙・情報技術等による国土管理高度化技術の開発
（建設 ITの高度化に向けたCAD標準技術の開発）

H14-H16 社会資本ストックの管理運営技術の開発 

H15-H19 ロボット等によるIT施工システムの開発 

H16-H18 持続可能な社会構築を目指した建築性能評価・対策技術の開発 

H20-H22 多世代利用型超長期住宅及び宅地の形成・管理技術の開発

H23-H26 中古住宅流通促進・ストック再生に向けた既存住宅等の
性能評価技術の開発

H27-H29 地域安心居住機能の戦略的ストックマネジメント技術の開発

H28-H32 防火・避難規定等の合理化による既存建物活用に資する技術開発

H29-H32 ICTの全面的な活用による建設生産性向上に関する研究（土木分野）

H30-H34 成熟社会に対応した郊外住宅市街地の再生技術の開発

H30-H33 AI技術を活用した建設生産システムの高度化に関する研究（土木分野）
出典：国土交通省　総合技術開発プロジェクト　http://www.mlit.go.jp/tec/gijutu/kaihatu/soupro.html

1972年以降、建設省、国土交通省が実施してきた総合技術開発プロジェクトは、
その時代の社会ニーズを受けたイノベーション創出のための産学官連携の取り
組みであったと言える。生産系の研究課題では自動化、情報化による生産性向
上、高度化についても研究開発が実施されてきた。（一部、土木関連分野も含む。
選定、赤字表記などは筆者による。）

表１　総合技術開発プロジェクト
（建築生産系研究課題の抜粋）

もできる伝統木造建築の継手仕口は、複雑な接合部の処理が必要

な、鉄やコンクリートを素材とする近代、現代の建築構法より、

より洗練された手法である。現代建築について、再利用可能な接

続方法も一部、研究されているが、建築の基本である部材の接続

方法はこれからの建築を考える上で重要な研究課題であろう。

今、我が国の建設産業は、厳しい技能労働者不足に直面して

おり、生産性の向上は喫緊の課題である。鉄筋コンクリート、

在来木造に関わらず、これまでも我が国の建設・住宅産業は斬

新的な構法の改良により、生産性を向上させてきた（表 1）。

石油危機、バブル崩壊など数々の試練を乗り越えてきた建設産

業は、この人手不足をロボット、IT（情報技術）、AI（人工知能）

の活用などにより、かなりの程度は乗り越えていくだろう

（写真4、5、6）。高齢者の現場作業の負担を軽減し、生産性

も向上させるため、既に建設資材を牽引するロボットが導入

されている。日中、職人が現場作業に専念できるように、清

掃作業の一部をロボットに行わせる試みも行われている。近

い将来、夜間にロボットが清掃を行い、翌朝、速やかに作業

に取り掛かれるようになるかもしれない。物流業界などで使

用されているパワーアシストスーツも、建設現場の作業特性

に合ったものに改良するのはそれほど難しくないだろう。

大幅な生産性の向上は、個々の企業や各現場での取り組みだ

けでは達成できない。産業全体としての取り組みが不可欠であ

る。建設業の方に伺うと、設計部門、施工部門とも、施工の各

段階で実施されている社内検査、発注者検査、官庁検査は、建

築の質を確保するためには欠かせないものの、時間的には大き

な負担になっているとのことである。検査業務の合理化、高度

化のため、レーザーによる計測や画像認証技術による検査、ド

ローンを活用した配筋検査や工事記録写真の撮影などが、今後、

開発されるかもしれない。RFID（Radio Frequency Identifier）

イノベーションを生み出す
社会全体の取り組み注 4）
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写真 6　同上、多棟木拾装置（自動立体倉庫）
10 棟単位で効率的に木拾いができる

写真 5　ポラテック株式会社　坂東工場
木造軸組工法のプレカットの生産ライン

写真 4　積水ハウス工場
ロボットが構造体となる鉄骨フレームを溶接する（写真提供：積水ハウス）

を建材、建築部品に貼りつけることにより、現場での確認が迅

速化、正確化し、隠蔽部も確認することが容易になるだろう。

行政機関においても産業全体の生産性向上に向けて、各種審査・

検査業務の合理化を検討することが必要ではないだろうか。例え

ば、今後、既存建築物の改修工事の比率が高まるので、建築主や設

計者が事業計画の初期の段階で、既存建物を活用するか、建替える

かの判断を明確にできるように、これまでの建築指導、消防の審査

結果に関するデータベースを整備し、情報公開することは、プロ

ジェクトの進行を円滑にし、生産性を高めることにつながるだろう。

生産性向上のため、BIM（Building Information Modeling）

の活用が期待されている。BIM を活用した確認申請について、

申請用設計図書の表現方法の統一などの取り組みが進んでい

る。近い将来、設計図と申請図の整合性確保はもちろん、各種

の面積計算、防火区画、防火設備、避難距離の確認など、単体

規定、集団規定とも自動的に確認が行われるようになり、確認

申請、消防同意に必要な時間は大幅に短縮されるだろう。いず

れは、基本設計の段階から自動的に法令チェックがされるよう

になり、業務の手戻りはなくなると期待される。工業化住宅

については、型式認定、製造者認証制度を活用することによ

り、確認申請が合理化され、現場検査も簡略化されている。部

品化が進んでいる工業化住宅では、設計、生産、施工に独自

の CAD システムが導入されているので、それをベースとして

BIM を活用した確認申請に取り組むことは、他の一般的な建

築物より容易であろう。工業化住宅は、早い段階で BIM のス

テップ 3 での審査ができる可能性がある。

我が国の建設業は成熟産業であり、漸進的に生産性を向上させ

ることに長けている。サクセストラップ（成功の罠）に陥らず、

既存事業が好調な時から、優秀な人材や組織力を新規事業に振り

分け、介護や農業などの新規事業に挑戦してきた企業もある。し

かし IT や AI 分野の長足の進歩により、現在、建設産業のロボッ

ト化や AI の導入を担っている企業が経験を積み重ね、破壊的な

イノベーションを建設産業、住宅産業にもたらす可能性もある。

AI の進化した未来において、建築の設計、特に住宅の設計にお

いては、建築主と生産現場が直接つながり、ビジネスモデルに大

きな変化をもたらすかもしれない。工業化住宅を供給する企業で

は建築学科出身ではない他分野のエンジニアが、生産の中核とな

る情報技術を担っており、大学における教育や企業の人材育成

も、社会の変化に遅れずに対応していかなければならない。

更なるイノベーションを実現するため、既存の成熟した事業を

「深化」させながら、新しい事業を「探索」する「両利きの経営」

が求められている注 5）。我が国の繊維産業は新規分野に主軸を移

すことに成功した。国内需要の減少が避けられない建設・住宅産

業においても同じようなことが可能であろうか。建設機械メー

カーのコマツ（小松製作所）は、早い時期から中国進出などの

グローバル化を進め、自動化の進んだ ICT 建機、稼働状況を見

える化した KOMTRAX、ソリューションビジネスを高度化させ

た SMART CONSTRUCTION を開発するなど、イノベーション

による価値創造を不断に進めている注 6）。2017 年、コマツは NTT 

ドコモ、SAP ジャパン、オプティムとの合弁により、建設現場

向け IoT プラットフォーム「LANDLOG」をスタートさせた。ま

さにヨーゼフ・シュンペーターが言う異業種間の「新結合」であ

る。建設現場で使用する建設機械を提供していた小松製作所は、

IT 化を進めダントツ企業としての地位を確立し、工事に関する

あらゆるデータを蓄積・加工して競合他社にもオープンに提供す

るプラットフォーム注 7）を構築することにより、建設ソリューショ

ンビジネスの中核を担う企業になりつつある。今のところ、造成

工事などの土木の領域に限られていても、いずれ建築工事まで業

域を広げるかもしれない。総合建設業や住宅産業はIT、AI、ロボッ

ト系の企業と共に、新しい社会的価値を生む業務の探索を進め、

将来のビジネスの核に育てるべきである。

最後に

東京への過度な集中を是正するため、地方創生は国の重要課

題であるが、既存の行政機関の移転はハードルが高く、大きな

進展が見られていない。これからの先端的な分野を担う研究機

関や大学、企業が集積した未来型のモデル都市を、災害の少な

い温暖な地域に造ってはいかがか。そこでは環境面を重視し、

木質系注 8）の中層建築と、防火性能を兼ねた植樹帯が街を構成

する。高齢者を含めて誰もが自分で自動車を運転することな

く、自由に移動できる交通システムを導入する注 9）。建設工事

はロボットによる自動化施工のモデルプロジェクトとして実施

する。そのような 300 年～ 400 年先までを見据えた街と建築

を、世界に先駆けて造ることが、我が国のイノベーションを牽

引することになるのではないだろうか（写真 7、8）。

写真 7　実験集合住宅 NEXT21
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注 1） 拙著（共著）、図説建築構法、2018 年 10 月
注 2） 構法からみた桂離宮、内田祥哉、建築文化、1982 年 6 月
注 3） カーテンウォールって何だろう 2016、一般社団法人　カーテンウォール・防火開口部協会を元に作成。
注 4） 平成 28 年度国土交通白書、第 1 部「イノベーションが切り拓く新時代と国土交通行政」によると、「イノベーションとは、単なる技術革新
　　  や新技術の開発ではなく、社会システムや制度全体を含めて、革新・刷新することにより、新しい価値を次々と生み出していくことである。」
         と定義されている。
注 5） 両利きの経営「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く、チャールズ・Ａ・オライリー、マイケル・Ｌ・タッシュマン著、入山章栄監訳、冨山和
         彦解説、渡部典子訳、2019 年 2 月
注 6） 新たな中期経営計画（2019-2021 年度）「 DANTOTSU　Value － FORWARD Together for Sustainable Growth」をスタート、
         コマツ　ニュースリリース　2019 年 4 月 26 日、
         h t t p s : / / h o m e . k o m a t s u / j p / p r e s s / 2 0 1 9 /management/1202302_1600.html
         （2019 年 5 月閲覧）
注 7） コマツが ｢戦略矛盾｣ を恐れない根本理由 ｢既存事業 + 新事業＝両利きの経営｣ の可能性、根来龍之、2019 年 4 月 19 日、東洋経済
         ONLINE
注 8） 国産材を使用した CLT（Cross Laminated Timber）など
注 9） 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）の目標 11「包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な
       都市及び人間居住」を実現するため、次世代交通システム MaaS（Mobility-as-a-Service）の導入や、自動車分野における CASE
        （Connected（つながる）、Autonomous（自律走行）、Shared（共有）、Electric（電動））への対応を行う。

大阪ガスが近未来の都市型住宅の研究のため 1993 年に建設した集合住宅で、定期的に入
居者を入れ替えて、インフィルなどの可変性を検証している。周辺の街との連続性を考え
た３次元のアーバン・ティッシュとして計画されている。スケルトン、インフィル、クラ
ディングの 3 つに区分されたシステムズビルディングの手法の採用、スケルトンとインフィ
ルの設計者の独立とそれを実現するオープンビルディングの手法の導入、緑化やエネルギー
利用など環境配慮に関する先進的取り組みなどが特色。（外観写真提供：大阪ガス、設計：
大阪ガス NEXT21 建設委員会［総括：内田祥哉＋集工舎建築都市デザイン研究所］）

写真８　実験集合住宅 NEXT21


