第6章

変化を見れば本質がわかる
－集合住宅の居住履歴－

住み続けることができる住まい
筆者の研究室では 2005 年より 15 年以上にわたり、独立行
政法人都市再生機構（以下、UR 都市機構という）等が建設し
た集合住宅を対象に、集合住宅に求められる可変性や高齢社会
への対応について研究を行っている。高齢者が社会との接点を
持ちつつ、できるだけ長く住み続けられる、できれば最期まで
住み続けることが可能な「終」の住まいとはどのようなものな
のか。長年、住み慣れた住まいを改修して、在宅介護等に対
応することも、場合によっては必要になる。これらのことを研
究するため、居住者、管理組合・自治会などにアンケート調査
やヒアリング調査を行い、居住履歴（住まい方の実態）とイン
フィル（内装・設備）の改修履歴について調査を行ってきた。
継続的に調査を行っているのは、UR 都市機構（旧日本住宅公

写真 1

団）が 1982 ～ 1983 年に建設した KEP（Kodan Experimental

1983 年入居開始、2 階建てテラスハウス、
29 戸、
2 階部分をオールフリー、

housing Project）の実践事例である多摩ニュータウン、エステー

多摩ニュータウン、エステート鶴牧 3 団地

低層棟

セミフリー、オールセットから選択、約 99 ～ 106㎡

ト鶴牧 3 住宅団地注 1）である（写真 1、2）。
この集合住宅は、可動間仕切り壁や可動収納壁を設置し、入
居後の生活の変化に対応して、間取り変更できるように設計さ
れている。その効果等を検証するため、入居開始翌年に日本住
宅公団と東京理科大学の初見学研究室が、入居開始 10 年後に
再度、東京理科大学の初見学研究室が調査を行っている。筆者
の研究室は、その研究成果を踏まえて、入居開始 20 年が経過
した 2005 ～ 2006 年と 30 年が経過した 2013 ～ 2015 年に追
跡調査を実施した。居住者の高齢化が進みつつあり改修工事や
入居者の変化がみられるため、10 年ごとの調査の中間の年に
なるが、入居後約 35 年目にあたる 2017 年末から 2018 年初め
まで、再度、アンケート調査とヒアリング調査を行った。
筆者らが行っている居住者を対象とした調査は、個人情報保

写真 2

多摩ニュータウン、エステート鶴牧 3 団地

中層棟

1982 年入居開始、RC 造 4 階建て、192 戸、約 87 ～ 89㎡
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護に対する意識の高まりや、居住者の高齢化のため、調査に協

世帯は夫婦だけの世帯であった。2017 年度に行った第 5 回目の調

力いただくことが難しくなってきている。これまで、調査にご

査に回答いただいた世帯は一人世帯が多く、調査結果を管理組合の

協力いただいた方でも、高齢化などのため回答できないとされ

方々に報告したところ、一人で居住している世帯が多いことを、私

る方もおられるため、質問項目を減らさざるを得ない状況であ

たちの今回の調査で初めて認識したと言われていた。災害時にお

る。しかし、このような居住者を対象とした継続的な調査は国

ける必要性は認識しながらも、個人情報保護の関係で、居住者名

際的にも例がなく、今後の集合住宅の計画には貴重な知見を与

簿の作成が難しく、高齢者の一人住まいの実態を管理組合として

えうるものである。研究成果を管理組合理事会をはじめ居住者

把握できていないとのことである。親族が 1 時間以内のところに

の方々に説明させていただくことにより、研究の目的と意義を

住んでいる方が多いが、団地では孤独死も発生していると聞いた。

ご理解いただき、調査への協力をお願いしてきた。

居住者によると、近隣の団地は 100m2 と少し床面積が大き

2017 年度に行った調査では、中層棟と低層棟の合計 219 世

いため、小世帯化した高齢者家族が 80 ～ 90 m2 のこの第 3 団

帯にアンケートを配布し、中層棟 38 世帯、低層棟 9 世帯、合

地に移り住む例もあるとのこと。この団地で育った子供世代の

計 47 世帯から回収できた（回収率は 21％）。アンケートに回

戻り入居も多く、孫世代の幼稚園のつながりを契機に、コミュ

答いただいた方の内、18 世帯の方に 2107 年 12 月から 2018

ニティのつながりが、再び強くなることもあるそうだ。

年 1 月にヒアリング調査を行った。今回のアンケート調査に回
答していただいた 47 戸はすべて自己所有であった。
全国の住宅団地と同じように、エステート鶴牧 3 住宅団地に

これまでの調査では、
「長く住む」と回答した方の比率が、年
を経るにつれて増えている。年齢に関係なく、居住者のほとん
どが住み続けたいと考えており、その理由として、長年親しん

おいても、入居者の高齢化が進んでいる。入居 1 年後の第 1 回
目の調査時点では、居住者の 8 割が 30 歳代以下であったが、入
居開始後 30 年が経過した第 4 回目の調査時点では、居住者の 6
割以上が 60 歳代以上であった。今でも団地竣工時に入居した居
住者が多く、70 歳代の方も多いが、健康な方がほとんどである。
定年後も何らかの仕事を持ち、働き続けている方も少なくない。
写真４

家族構成にも大きな変化が見られ、第 1 回目の入居直後の調査時

建築家アルヴァ・アアルト自邸

点では小学生がいる世帯が多かったが、その 10 年後の第 2 回目の

の居間

調査時点では、18 歳以上の子供が同居する世帯が一番多くなり、
さらに 10 年後の第 3 回目の調査時点では、18 歳以上の子供のい
る世帯と子供が巣立って夫婦のみの世帯が多くなっていた。入居
後 30 年が経過した第 4 回目の調査では、回答があったほとんどの

1934-36

家具はアアルトと妻アイノのデ
写真３

アアルト自邸、外観

ヘルシンキ市郊外の閑静な住宅地に立つ。玄関脇のアトリエ事務室の窓か
ら、外部の様子を見ることができるが、通りに面しては閉鎖的な表情。

ザ イ ン。 建 築 と 家 具 が 一 体 と
なったインテリアデザインの傑
作。一段上がった向こう側はア
トリエ。
写真 5
アアルト自邸、居間
庭に面した大きな窓の下に、暖
房設備がある。温水は建設当初
から地域暖房により供給されて
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いるとのこと。
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できた近所づきあいや、周辺環境が良いこと、都心へのアクセ

発した KEP、住宅・都市整備公団が開発した KSI 注 3）は共に、

スが良いことを掲げている。今回の調査でも、今後の居住につ

住宅における多様性や可変性の実現をその開発目的にしてい

いては、7 割を超える世帯が「長く住む」と回答している。

た。ただし想定した耐用年数の幅に違いがあり、KEP は成長

これからも引き続き居住したい高齢者にとっては、4 階建の

期の社会を反映して、家族の成長・変化に対応した間取りの

中層棟にエレベータがないことが一番の課題となっている。外

多様性・可変性が開発目的であったのに対し、その約 20 年

構にも床段差があり、エレベータがないので、仮に住戸内部を

後に開発が行われた KSI では、建築ストック活用の時代を迎

改修しても、住み続けることはできない。そのため、足が不自

えて、もっと長い年数で住宅の要求の変化に応えようとした

由になったら駅近くのエレベータ付きマンションに引っ越すと

とのことである。KEP はインフィルの開発に研究の重点が置

いう意見が多かった。すでにエレベータ付のマンションに転出

かれ、
「様々なスケルトンに対応できるインフィル」の開発が

した世帯や、一階のバルコニー側にリフトを設置した住戸もあ

目指された。しかし、その後の住宅供給を通して、多様性や

る。この団地はバリアフリーではないので、高齢者が転出する

可変性を実現するためには、スケルトンや共用設備も重要で

ことにより若い世代に入れ替わるのが良いという意見を何人か

あることが明確になったため、KSI ではスケルトン、インフィ

の高齢者から聞いた。

ル双方に求められる性能仕様が研究された。発注方法につい

高齢者は、団地内の集会所を活用するなどして、日常生活や

ては、KEP では、当時の公団が定めた性能仕様を基に、メー

コミュニケーションを楽しめるようにして欲しいと望んでい

カーが製品を製作するまたは既成品をアレンジするという考

る。自治会が実施している豚汁会や草むしりなど、気負わず気

え方だったが、KSI では、多品種生産が進んだ状況を踏まえ

軽に参加できる行事が好評である。階段を共用する 8 戸で、

て、メーカーの製品やノウハウをいかに有効にアセンブルす

バーベキューをしたり、懇親会を開催したりしている住戸もあ

るかが課題であったとされる。

るが、団地内の行事・交流などなどについては、あまり活発で

KEP が目指した可変性については、入居後 20 年、30 年と

はないようである。子供や孫がいる人だけでなく、夫婦 2 人や

いう期間を経て分析してみないと本当の評価はできないだろ

単身者が参加しやすい簡単な体操や昼食会、おしゃべり会等を

う。ある居住者から、「その時代や入居者の年齢により、可動

望む声もある。

収納壁などへの要求は変化するので、このように長期にわたっ

写真 6

て調査し、分析することは有用である」と言われたこともある。

インフィルの可変性と改修の実態
日本住宅公団の職員としてエステート鶴牧 3 住宅団地の計
画・設計に関わられた鎌田一夫氏に調査結果を報告し、意見
を伺ったことがある

注 2）

。鎌田氏によると、日本住宅公団が開

これからの日本社会の状況は、これまでとは大きく異なり、こ
れまでに観察された住まい方や改修履歴が、今後も同様の傾向
を示すとは限らないが、根気よく事後評価を行うことは今後の

写真 7

写真 8

集合住宅の計画に、一定の有効性をもたらすと信じている。
エステート鶴牧 3 住宅団地の中層棟の A1 ～ 3 タイプと B1

写真６

アアルト

夏の家コエタロ

写真８

アルヴァ・アアルト

夏の家コエタロ

1953

居間から中庭を見る。中庭は湖に向かって開いている。

セイナッツァロの役場を建設する時、近くの湖畔に建設された実験住宅の玄関。

写真７

写真９

アアルト

夏の家コエタロ

中庭に面した居間。中二階が上から吊り下げられている。
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写真 9

アアルト

夏の家コエタロ

L 字型平面の住宅が、正方形の形をした中庭を囲む。
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図1

中層棟の住戸の住まい方の変遷

南側の居室にある KEP の可動収納壁を、家族自身の手で動かして、個室を確保したり、居間を広くしたりしている。
M,m は男性、F,f 女性の家族の就寝場所を示し、数字は年齢を示す。
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階で想定していたとのことである。

口の幅を広げたり、引き戸にするような軽微な改修はいくつか

～ 5 タイプには可動間仕切り、収納ユニットが備わっており、

した中層棟 A、B タイプでは、インフィル改修が数多く行われ

一定の可変性が備わっている。一方、C1 ～ 4 タイプにはそれ

ているのに対して、導入しなかった同 C タイプでは改修例が

中層棟は浴室と洗面所が、住戸平面の中央部分にあり、換気

らは、配備されておらず、壁は固定であり、可変性は備わって

少ないことが確認されており、長期的には可動間仕切り、可動

能力が不足しているため、湿気がこもりがちである。一部の部

今後、必要な改修として最も多くの回答があったのは手摺り

いない。筆者らが調査した結果、A、B タイプ、C タイプとも

収納壁は、家族構成やライフスタイルの変化にコストをかけず

屋では結露が発生しているため、換気扇の交換、二重窓への変

の設置、段差解消である。団地内では、杖の利用者、車いすの

子供の成長期は、住みこなし（寝室の位置変更などによる対応）

に臨機に対応することに寄与したと考えられる。

更、壁紙の貼り換えなども多く行われている。中層棟、低層棟

利用者、デイサービスの利用者も散見されるが、顕在化してい

の住戸で行われている。

の割合が高く、子供部屋を設けるための、間取り変更はあまり

KEP の可動収納壁や可動間仕切り壁を移動して間取り変更

とも、入居者が入れ替わるときにインフィルの改修を行うこと

ない。訪問介護サービスを受けている人もいる。なお管理組合

行われていなかった。子供が独立する時期に、A、B タイプで

をした居住者がある一方で、
「可動収納壁を移動させる必要が

が多く、中にはスケルトン状態まで解体してインフィルを全面

としては、入居 1 年後に共用階段室に手すりを設置し、
その後、

は、住みこなしと間取り変更が実施されていた。A、B タイプ

なかった」と回答した人もいる。新築時から入居されているあ

的に更新した事例もある。

建具の握り玉をレバーハンドルに交換している。

では、可動収納壁を移動することにより、南側の居室を２室か

る方は、「子供一人の時に入居した。当時、何人子供を持つこ

終の住まいとして、最期まで住み続けることが出来るよう

エステート鶴牧 3 住宅団地では、共用部の大規模修繕工事

ら１室に変更する間取り変更を行った世帯が複数確認された。

とになるかは不確定であったが、可動間仕切り、可動収納壁が

に、改修を行った高齢者世帯も存在している。夫婦が同室で就

を、ほぼ 10 年ごとに、これまでに 3 回実施している。管理

30 年以上の居住期間に、必要に応じて複数回の間取り変更を

あり、対応しやすいということは魅力であり、購入の動機となっ

寝できるようにするための改修や、車椅子による室内の移動を

組合の中には、建築系の業務に従事していた方も多く、適時

行った世帯も少なからず存在していた（図 1）。子供の成長期

た。結果的には、可動収納壁は動かさなかったが、動かすこと

容易にするための改修を行った事例もある。いきなり車椅子生

的確な修繕工事が行われている。入居後 10 年が経過したこ

や独立期以外にも、趣味室、書斎、家事室、収納を設ける間取

ができるということは心理的に助けとなっていた。」と述べら

活になるのではなく、杖の利用や、室内を壁伝いに歩くなどの

ろに行われた第 1 回目の大規模修繕工事では、躯体コンクリー

り変更が実施されていた。可動収納壁、可動間仕切り壁を導入

れている。前述の鎌田氏によると、このようなご意見も設計段

段階がある。少しでも生活しやすくするため、トイレの出入り

トの爆裂を補修し、外壁仕上げをリシンから弾性系の樹脂塗
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装に変更している。第 2 回目の大規模修繕工事では、中層棟
の屋根のアスファルト露出防水と、低層棟の屋根の抑えコン
クリート付きアスファルト防水層に、オーバーレイを施工し
た。低層棟のパラペット部が屋上抑えコンクリートの熱膨張
により亀裂が入っていたので、外壁に目地を入れてコーキン
グを打っている。外部建具回りのシーリングについては 10
年ごとに打ち替えている。管理委託先の会社も一施工業者と
して、工事の入札に参加している。

CHS 方式の集合住宅等との比較
筆者の研究室では、同種の調査をセンチューリーハウジング

写真 10

ファンズワース邸

ミース・ファン・デル・ローエ

1951

シカゴ西部の河川敷に面して建つ週末住宅。
8 本の鉄骨柱がガラスの外部に立つ。

システム（CHS：Century Housing System）の実践事例であ
るエルシティ新浦安（1987 年竣工。長谷工コーポレーシ ョン

実感するのは難しい様に見受けられた。

設計施工）を対象に 2013 年 9 ～ 10 月に実施している。CHS は、

調査対象としたエルシティ新浦安は、入居開始後、四半世紀が

建設省における「住宅機能高度化推進プロジェクト」の一環と

経過し、インフィル改修も行われているが、住みこなしによる対

して研究開発され、1986 年に認定制度として事業が開始され

応は、KEP の可動間仕切りがない C タイプと比べても、低い値

た。家族形態の変化などに対応するため、間取り、内装、設備

を示していた。これは調査対象とした団地は住戸面積が広く、部

などに可変性を持たせ、住戸内の補修、機器や部品の更新、交

屋数に余裕があることが理由の一つであったと考えられる。前述

換、移設を他の部分に影響を与えることなく行えること等が可

した KEP の住宅では、子供の独立期に間取り変更を行う世帯が

能であることを認定基準としている。具体的には、建築、設備

見られたが、調査した CHS の住宅では、子供の独立期に住みこ

を部位（部品）別に、4 年型、8 年型、15 年型、30 年型、60

なしは行っても、間取り変更を行った世帯は確認されなかった。

年型と 5 段階に区分し、各部位（部品）の更新サイクルの調整

世帯の人数、家族構成と住戸規模や部屋数との関係により、住み

（コーディネーション）を行うことにより、一定の年数ごとに

こなしや間取り変更の必要性は異なってくる。

更新が必要となる内装・設備と、寿命の長い躯体等との接続方

上記の可変性を目指した KEP や CHS の集合住宅との比較

法（取り合い）を整理して、長期耐用住宅を実現している。例

を行うため、日本住宅公団が 1970 年に建設した UR 国立富士

えば、床勝ち・天井勝ちの間仕切り壁の納まりとすることによ

見台団地の賃貸、分譲住戸を対象に、自治会の協力を得て、居

り、間仕切り壁の移設工事の際に、天井や床などの道連れ工事

住履歴と改修履歴の実態調査を 2008 年から 2011 年に行った。

をなくすことが開発目標とされた。この構法を採用することに

UR 国立富士見台団地は、賃貸棟は制度上の制約から、また分

写真 11

より、工事は容易になり、廃棄物も少なくなり、工事に際して

譲棟においても住戸規模が小さく、可変性を有しない内装構法

ファンズワース邸

発生する騒音も低減されていたが、私達が調査した限りでは、

であるため、子供の成長期、独立期において、間取り変更は

一般の居住者には在来工法の間仕切り壁を改修する場合に比べ

行われておらず、苦労しながらも住みこなしによる対応によっ

て、どの程度、工事がしやすいか、また費用が軽減されたかを、

て、生活の変化に対応している事例が多くみられた。ただし、

背面。内部の厨房が見える。近
くの河川の洪水に備えて、一階
床は高いレベルにある。
写真 12
ファンズワース邸
室内。広大な敷地に広がる周囲の
自然と一体になったインテリア。
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写真 15
グラスハウス

内観

住宅の中からは、建物の西側
に広がる豊かな自然が見える。

写真 13
グラスハウス
ジョンソン

フィリップ・

1949

ア メ リ カ、 コ ネ チ カ ッ ト 州
ニューキャナンの広大な敷地
に建つ自邸。南東方向から斜

南 北 55 フ ィ ー ト × 東 西 33
フ ィ ー ト（ 面 積 は 1,815 平
方フィート）。天井高さは 10
フィート 5 インチ。各面のガ
ラス壁の中央に扉がある。

めにアプローチする。池を見
下ろす丘の上に立つ。

写真 16
グラスハウス

78

内観

写真 14

レンガでできた円形部分には、

グラスハウス

暖炉のほか、トイレやシャワー

敷地内には自邸を含め美術館な

が収められている。木製の収

ど 10 棟の建物がジョンソンの

納の向こう側（北側）にベッ

設計により点在している。竣

ドが置かれている。別棟に落

工時期は前後するが、ミース

ち着いた寝室があり、ジョン

のファンズワース邸の計画案

ソンはそちらで就寝していた

の影響を受けたとされている。

とされる。
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UR 国立富士見台団地の一部の住棟では 50m2 未満の狭小な住
戸の南側に 1 間増築を行い 65m2 超となった住棟があり、増築
が子供の成長期に奏功した様子がうかがえた。
UR 国立富士見台団地は管理開始後 45 年が経過しており、
賃貸棟は UR 都市機構による共用部分の修繕工事のほか、専有
部についても、継続的にライフアップ改修や入居者の更新時の
改修工事が実施されている。ごく少数ではあるが、UR の承認
を得て実施したセルフビルド方式による住戸の全面的なイン
写真 17 マルセイユ ユニテ・ダビタシオン ル・コルビュジエ 1952
326 戸からなる戦後の復興住宅。最大約 1,600 人の居住を想定。全長
137 ｍ、奥行 24 ｍ、高さ 56 ｍ、18 階建、28,773㎡。中廊下を挟ん

フィル改修も実施されている。一方、分譲棟は、隣接する 2 住

だメゾネット型の住宅のプロトタイプ。住戸の基本寸法は、奥行 24 ｍ、
幅 3.66 ｍ、高さ 4.6 ｍ、2.26 ｍ。一室の住居から 8 人の子供がいる世
帯までを想定し、23 種類の住戸タイプがある。

あったが、多くの住戸はほとんど改修をしないで住み続けてお

戸を購入してベランダ経由で動線を確保して住んでいる住戸が
り、KEP や CHS の住戸と大きな違いがみられた。

高齢社会における住まいのあり方

写真 20
マルセイユ
ユニテ・ダビタシオン
住戸内部。東に面するバルコニー
から、朝日が内部に差し込む。

KEP による多摩ニュータウンエステート鶴牧 3 団地、CHS

筆者が訪問したのは 3 月下旬。

によるエルシティ新浦安団地、UR 都市機構による UR 国立富
士見台団地の居住者のほとんどが住み慣れた住戸に、いつまで
も長く住み続けたいと考えていた。しかし自宅で最期を迎えた
いという希望があっても、日本人の 1 割程度しか自宅で最期
を迎えることができていないとされている。高齢者の身体的不
写真 18 マルセイユ ユニテ・ダビタシオン
屋上。保育園、体育館、プール等がある。

具合の状況に対応して、短時間にインフィルの改修を行うな
ど、高齢者が安心して、自分らしさを保ちながら、最期を迎え
るまで住み続けることが出来る住まいの仕組みが必要である。
UR 国立富士見台団地では自治会が 3 年ごとに居住者アン
ケートを行っている。最新の調査結果では、高齢者の家賃負担
が問題になっている。配偶者が他界すると年金受給額が半減さ

写真 21

写真 22

マルセイユ ユニテ・ダビ

マルセイユ ユニテ・ダビ

タシオン

タシオン

居住者によると、台所は創

吹き抜け上部から居間を

建当時のもの。

見下ろす。この住宅の計画
に対して、当時のフランス
建築界や医師会は、健康的
でないとして反対したと
されるが、筆者が訪問した
時は、朝日が住戸の中に差
し込み、気持ちが良い空間
が実現していた。

れるため、家賃を支払うことが困難になり転出を余儀なくされ
るとのことだが、受け皿になる住まいがなく困っている。なに
より、40 年以上にわたり住んできた団地を、人生の晩年になっ
て出ていかざるを得ないことは、あまりに惨いとアンケートに
回答が多く寄せられていた。全国的な問題であり、早期に具体
写真 19 マルセイユ ユニテ・ダビタシオン
中廊下に面する玄関口とその脇にある台所。台所のキャビネットは両面か
ら出し入れ可能。
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的な対応が必要であろう。
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最近、既存住宅の改修にも役立つ新構法として注目されてい
るのが、雑排水のサイホン排水方式である。サイホン作用を応
用した排水方式であるため、雑排水管の管径が小さく、勾配が
不要となるため、床ふところの寸法を小さくすることができ

備公団東京支社とアルセッド建築研究所による。KEP は

と期待されている。

1973 年より日本住宅公団（現：独立行政法人 都市再生

味な作業の積み重ねである。KEP や CHS は恩師や先輩が手

写真 25 グロピウス自邸
玄関ホールにある階段。ガイドの説明によると、この住宅は市場で入手で
きる建材、部品だけを用いて設計されたが、２階のプライベートな空間に
つながるこの階段の手摺だけは手づくりとのこと。

業が協力して研究開発を行った。建築設計は住宅・都市整

る。階高が低い集合住宅でも、水回りの改修工事が容易になる
筆者らが行っている長期居住履歴や改修履歴の調査は、地

写真 23 ヴァルター・グロピウス自邸 1938
グロピウスがバウハウスからハーバード大学 GSD に異動した際、ボスト
ン郊外のリンカーンに建設。1984 年夏、筆者が見学を終えて建物から出
たところ、向かいの住宅のご主人が、
「こちらが本当のニューイングラン
ドの住宅だから、見ていきなさい。
」と言って招いてくれ、グロピウスと
の個人的な交流について語ってくれた。

注 1）建設省（住宅部品開発センター）、日本住宅公団、民間企

機構）が行った住宅建設システム開発のための実験住宅プ
ロジェクトであり、オープン化や多様性・可変性が開発課
題とされた。中層棟、低層棟からなるエステート鶴牧 3

掛けられた仕事であり、若いころから関心があった。筆者は、

住宅団地は、1970 年代に実施された研究開発課題であ

日本建築学会建築計画委員会オープンビルディング小委員会

る住戸内部の多様性、可変性、システム化等について、可

の主査を 2004 年度から 2 期 4 か年、2012 年度からも 1 期 2
年、務めさせていただく機会があり、この分野の先駆者の方々

動間仕切り、可動収納壁などを導入することにより対応した。
注 2）日本建築学会建築計画委員会オープンビルディング小委
員会が開催した第 1 回オープンビルディング・フォーラ

からお話を聞くオープンビルディング・フォーラムズを 7 回

ムズ（2005 年 10 月 13 日）で講演いただいた内容や、

実施した。研究を進めるためには、これまでの技術開発の成

それ以降、折に触れ、ご教示いただいたお話による。

果を検証することが必須と考えたからである。もうひとつ、
筆者がこのような実態調査を行っている理由がある。30 数年
前、マサチューセッツ工科大学のハブラーケン教授が大学院

注 3）公団スケルトン・インフィル、現在は機構型スケルトン・
インフィルを呼ばれる。KSI では、高い耐久性を有した
鉄筋コンクリートの躯体、間仕切り壁を自由な位置に配置
しやすい小梁のない大型一枚床版、排水ヘッダー方式を用

の授業の中で、世界各地の多様な居住環境を写真や図面で紹

いた共用立配管の共用部への設置、直天井配線システム

介したうえで、変化を分析することにより本質がわかる、と

（テープケーブル工法）を採用し電気配線を躯体から分離

言われた。住宅は人が住まう場所である以上、生活への対応
が迫られ、住環境に対する関与（intervention）が起こる。

することなどの技術を開発し、その成果は、社会一般に普
及した。共用立配管を専有部に設けると、維持管理、更新
の障害になるため、共用立配管を共用部に配置することは、

人の生活と住環境の相互関係が、時間の経過とともに、どの

スケルトン・インフィル住宅では必須の要件とされ、その

ような変化を見せるのか、それを分析することにより、住ま

後の住宅性能表示制度における維持管理・更新がしやすい

いの本質、人間と建築の関係の本質が見えてくるのではない

住宅性能の考え方等に反映されている。

か。そのような思いもあり、住まい方の変遷や改修履歴を、
写真 24

82

グロピウス自邸

庭側の外観

写真 26

グロピウス自邸 食堂。ガラスブロックの壁の向こう側に書斎がある。

若い学生たちと一緒に調査している。
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