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デルフト工科大学では、住宅のこと
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いない。 この言葉は、1980 年代に
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築分野の国際的な研究組織である
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以下にご紹介する。 氏は、1928 年

うになったのは、ずっと後になって

ら設計の実務に戻れると思っていた

もよく覚えている。

10 月 29 日、インドネシア・バンド

からで、当時、住宅は建築とみなさ

そうである。
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注1

オープンビルディングの理念は、
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ハブラーケン教授

ハブラーケンの授業と演習は、今

search and Innovation in Building

建築生産におけるモデュラーコーデ

ン 生 ま れ の オ ラ ン ダ 人 で あ る。

れていなかったという。しかし、ハ

ハブラーケンは、フリーの建築家

は MIT 博物館が入っているキャン

and Construction）に、オープンビ

ィネーションなどの技術的側面とコ

MIT を退職した現在は、オランダ、

ブラーケン自身は、学生の頃から住

をしていた 1961 年、 非常に影響力

パス北のＮ 52 館で行われた。1984

ルディングを研究するタスクグルー

ミュニティや居住者の意思決定など

アペルドン（Apeldoorn）に奥様の

宅に関心を持っていた。アムステル

のある著作であり、その後のオープ

年秋期の科目「Thematic Design：

プ TG26 の設置が承認され、第 1 回

の社会的側面の両方を含んだもので

Marleen さんと一緒に暮らしている。

ダム派の建築やオランダの街が大好

ンビルディングの理論的基盤をなす

Theory」は水曜日の午後 2 時から 4

目の国際会議が開催されたのが

ある。その考え方の特色は、下記の

2013 年、 ス イ ス 連 邦 工 科 大 学 の

きだった一方、当時、オランダで建

「サポート、マスハウジングに替わ

時までが講義、月曜日の午後 2 時か

1997 年 5 月であるので、今年で丁度、

3 つに要約される。

Sonja Lüthi 女史と Marc Schwarz

設されていたマスハウジングに拒否

るもの」を出版した。原著はオラン

ら 6 時までが演習であった。講義で

氏がハブラーケン（以下、敬称略）

感を感じていて、何が間違っている
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となり、国際的に研究が進められて
きた。節目となるこの時期に、オー
プンビルディングについて整理をし

1. 都市・建築を、時間の経過とと

2. 居住環境を、ヒエラルキーを持
った構造として認識する。
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アで働くシビルエンジニアであ っ
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た 4 年後、ハブラーケン先生によれ
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通 っ た。 父の書斎にあ っ たオラン

決定権を持つことに魅力を感じてい

ば、図らずも SAR を率いることに

境（built environment）を設計する

ハブラーケン氏の経歴は、オープ

ダ、アムステルダム派建築の本を見

たものの、それは現実的ではないと

なり、 住宅生産の諸課題に取り組

手法を説いていた。講義では、アム

MIT（ Nicolaas John Habraken、

ンビルディングの考え方が生み出さ

たのがきっかけになり、子供のころ

考えていたが、ハブラーケンは、そ

む、長い人生を歩み始めることにな

ステルダムの運河沿いの住宅（図 2）
、

Massachusetts Institute of Tech-

れた経緯と密接な関係があるので、

から将来は、オランダに行って建築

の頃すでに、居住者は住宅の計画プ

った。

ボストンのビーコンヒルやバックベ

とが注目されることになったのは、
ニコラス・ジ ョ ン・ハブラ ー ケン
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確認する試験問題であった。
MIT では、寒さが厳しい 1 月には
講義がなく IAP（Independent Activity Period）になる。全くの休講
になるのではなく、この 1 か月を利
用して、各種のワークショップも開
かれた。 ハブラ ー ケン教授の 1985
年春期の講義「Thematic Design：
Method」
（テーマによる設計：手法）
は、2 月 7 日に第 1 回目の講義が始
まり、毎週、木曜日の 12 時から 2 時
まで講義が行われ、月曜日の 2 時か
ら 6 時まで演習が実施された。春期
pen Building

る形、②時間の経過とともにまたは
同時並行的に異なった人達によって
形成される形、③空間と時間は異な
っているが相互に関係するシステム
を並置する形の設計手法を取り扱っ
図2 アムステルダムの
運河沿いの住宅

た。サポートレベル、インフィルレ
Upper Floor

ベル、アーバンティッシュレベルの

Ground Floor

講義と演習で構成され、それぞれの
レベルに対応して、以下の演習が実
施された。

演習課題①：サポートレベル「連棟
型住宅平面のゾーン分析」
あるサポートが与えられ、それを
使って内部をプランニングする演習。
与えられたサポートで何が可能かを
図3 ボストン、バックベイのタウンハウス

図4

英国イングランド、バースの街並み

図6 ボストン、バックベイのタウンハウスの連続平面図
（ハブラーケン教授の講義資料）

分析（ キャパシティ分析 ）して、 サ
ポートを設計するプロセスを学ぶ。

演習課題②：インフィルレベル「フ
イの住宅（図 3）、英国イングランド

跡の連続平面図などが配布されてい

て、単純な原型に、付加、削除等の

のバースの歴史的な街並み（図 4）、

た。授業にて配布された MIT の学

操作を段階的に行い、複雑な構造物

ベニスの運河沿いの住宅などを沢山

生達によるボストン、バックベイの

を設計する。原形とそのバリエーシ

他人が入ってくることを拒否（コ

のスライドを用いて紹介された。当

タウンハウスの連続平面（図5、6）
や、

ョンによって、複雑な構造物をシス

時配布された講義のスケジュール表

ハムディ
（Nabeel Hamdi）准教授が

テマティックに設計することができ

には、居住環境・建築の変化、空間

指導した英国バースの都市建築の調

の形、システムのテーマ、型の役割、

査結果（図 7）

フィールド（街）の展開、位置決めの

の思想を反映した当時の MIT の教

演習課題①で作成した断面を 2 方

ルール、構造物の表象、空間のキャ

育の特徴を表しているといえよう。

向に展開することにより、面的な広

パシティ分析、形態の階層性、アー

1984 年秋期には、 講義と連動し

注３

は、ハブラーケン

バンティッシュ（都市構造）のモデル、

た演習として、次の 4 つの課題が出

領域、形態の変化などのキーワード

題されていた

注４

。

の説明には、サウジアラビア出身の

演習課題①「断面の変化」

演習課題④「領域の変化」

の講義で学修した）テーマによる設

ァサードを構成するインフィル部品の

計のコンセプトが、建築家としての

開発」

自身の仕事に、どのように活かせる

ファサードを構成する壁をサポー

ントロール）する行為が領域（テリ

か述べなさい。第 2 問：物理的空間

トとみなして、その開口部に取り付

トリー）を生み出す。領域には階層

（physical space）と領域的空間（ter-

ける建具をインフィルとして設計す

ることを学ぶ。
（図 8、9）

性（深度 territorial depth）が存在す

ritorial space）の違いは何か。また

る。サポートに設ける開口部の位置

演習課題②「地区レベルの展開」

る。この課題では、建築的な操作に

両者はどのように決定されるのか。

と大きさを変化させた場合、建具に

より、領域の深度を変化させる。

両者の空間の関係について、いくつ

どの様な組み合わせが必要となるか

学期末の第 25 回目の授業日に期

か事例を挙げて説明しなさい。第 3

を検討する。

がりを持った構造物をつくる。

末試験が実施された。いつもの演習

問： あ る 空 間 に 2 つ の 形（ forms/

演習課題③：ティッシュレベル「テ

演習課題③「空間のキャパシティ分

室に行くと、部屋の壁がすべて白の

configurations）が存在する時、あ

ィッシュレベルにおける住棟間隔の

析」

検討」

模造紙で覆われており、机と椅子が

る時は一方が他方に卓越（dominant）

タウンハウスの戸境壁と戸境壁の

外に向か っ て円形に並べられてい

していると、すぐにわかるが、その

アーバンティッシュの設計におい

間隔（スパン寸法）の変化に対応し

た。円の中心にはハブラーケン先生

ことを見出す努力が必要な場合もあ

ては、柱棟間隔が重要な検討項目に

留学生アクバル（Jamel Akbar）氏

ハブラーケンは、建築の設計過程

て、壁に挟まれた住戸空間の使われ

が座り、 白の答案用紙の束が積ま

る。 なぜ、 ある時は見ただけです

なる。 住棟間隔に応じて、 駐車ス

から学んだというイスラムの都市構

における形態の変形は、 付加、 削

方に、どのような差異が生じるのか

れ、絶対にカンニングが出来ないレ

ぐ、わかるのか。そうでない場合、

ペ ー スや歩行者空間等の外部空間

造を示すカイロの旧市街の地図やド

除、再配置、置換の 4 種で構成され

を分析する。

イアウトになっていた。期末試験は

何をしなければわからないのかを説

に、どの様な空間構成や機能を設け

イツの研究者が調査したポンペイ遺

ると分析している。 断面図を用い

記述式の 3 問である。第 1 問：（一連

明しなさい、という講義の理解度を

ることが可能かを検討する。
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が並んでいる。アーバンティッシュ
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の授業では、複雑な形、例えば、①

Professor Emeritus Nicolaas John Habraken &

図5 ボストン、バックベイの住宅地、川の対岸がMITキャンパス
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ィングを研究する組織が設置される

クリートパネル住宅団地の再生手法

月、スイス連邦工科大学 ETH で開

ことになった。初めの 5 年間はタス

に関する会議を共催している。将来

催された。 ホスト役を務めたのは

クグループ TG26 として、その後は

を見据えて若手研究者の参加を促す

ETH の元学部長 Dietmar Eberle 教

ワーキング・コミッション W104 と

ため、年次会議に合わせて学生コン

授 で あ る。 彼 は、 現 在、W104 の

して活動している注７。1997 年 5 月に

ペを実施したこともある（2008 年ア

コーディネーターを務める香港大学

オランダ、デルフト工科大学で開催

メリカ、2010 年スペイン）。将来的

のジア・ベイシ（Jia Beisi）准教授が

された第 1 回会議以降、ほぼ毎年 1

な活動の広がりや研究成果の色々な

ETH に留学した時の指導教授であ

回、年次会議を開催して、学術論文

国への展開を鑑みて、W110（Infor-

り、 アムステルダムの IJburg に建

の発表・討論、論文集の発行、テク

mal Settlements and Affordable

設された Solid を担当した建築家で

ニカルツアーの実施などを行ってき

Housing）と合同で年次会議を開催

もある。近年、W104 の年次会議は

た（表 1）
。1999 年 5 月には、ドイツ、

したこともある（2008 年アメリカ、

参加者が固定しがちであったが、事

デッサウで開催された東欧のマスハ

2011 年アメリカ）
。

務局や関係者の努力のおかげで、新

Professor Emeritus Nicolaas John Habraken &

図7

MITの学生による英国バースの都市・
建築調査 注3

の時に提出した日本の町屋の経年変
化の図面が建築の継時的変化を示す
例として掲載されている。

CIBにおける
オープンビルディングの研究
推進
CIB（ 建築研究国際協議会 ）は、
建築・建設部門の政府系研究機関の
国際的な研究協力および情報交換の
図8

演習課題 ①の例

図9

演習課題 ①の例

活性化と促進を目的とする団体とし
て、 技術分野の研究機関を中心に

たな参加者を得ることが出来た。

CIB TG26 および W104（オープンビルディングの推進）による国際会議 注８

開催時期

開催都市

第1回

1997 年 5 月

デルフト工科大学

第2回

1997 年 11 月

ワシントン DC

4 つの課題によるワークショップ（オフィスの住宅への用途転用、賃貸共同
住宅新築工事、タウンセンターの計画、高層賃貸集合住宅の新築計画）

第3回

1998 年 6 月

ヘルシンキ

Rehabilitation of Multifamily Housing および
Fit-out or Inﬁll Systems for Residential and Non-residential Buildings

第4回

1998 年 11 月

台湾

台北、台南

Open Building - Future Housing: Local Transition and Global Cooperation

第5回

1999 年 9 月

英国

ブライトン

Flexibility and Change, Unfreezing Tenure and Funding, Building and
Industry, Designing for Sustainability and Housing as a Consumer Product

第6回

2000 年 10 月

東京

Continuous Customization in Housing

第7回

2001 年 10 月

オランダ
デルフト工科大学

Agile Architecture and Social Sustainability

第8回

2002 年 10 月

メキシコシティ

Balancing Resources and Quality in Housing

第9回

2003 年 10 月

香港

Dense Living Urban Structure

第 10 回

2004 年 9 月

パリ

Open Building and Sustainable Environment

第 11 回

2005 年 9 月

東京

SB05（Sustainable Building Conference）: Action for Sustainability との共
催、建築会館で W104 分科会開催

第 12 回

2006 年 7 月

オランダ アイント
ホーヘン工科大学

Adaptables2006

第 13 回

2007 年 5 月

南アフリカ
ケープタウン

CIB 大会に合わせて開催 Construction for Change: Lessons from the Field
on Moving Beyond Functionalism

第 14 回

2008 年 10 月

インディアナ州マンシー、 Education for Open Architecture、
Ball 州立大学
（CIB W110 Informal Settlements and Aﬀordable Housing と共催）

第 15 回

2009 年 10 月

オランダ Noordwijk

第 16 回

2010 年 5 月

スペイン、ビルバオ

Open and Sustainable Building
（英国 Salford で開催された CIB 大会で W104 の特別枠設置）

第 17 回

2011 年 11 月

アメリカ合衆国
ボストン

Architecture in the Fourth Dimension
（CIB W110 Informal Settlements and Aﬀordable Housing と共催）

第 18 回

2012 年 11 月

北京

Long Lasting Building in Urbanization

1953 年に設立された。長年、CIB の

会議テーマ
1996 年 11 月日本建築センターで準備会議が開催され、1997年5月CIB 企
画委員会でタスクグループ TG 26 の設置が承認されたことを受けて開催。
（第 5 回までは TG26）

春期の学期末には講義ノートの提

都市・建築を構成する法則について

事務局長を務めた Wim Bakens 氏が

出が求められた。英語と日本語の両

述 べ て い る。Palladio s Children

2017 年 3 月 1 日付けで退任し、現在、

方を使って、ラフにノートをとって

（Taylor & Francis、2005 年 ）は、

フィンランド RIL の Pia Vasko 氏が

いた私は、英語で一からノートを作

日常的な居住環境と建築家の職能の

臨時事務局長を務めている。事務局

成しなおすことになったが、このこ

関係について解説している。Con-

は長らくロッテルダムに置かれてい

とは非常に良い復習の機会とな っ

versations With Form: A Work-

たが、現在はデルフト工科大学内に

た。

book for Students of Architecture

置かれている。日本では、国立研究

ハブラーケンは MIT を退職した

（Routledge、2014 年）は、ハブラー

開発法人建築研究所が CIB 連絡協議

のち、MIT での講義や研究成果に

ケン教授の MIT での教え子である

会（ CIB Domestic Council of Ja-

基づいて一連の出版物を刊行してい

Andrés Mignucci 氏 と Jonathan

pan）および CIB 日本事務局の機能

る。The Structure of the Ordinary

Teicher 氏との共著であり、MIT 大

を担っている注６。

（MIT Press、1998 年）は、建築の

学院での演習課題を洗練して、建築

1995 年に開催された CIB 大会に

形態とそのコントルールの関係に着

を学ぶ学生が形の作り方を 7 つの演

おける内田祥哉東京大学名誉教授に

第 19 回

2015 年 9 月

スイス連邦工科大学 ETH

The Future of Open Building

目し、居住環境の変化のパターンを

習課題を通して習得する内容となっ

よる NEXT21 に関する基調講演が

観察することによって明らかになる

ている注５。筆者が MIT の大学院生

契機となり、CIB にオープンビルデ

第 20 回
（予定）

2017 年 9 月

韓国・ソウル

UIA の大会に合わせて W104 の特別セッション Architecture for the Future
が開催される予定。
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表1

直近の第 19 回会議は、2015 年 9
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ウジング時代に建設された大型コン

Changing Roles: New Roles; New Challenges
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希望に基づき、個々の住戸の内装が

法の良さが認められ、ベルン州が発

で学位を取得した日本通であり、日

設置されたことや、中庭を囲んだ住

注するプロジェクトでは同種の手法

本のスケルトン・インフィル（SI）技

引用または参考文献

棟配置が作る街区の空間構成に特色

が採用される例が増えている。日本

術を導入した先導的プロジェクトを

1）オランダ語版が1961年に出版され、1972年に英語版 Supports, an

がある。NEXT21 はこの時期に建

で 2009 年に施行された「長期優良住

指導し、2015 年には、 日本の SI 建

オフィスビルや商業系のビルにおい

設された実験住宅の頂点をなすプロ

宅の普及の促進に関する法律」は、

築を紹介する著書も出版している。

ては、特に珍しいことではないが、

ジ ェ クトとして位置付けられてい

その認定基準にオープンビルディン

社会システムや技術の地域差の問題

住宅については、まだ取り組むべき

る。

オープンビルディングの理論に
基づく実践事例とその成果
サポートとインフィルの分離は、

グの可変性の考え方が応用されてお

などがあり、新しい手法を導入する

第 2 段階は、オープンビルディン

り、KEP,CHS,KSI と長年に渡って

には困難が伴うようだが、 中国は

グの手法が市場に受け入れられるよ

官民が連携して取り組んできた住宅

今、世界で一番、オープンビルディ

としては、Papendrecht（オランダ）
、

うにな っ た段階である。2005 年に

生産の合理化に関する研究成果を社

ングに関心を持ち、積極的に実践し

PSSHAK/Adelaide Road（ 英国 ）、

建築家 Esko Kahri 氏がヘルシンキ

会全体に広める施策として、国際的

ようとしている国かもしれない。中

に評価されている。

国やアフリカなどの国々において、

課題が多いとされる。住宅系のオー

市主催の設計競技に優賞した Arabianranta の分譲住宅がその代表事例

最近の事例として注目されるのは、

である。このプロジェクトでも入居

本連載の第 7 回で紹介したアムステ

予定者が、予算と工期の中で、住戸

CIB にオープンビルディングに関

ルダムのインタ―ネットオークショ

の内装設計に自分の嗜好を反映させ

する研究組織が設置されて 20 年近

ンによりテナントを決めた用途自由

ている。Frank Bijdendijk 氏がアム

くが過ぎたこともあり、この数年、

で開催された CIB W104 の年次会議

のスケルトン賃貸プロジェクト Sol-

ステルダムで始めた Solids のプロジ

主査や委員の間で W104 分科会の将

に 発 表 し た 論 文 Change and the

ids やヘルシンキ Arabianranta に建

ェクトも第 2 段階を代表するプロジ

来について議論を重ねてきた。2009

Distribution of Design で、次のよ

設された 5 ｍの天井高を持つスケル

ェクトである。

年、オランダで開催されたCIB W104

うに述べている。

トン分譲集合住宅 Tila（ 図 10）注 10

今後の展開

までに研究・開発してきたことが、
活用されることを願いたい。
ハブラーケンは、2004 年 9 月パリ

第 3 段階は、オープンビルディン

の会議で、TG26 設立当時からのメ

モダニズムには、建築を複数のレ

グの手法が国や地方自治体の住宅政

ンバーであるファン・ランデン・デ

ベルとして捉えておらず、複雑な都

ハブラーケン教授とケンドル教授

策や発注制度に反映されるようにな

ルフト工科大学名誉教授から、継続

市構造を単純なひとつのレベルのも

は、オープンビルディングの 20 年

った段階である。スイス、ベルン州

することに意義があるとのご意見も

のとして捉えがちである。つまり、

を振り返り、3 つの段階があったと

の施設部門長 Giorgio Macchi 氏は、

あり、次の体制への発展・継承のあ

大きなものを単調な繰り返しとして

総括している注11。第 1 段階は実験・

病院施設の工事発注にあたり、50

り方について模索してきたが、2015

扱 っ ている。 ダイナミ ッ クに変化

試行段階である。建築家 Frans van

年以上の寿命を期待する構造体、20

年にスイス連邦工科大学 ETH で開

し、個性を重んじると称する現代に

der Werf 氏がコンペに入選し、そ

年程度で更新する内装・設備、5 年

催した第 19 回会議の後、 今後は、

おいて、人類史上かつてないほど、

の案に基づきオランダ Papendrecht

程度の短期に更新が必要となる医療

若くて意欲のあるオランダ Mieke

レベルの分化に硬直的で、時間の感

に 1974 年に建設された Molenvliet

設備の 3 つに区分し、それぞれ単独

Oostra（Hanze University）と南ア

覚に乏しいとは皮肉である。
「形態

のプロジェクトがその嚆矢である。

で設計委託、工事発注を行い、工程

フリカ Amira Osman（University

は機能に従う」というモダニストの

公的賃貸住宅ながら、入居予定者の

管理、予算管理を徹底した。この手

of Johannesburg）の 2 名の女性が、

ドグマを否定する。時間を意識した

推進役を引き受けてくれることにな

建築において、機能は予測不可能な

った。

ものである。もはや建築は機能に従

がある。

図10 ヘルシンキの賃貸住宅
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TI LA 注10

2）ハブラーケン教授及び SAR の業績については、下記の図書が詳しい。
Bosma, Koos, with Dorine van Hoogstraten and Martijn Vos:
"Housing for the Millions, John Habraken and the SAR（19602000）", NAI Publishers, Rotterdam, 2001, ISBN 90 5662178 5,
375p.
3 ）Bath A Topographical Study, Nabeel Hamdi, Brad Edgerly,
Department of Architecture MIT, 1984年頃、私家版
4）演習課題の詳細は、拙稿、建築論壇

オープンビルディングの理念：ハ

ブラーケン教授の講義と研究、建築雑誌 Vol.115、No.1461、pp.5255、2000年10月に掲載。
5）7つの演習課題のスケッチアップのデータは下記の URL からダウンロード
できる。http://thematicdesign.org/blog/
6）CIB 連絡協議会／ CIB 日本事務局ホームページ
http://www.kenken.go.jp/japanese/contents/cib/
7）設立時の主査（コーデーネーター）は、オランダのカール・デッカー（K.
Dekker）氏とアメリカ合衆国のステファン・ケンドル（Stephen Kendall）
氏であった。カール・デッカー氏退任後、フィンランド工科大学のウルッ
プ・ティウリ（Ulup Tiuri）女史がコーディネーターになり、ティウリ氏
が退任した2003年10月からは、米国ケンドル教授、香港大学ジア・ベ
イシ准教授と南一誠の3名が、共同して主査を担当した。2011年5月以
降、
南に替わり、椙山女学園大学の村上心教授が主査を務めている。長年、
主査を務めたケンドル教授は2015年9月に退任し、現在、ジア・ベイシ
准教授と村上心教授の2名が主査である。
8）下記の文献などにより作成。
・CIB TG26（建築国際会議）のこの3年間の概要、深尾精一、「SI 住宅
= オープンビルディングの国際動向」、日本建築学会建築計画委員会工
業化構法の国際化小委員会、1999年4月
・オープンビルでイングと日本の SI 住宅国際会議 OBT2000について、
深尾精一、オープンビルディング国際会議連携シンポジウム ‐ SI 住宅
は日本の市場において普及していくのか ‐ 、オープンビルディング東
京2000実行委員会、2000年10月18日
・CIB のウェブサイト
http://www.cibworld.nl/site/home/index.html
・CIB W104 Open Building Implementation のウェブサイト

スイス連邦会議で基調講演をした

うことはできないのだから、変化の

中国建築標準設計研究院の劉東衛氏

コンテクストとして、また居住者に

9）ハブラーケンの元で学位を取得し、インディアナ州マンシーにあるボール

は、2016 年 10 月 20 日、北京で開催

よる多様性として捉えなおすことが

州立大学で教鞭を取っていたステファン・ケンドル教授による Residential

された、中国建築標準設計研究院創

必要である。このことは、形の形成

立 60 周年記念国際会議 2016 Beijing

におけるレベルの分化に繋がる。同

International Forum of Open

時に設計における責任の分担にも繋

Building Development and Prac-

がる。

Construction Model of In-

ハブラーケンが学生の頃から抱い

ternational Open Building and

ているモダニズム建築への疑問。そ

Housing Industrialization ― に、

の解決策として探求されてきたのが

CIB W104 のコーディネーターの経

オープンビルディングの数々の取り

験があるステファン・ケンドル米国

組みであるといえる。ハブラーケン

ボールステイト大学名誉教授、芝浦

は終始一貫、ぶれることなくこの問

工業大学の南一誠、現在のコーディ

題に取り組んできた。88 歳を過ぎ

ネーターの 1 人である香港大学のジ

た今でも、ハブラーケン教授は、ア

ア・ベイシ准教授を、基調講演者と

ペルドンにある自宅の書斎で、この

して招いてくれた。劉氏は九州大学

課題への挑戦をやめることはない。

tice
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オープンビルディングの分野がこれ

オランダ語版が1962年に出版されたと記載されているが、1961年であ
ることをハブラーケン教授本人に確認している。

―

http://open-building.org/

Open Building（E&FN Spon、2000年） に詳しく紹介されている。

pen Building

Professor Emeritus Nicolaas John Habraken &

Keyenburg（オランダ）
、NEXT21、
ふれっくすコート吉田などがある。

ご自身のウェブサイト（http://www.habraken.com/index.html）に、

Professor Emeritus Nicolaas John Habraken &

pen Building

プンビルディングの先進的な事例

注９

Alternative to Mass Housing が、1999年に復刻版が出版されている。

邦訳「サステイナブル集合住宅 ― オープン・ビルディングにむけて ― 」
、村
上心訳、2006年
10）ハブラーケンが管理するウェブサイト（http://thematicdesign.org/
blog/）にオープンビルディングの最新動向が掲載されている。図10の
出典は、下記 URL。
http://thematicdesign.org/tila-open-building-project-in-helsinki/
11）The Three Stages of Open Building Implementation, John
Habraken, Stephen Kendall, February 5, 2016（私的メモ）
本稿に掲載する URL の情報及び閲覧時期はすべて 2017 年 5月のものである。

南 一誠

芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授

Kazunobu Minami
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