門脇邸

KADOWAKI HOUSE

設計者の自邸。敷地は稠密な住宅地の角地で、北側
の道路沿いには住宅地らしいスケールの光景が展開
しているが、西側には、そこに割り込むように広い
道路が通っていて、店を畳んだ看板建築が並び、か
つて目抜き通りだったことを忍ばせる。
ここに必要な諸室を配列すると自然に 3 階建てと
なったが、建物は北に寄せて隣地側の南面から採光
することとし、敷地のもっとも奥まった南東の端に
は外部吹抜けを設け、東西方向には通り土間、南北
方向には路地を通して、どこにいても視線が明るい
場所へと抜けるようにした。
立面は、東西南北それぞれに異なる状況に反応した
建物の部分、すなわちエレメントを、めいめいに立
ち上げて構成した。ほかのエレメントも、それが置
かれる局所的なコンテクストや、エレメントが内在
する構法的な原理にしたがって個別に設計されてい
るため、全体としては、互いに異なる原理をもった
エレメントの集積体のような様相を呈している。
したがってこの建物からは、何らかの一貫的記述を
読み取ることが難しい。しかし原理を違えて存在す
るバラバラな部分は、全体という領域を規定せず、
建物や敷地を越えた拡がりを獲得することに貢献し
ている。
Architects' house. The site is a corner of a
dense residential area, and there is a scale of a
residential area along the north road, but on the
west side, there is a wide road passing through it,
where closed shop houses line up.
It became three stories naturally when arranging
the necessary rooms. The building was moved
to the north and light will be collected from the
south side of the adjacent land. An exterior light
well was provided at the deepest southeast end
of the site to be bright from the streets through
the concrete floor in the building and the alley in
the site.
The elevation was constructed by raising the parts
of the building, ie, the elements, which responded
to different situations in the east, west, south, and
south respectively. Since other elements were
also individually designed according to the local
context and the construction principle in which
they are contained, the building has appeared
like an accumulation of elements having different
principles. So it is difficult to read some consistent
description from this building. However, the
disparate elements contribute to the acquisition of
expansion beyond wholeness given by the area of
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3 階寝室 2。
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屋根:
ガルバリウム鋼板 t=0.4 竪ハゼ葺き
アスファルトルーフィング
耐水合板 t=12
垂木 □-45×45
フェノールフォーム保温板 t=80
耐水合板 t=12
デッキプレート(素地)

2/100

外壁:
窯業系無塗装サイディング t=15+AEP
通気胴縁 □-45×45
透湿防水シート
フェノールフォーム保温板 t=35
間柱 St C-100×50×20×2.3

▼最高高さ(GL+9,980)
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2,046

太陽光発電モジュール(2.7KW)

外壁:
ガルバリウム鋼板平葺き t=0.35
透湿防水シート
耐水石膏ボード t=12.5
耐水合板 t=12
通気胴縁□-20×40
透湿防水シート
フェノールフォーム保温板 t=35
間柱St C-100×50×20×2.3
▼軒高(GL+7,934)
▼ロフトFL(GL+7,836)

10
3

内壁:
石膏ボード t=12.5+AEP
胴縁□-40×20

98

ロフト

2,340

天井:
野縁受け CC-19
野縁 CS-19
ポリカーボネート t=6
木竿縁 48×55

吹抜

吹抜

寝室1
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▼3FL(GL+5,496)

南側敷地境界

リビング

北西敷地境界

北東敷地境界

内壁:
石膏ボード t=12.5+AEP
胴縁□-40×20

2,544

床:
サイザル麻カーペット t=6
構造用合板 t=12
根太□-20×40
RC t=100

床:
ラーチ合板 t=12+WP
ケイ酸カルシウム板 t=6
構造用合板 t=12
根太 St C-75×45×15×2.3

255

▼2FL(GL+2,952)

洗面室

土間

天井:
野縁受 □-40×30+AEP
野縁 □-40×30+AEP
下地合板 t=12
ポリマーセメントモルタル t=4+撥水剤
庭

Ⓒマルモスタジオ / 森崎健一

Ⓒ TakeshiYAMAGISHI

Ⓒ TakeshiYAMAGISHI

Ⓒ TakeshiYAMAGISHI

2,647

内壁:
FRP防水
耐水合板 t=12
防水シート
石膏ボード t=9.5
胴縁 □-30×40

▼リビングFL(GL+2,697)

50

内壁:
ポリマーセメントモルタル t=4+撥水剤
下地合板 t=12
間柱 □-30×65

125

断面詳細図

1:50

2,358

1,438

1,248

地盤改良

▼1FL(GL+50)
▲GL

隣家CB塀

全体と部分の緊迫した関係を越えて
建物に全体性は必要か？この一見すると自明な問いに、納得のいく答えを用意することは

としての性格を強めるし、建物に首尾一貫した全体性を持たせようとするのであれば、エ

は、それぞれが別の論理に導かれて豊かに育っていく。

難しい。首尾一貫した論理や幾何学によって建物のあり方を隅々まで統制すれば、建物の

レメントには何らかの統制が敷かれねばならない。

エレメントの密度が高まってきたら、その近傍との関係性を考えながら、欠けたまま放っ

成り立ちは明快になり、建築表現としてわかりやすくなる。その結果として、建物にはこ

ただしこうした構図は、あらゆる全体と部分の関係に敷衍できる。たとえば都市を全体、

ておかれた部分の設計を始める。たまたま隣り合ったものの関係を構築する作業は、本質

こでいう全体性が付与される。しかし建物は、第一義的には何かを表現するために存在す

建物を部分とみなせば、都市の良好な全体性を保つために、建物の個性は極力そぎ落とす

的にアドホックで、思いがけない取り合いが次々と生まれるのであるが、そこで部分と部

るのではないのだから、表現は全体性に拘泥する理由にはならない。加えて、厳格な全体

べきとの議論も成立するし、都市の構成要素に過ぎない建物が、仮に全体性を持つのだと

分は、互いの存在をクリティークするものになるよう意識する。その結果として、幾何学

性は、それによってできあがった世界を内部で完結させ、建物にある種の閉鎖性をもたら

しても、それは都市の側から見れば不完全なものだということになる。「建物に全体性は

的だったり構成的だったり力学的だったりする建築の秩序、つまり全体を組織化しようと

してしまう懸念もある。

必要か？」という冒頭の問いは、
ある側面では、
「全体」というかたちで仮定された領域を、

する動きは、その勢いを大きく削がれることになる。

あるいは、
生産性や経済性の観点から全体性の存在意義を説明できるかもしれない。実際、

建物が占める範囲そのものと一致させるのかどうかという問題に過ぎない。

そのようにしてできあがったこの建物では、部分を読み解いても、全体を把握することに

近代建築に導入された直截簡明な幾何学は、規格化と標準化を通じて大量生産を実現する

しかし、むしろここで注意すべきなのは、この構図における「部分」が制御の対象と同義

は繋がらない。ある場所について理解することが、別の場所の理解を促すことがあったと

ためのものであった。一方で現代の日本では大量生産時代は過ぎ去って、むしろ少量生産

であり、また「全体性」は制御のあり方を方向付ける抽象的なパターンとして働いている

しても、それがすべての場所にあてはまるとは限らない。部分から全体への短絡や、部分

時代の建築のあり方を本気で考える必要に駆られている。また構法は、木造の躯体にアル

ことである。つまり全体性とは、実のところ、境界を規定することで内部とその要素を同

の一般化は禁じられていて、全体性は容易には立ち上がらない。そもそも、設計が終わっ

ミサッシが取り付くといった具合で、由来の異なる産業のキメラ的複合体の様相を呈して

定し、要素の制御を通じて内部環境をデザインしようとする、素朴な方法論の部品として

て生活の場になったこの建物からは、全体を俯瞰するような視点がすでに失われている。

いるが、これを全体性によって統制しようという考え方は、多様な産業のジャンクション

現れる虚の焦点である。だとするならば、超越性さえ幻視しかねないこの特異な存在を取

だからここにあるのは、エレメントや場所がいくらか即物的に隣り合う、その連なりに過

としての建築の可能性を、かえって狭めてしまうようにも感じられる。

り去って、複雑な要素を複雑なままに、排他性を発揮する自明な境界をなるべくつくらな

ぎない。しかしエレメントや場所の連なりは、そのあいだに先験的な関係性を持たないこ

このように考えていくと、建物の全体性という仮説は、だんだんと疑わしくなってくる。

いように、建物をデザインすることはできないか。これが今回の自邸での実験であった。

とによってはじめて、どこまでも無限に広がっていく可能性へと開かれるのだ。その可能

そこで 2012 年に、建物の物的な部分であるエレメントから建築を考えてみることを思い

設計は、諸室を配置したボリュームをおおむね定めたあと、それを構成するエレメントを

性は、まさに眼前の自由として現れている。

1)

具体個別に考えていくかたちで進んだ。全体像を想定しないまま、部分をそのありように

。

任せることによって詳細へと導き、しかし最後までは設計しきらず、どこかを欠いたまま

立った 。検討を続けるうちに明らかになってきたのは、おおよそ以下のようなことであ
る

2) 3) 4)

そもそも床・壁・天井などといったエレメントは、建物の部分であると同時に、複数の部

にして別の部分へと移る。次に設計するのはなるべく離れた部分として、設計はあたかも

材が組み合わさったまとまりでもあり、その構成部材の組み立ての手順や、まとまりと見

車のホイールナットを締めるときのように、建物の対角を立体的に行き来しながら進んで

なされることの合理的理由や歴史的経緯などの、独自の存在論理を持っている。つまりエ

いく。このとき、特に境界の近くのエレメントは、その存在の論理が周辺と連続し、越境

レメントは、半自律的な存在である。不完全な全体性を持つといってもよい。だからそれ

的な位置付けを獲得できるように注意を払う。あるいは、建物ではなく局所的なコンテク

ぞれのエレメントが内在する論理を素直に発揮させれば、建物は異質な論理が輻輳する場

ストのエレメントとして設計するといってもよい。こうして全体に散らばったエレメント
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