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計画の実装と行為による空間創出に関する一連の研究
小野田 泰明
きの確率まで多岐に渡るが、 当該研究者が実践と研究を行き来しながら

１． 概要
2011 年に発生した東日本大震災は、 住まいの再生とコミュニティの関係

全体を取りまとめていくことで、 内部観察者としての視点を獲得して解釈

や復興計画における合意形成の重要性など様々なことを問いかけた。 こ

の解像度を上げ、 行為主体の戦略や微差を拾い上げつつ行為を探求す

の災害から 10 年以上が経過し、 多くの実践や研究が行われたが、 被災

る。 この分析態度は、 限定合理的な存在である行為主体 5) の意図や戦

の膨大さや多領域にまたがる問題の複層性から全体的評価は未だ途上に

略に光を当て、 空間を多面的に浮かび上がらせることを可能にする。

ある。 一方、 科学としての自律性を高めていった我が国の建築計画学も、
初期に研究のドライビングフォースであった実務へのフィードバックについて

12 編は、 計画実装に着目した第一部と第二部、 空間創出に焦点を当
てた第三部と第四部から構成され、 下のように整理される （図１）。

再定義の必要性が叫ばれていた。 両者は別の概念だが、 計画を実空間

第一部 大震災からの復興の実態解明 （論文１～論文６） は、 本研究

に適用する作業と計画された空間を住みこなす両者が深く関わる事象で

の中核をなす部分で、 大災害からの復興における全体像を探求したもの

あり、相互の交差によって新たな知が生み出される可能性が存在していた。

である。 複雑な事象が短期間に集中する復興という場所において、 計画

本研究は、 東日本大震災からの復興を計画的側面から分析した研究を

を実装する局面に視点を定めることで、 従来は難しかった東日本大震災

中心に、 それと並走する建築平面上での空間利用を扱った研究を加えた

の全体像の把握を試みている。 基礎自治体や建設協議会など、 復興に

計 12 編の論文から構成されている。 ここには、 計画を現実化しようとする

関わる主体を対象に、 復興計画の実現にそれらがどのように関わったかを

動き （計画実装） と出来上がった環境を創造的に住みこなそう、 居こな

見た主要部分、 海外の災害に対象を広げ、 復興の枠組や長期の再帰を

そうとする動き （空間の創出） の並置によって、 人間と空間の関係を総

保障する伝承について見た、 補完部分とに分けられる。

体として把えようとするものである。 この視座は、 「抽象空間」 と 「具体空

第二部 建築を実現するステークホルダーと制度 （論文７～８） は、 建

間」 を繋ぐ相互運動 （空間の表象 / 表象の空間） を通した 「空間の生

築が生み出される前段階である計画過程における、 ステークホルダーの

産」 を提示した A. ルフェーブル 1) や D. ハーヴェイ 2) や E. ソジャ 3) らのポ

関係ならびにそれを支える制度の創出などを明らかにしたものである。 第

ストモダン地理学との間に親和性を有している。 このように、 計画を空間と

一部で用いられている計画の実装に迫る方法論は、 この研究によって得ら

して実現する側と空間を活用する側の両者を横断する態度は、 人とモノを

れた知見を応用したもので、 前段部分の基礎をなしている。

区分して分析する形式を批評し、人・ものの関係性を総体的に捉える指向、
4)

B. ラトゥールによるアクターネットワーク理論とも繋がっている 。

第三部 主体の戦略と空間の活用 （論文９～ 10）、 第四部 行為を通じ
た空間の創造 （論文 11 ～ 12） では分析の焦点を平面に移行している。

とはいえ本研究は、 哲学や社会学の言語を衒学的に援用しようとするも

第三部は機能を区分して割りつけた平面型において、 従来の建築計画研

のではない。 計画が具現化する過程を「実装」と名づけ、ステークホルダー

究では明らかになりにくかった主体の戦略やリテラシーに遡ってその評価を

に分解することでその仕組を解明しようとする研究、 計画が生み出した空

行っている。 第四部は機能ごとに空間が分割されていない大平面を持つ

間が利用される現場で、 人の行動を通じて 「創出」 される空間を見出そ

平面型において、 人の挙動を確率論的に重合する手法を用いて空間の

うとする研究を並走させることで空間を総合的に明らかにし、 空間と人間

評価を行った。 両者は対照的な計画アプローチによって実現した平面型

に関する深い知に到達することを意図したものである。

を対象にしていることから相補的関係にもある。

各論文が扱うのは、 基礎自治体のマネジメントから空間における人の動
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宅が、 実際に災害公営住宅の平面型に応用されているが注 1）、 第三部の
研究はこれらに理論的根拠を提供し、 研究と実践を架橋する契機となって
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主体の戦略と空間の活用（論文

いる。 また、 これら知見の適用を通じ、 当該研究者が復興の現場おける
当事者＝内部観察者としての位置を占めることで、 復興主体の内部情報
へのアクセスを獲得し、 第一部の研究の足がかりも得ている注 2)。 このよう
に研究と実践を往復しつつ、 大きなスパンで人と空間の関係の整理を試
みたのが本研究である。 以下、 それぞれにおける成果について述べる。
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２． 計画の実装に関する研究
図１ 本研究を構成する論文の関係
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2-1. 第一部 大災害からの復興の実態解明
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東日本大震災から復興についての総合的な課題を海外に紹介したも

１） 復興実装主体の研究
災害からの復興に関しては、国際的にも多くの研究が展開されている

1)-5)

。

国内においても、 林らが阪神淡路大震災での兵庫県の組織運用を対象に
6）

のは、 都市計画分野では様々に行われているが

21),22)

、 建築と復興の観

点からは限定されている。 論文４ 「Complexities and Difficulties Behind

対応時期と必要な職能の大枠を示し 、 高橋らは雲仙における復興計画

the Implementation of Reconstruction Plans After the Great East Japan

策定とその後を分析した 7）。 災害対応時の命令系統に着目した近藤らの

Earthquake and Tsunami of March 2011」 は、 そうした情報ギャップを改

研究も重要である

8),9)

。 太田らは計画策定側の状況を記述し

10）

、 牧らは

復興計画策定の背景をまとめている 11)-13)。 前述の近藤らはニューオリン
ズとの比較でも有用な知見を提供している

14),15)

善する一環として発表された招聘論文である。
２） 日本の復興を相対化する研究

。 しかしながら、 主体の性

国際的に見ると復興のスタイルには様々な方向性が存在し、 日本の復興

向と実際の復興の関係については明示が困難で、解明は限定的であった。

は政府が主体的役割を果たすタイプである。 そのため、 政治体制は異な

東日本大震災からの復興に関しては、 日本建築学会による報告が出さ

るものの政府が同様に重要な役割を果たす中国の復興体制を理解するこ

れ 16)、 ケースの報告もなされているものの 17),18)、 災害の広域性と複雑さか

とには意味がある。 論文５は、 中国における復興を代表する枠組、 対口

ら、 復興の状況とその要因が体系的に関連付けられることは少なかった。

支援の構造を明示したものである。 中央政府の指示の下、 被災自治体を

基礎自治体に復興の権限が下ろされた本震災では、 自治体同士を比較

他自治体が対になって支援する対口支援 は、 2008 年ウェン川地震で始
23)

することで主体と復興の関係を見る可能性が開けているが、 自治体ごとに

めて採用され、 その後、 方法論が深化された。 中国国内では Xu

異なる条件を相対化することが難しいこと、 鍵となる情報へのアクセスが

24)

、王

、 刘 25) 、 周 26) らによって議論が行われているが、 日本国内への紹介は、
27)

、 大谷

28)

困難であることなどから、 着想が具現化されることはなかった。 論文１と論

宮入

文２は、 計画が策定 ・ 事業化される局面を 「実装」 と称し注 3)、 そこに論

東日本大震災との関係については飯塚 29) が触れた程度で、 対口支援の

らによる初期のウェン川地震の事例報告などが中心で、

点を集中することで、 これらを解消したものである。

名が知られている割には、 断片的な紹介に留まっていた。

論文１ 「災害復興事業における計画実装と自治体の組織体制－東日本

論文５ 「災害復興における対口支援の展開に関する研究－ウェン川地

大震災における宮城県の復興事業を対象として－」 は、 この試みを最初

震 ・ 玉樹地震 ・ 芦山地震の復興事業を対象として－」 の独自性は、 対

に論文化したものである。 復興住単位や基礎自治体の人口など条件に近

口支援の意思決定、 組織構造、 資金供給、 ならびに復興過程などの分

似性がありながらも、 計画の方向性が大きく異なる二つの基礎自治体を抽

析を通じて対口支援自体の構造に迫ったこと、 ウェン川地震に留まらず同

出し、 両者の意思決定過程、 外部人材の活用、 課の構成と合意形成な

様に対口支援を採用した複数の地震に関する調査を行うことで、 制度とし

ど実装の各局面を追うことで、 復興計画のアプローチが組織などと深く関

ての発展過程を明確にしたことである。

わっていることを明らかにした。

今回の論文には含んでいないが、 当該研究者が指導教員として深く関

続く、 論文２ 「大災害からの住環境復興事業と計画実装自治体の負荷

わったインドネシア津波やハリケーンカトリーナと東日本大震災とのシステム

そして組織体制－東日本大震災における宮城県と岩手県被災自治体の

の比較を行った鈴木さちによる一連の研究 30)-31) （2020 年日本建築学会

復興事業を対象として－」 では、 津波被害を受けた岩手県、 宮城県の

論文奨励賞） と合わせ、 日本の復興を相対化する貴重な知見である。

すべての沿岸基礎自治体に対象を広げ （福島県は原発事故の影響のた

ここまでは、 復興の実装に焦点を当てたものだが、 長周期の大災害に対

め除く）、 論文１の着想を包括的に検証した。 復興の状況は多様でデータ

する防災を考える際には、 共有知を長期に渡って維持することが不可欠

の取捨選択を誤ると実情を反映しない類型に帰着しがちだが、 論文２では

で、 「伝承」 は大きな意味を持つ。 ここにおいても、 我が国では事例紹介

論文１の結果や関連データをフィードバックしながら試行錯誤を重ね、 経験

以外に総体に迫ったものは少ない。 一方、 海外や社会学や哲学など領域

則とも符合する類型を得ている。 さらには派遣職員や職員当たりの復興住

では、 その意義を問う研究が盛んにおこなわれ、 歴史博物館的なものと
32)-36)

単位といった実装に関わる負荷類型を案出し、 復興事業類型との関係を

は異なるメカニズムが存在することが明らかにされている

整理した。 また、論文１で捉えた組織条件を復興組織類型として再定義し、

ら、 実際の東日本大震災を伝承する施設の計画は従来型の博物館計画

他類型との関係を見た。 国際的にも議論となっていた新組織立ち上げか

の延長で進められることが多く、 総合的知見の反映が急がれていた。

従来組織活用かについて 3),4)、 エビデンスに基いてそれぞれの長所と課題
を整理し、 復興計画実装に際して組織型の影響を探り当ててもいる。

。 しかしなが

論文６ 「惨禍を伝承するための展示室構成と場所との関係」 は、 そうし
た問題意識に則って構想されたものである。 ここでは、 国内外の惨禍伝

限られた人的資源を膨大な復興業務にいかに割り振るかという問題は、

承施設の整備状況と室構成の傾向を分析し、 複数の事実を並置すること

発注側のみならず受注側にとっても深刻な問題であり、 生産力が必ずし

を通じて蓄積的記憶の 「再記憶化」 を図る方向性が重要視され、 それら

も十分でない地方の建設事業者には、 死活問題である。 この領域では、

が固有の場と深く結びついていることなどを明らかにした。得られた知見は、

地元生産者グループの供給体制を分析した研究

19)

、 新構法に焦点を絞っ

た研究 20) などがあるが、 事例研究が過半で、 総体としての資源の活用と
いった観点から行われた研究は少なかった。
論文３ 「東日本大震災の木造災害公営住宅事業における生産者協議
会の類型化」 は、 こうした観点から着想されたもので、 生産力の懸念から
限定的であった地元建設事業者の復興への関与を改善するために組成さ
れた建設協議会 （以下、 協議会） を対象に、 設立経緯、 組成のキーパー
ソン、 設計 ・ 施工 ・ 木材供給 ・ 金融支援 ・ 技術支援といった各階梯を
精査し、 その組成の実態と復興における貢献を明らかにした。
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東日本大震災の遺構保全にもフィードバックされている。
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②復興負荷類型の析出と規定要因 ： 復興担当部署を同定し、 職員デー
タを収拾することで、 I 低負荷型、 II 特別対応型、 III 中負荷型、 IV 極
大負荷型、 V 都市 ・ 近郊大型事業型、 VI 都市 ・ 近郊小事業型の六類
型を得た。 三陸の小市町村群 （I ～ IV） と仙台平野の自治体群 （V ～
VI） が優先して区分され、資源へのアクセスが重要なことを捉えた （表１）。
③負荷と復興戦略の関係 ： ②の高負荷となる理由が、 住宅市場へのアク
セスから市場の活用が困難で、 基礎自治体が直接建設に踏み出さざるを
得ないことが大きいことを明示し、 官民協働による復興の必要性を示した。
④復興組織類型の析出 ： Ａ既存組織保持 ・ 特務室設置型、 Ｂ既存組織
保持・管理課調整型、Ｃ複数担当課挿入型、Ｄ包括新設局統合型、Ｅ政策・
建設二部局並置型を得、 組織構成による対応の実態を明らかにした。
⑤最も過酷な群の同定：大槌町、女川町、陸前高田から成るグループ８は、
事業、 事業負荷が大で、 派遣職員比も高く、 過酷な復興作業であったこ
とを、 エビデンスベースで裏付けた （図１、 表２）。
⑥既存人的資源の活用 ： 大きな復興事業でありながら、 発災前に多くの
専門職員を有していた宮古市、 気仙沼市は通常との連続性を意図して既
存組織保持型 （B） を採用していた。 他方、人的資源が少ない自治体は、
包括新設局 （D） で統合を図るなど異なる戦略を採用していた。
⑦復興業務と組織型：ほぼ同じ人口、 復興住単位の被災基礎自治体でも、
面整備事業に積極的な自治体は課を分けて事業の効率的執行を優先し、
事業を限定し防集を中心とする自治体では課を分けず事業の統合を図る
など、 復興業務と組織に一定の関係性が存在することを把握した （図２）。
⑧意思決定の流れ ： 同一課内で各事業の検討共有を図っている事例で
は発議 ・ 検討 ・ 共有 ・ 公開といった協議の流れがスムーズだが、 課を分
けた事例では課題が残されがちであることをフローから確認した。
⑨事業型と外部組織の活用 ： 事業が複雑ではない 「災害公住事業型」
などでは、 外部会議は諮問機関に留まるが、 住民との密接なコミュニケー
ションが必要となる 「中規模復興事業型」 は検討機関を強化している場
合が多い。 「複合復興事業型」 も密接なコミュニケーションが必要なはず
だが、 事業進捗を優先する観点からかそのような組織が設けられない。
・ 受注者の戦略と協議会の構造
①生産力活用方法による協議会の類型 ： (1) 林業者活用型、 (2) 地元施
工者活用型、 (3) 外部支援活用型の３類型に分けられることを確認した。
②協議会における生産体制 ： 発足時に主導的な役割を果たした会社の戦
略、 メンバーへの業務配分形式で区分けされる。 参加事業者に取って理
想的な業務の均等割りが実現するのは、 (3) 外部支援活用型 （女川町、
亘理町）、 (1) 林業者活用型 （登米町） の三例のみであった。
③リスクヘッジの方法 ： 買取方式で問題となる支払いのタイムラグは地元
金融機関が調整することが多いが、 南三陸町 ・ 登米町では県森連、 多
い女川町では都市銀行が担うなど独自性が発揮されていた。
・ 対口支援の実態とその教訓
①発展する制度 ： 初期のウェン川地震では中央政府が枠組を作成し、 玉
樹地震では民族問題等を踏まえ地元の意見を導入、 芦山地震では党の

３） 具体的成果

指示で地方自治体が復興の主体となるなど、 漸次的に発展していた。

・ 発注者 （基礎自治体） の復興類型と実装能力との対応

② 進捗率 ： 三年目進捗率では、 強力なパートナーを設定したウェン川地

①復興事業類型の析出 ： 東日本大震災による岩手県と宮城県の津波被

震が最も高く、 権限を地域委譲した芦山地震が最も時間が掛かっていた。

災自治体を多変量解析の方法などを用いて、 これまで定性的に語られて

③対口支援の評価 ： 時系列で見ると、 中央と地方の政府の関係、 被災

きた自治体の復興の型を、 小規模復興事業型、 災害公住事業型、 中規

省内外の実行体制、 対口支援者を巻き込んだプロセス管理などが洗練さ

模復興事業型、 複合復興事業型、 広域面整備事業型、 大規模復興事

れ被災地域の自立性への配慮が増えていた。 中央政府の役割を強化さる

業型、 大都市型の七類型を得た。

日本の復興法制度とは逆の動きで、 むしろ注意が必要なことを示した。
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表１ 復興自治体の負荷類型

で、 効果の発現に時間がかかる 「建築の質」 については、 当初は位置

ルを扱った第二部の研究は、 建築社会システムにも関連する学際領域で

づけが難しく、 英国ではいくつかの問題が発生した。 そこで 1997 年の政

あるが、 日本の PFI がいびつな形で導入され、 ネットワークの違いとして

権交代を機に問題点が精査され、 Value を反映する仕組みが作られた。

表象されることを具体的に示すことで、改善策の提示に道を開いている注 5)。

一方、 1999 年の 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促
進に関する法律 （PFI 法）」 成立により本格化した日本の PFI は、 20 年
近くを経て様々な工夫はされたが、 Value を積極的に見ようとはせず、 事
業の質よりは費用の圧縮に見ようとする傾向が強いと言われていた。
それでは、英国はどのような仕組みで、それを実現しているのであろうか。
古阪１） らの貴重な報告、 Gann らの研究 2）、 坂井による都市計画の紹介 3）
が存在するが、 報告を越えてその運用がどのような結果として表れるかを
見たものは、 安藤ら 4) らが散見できる程度である。 また、 コア業務である
はずのコスト調整は、 等閑視されがちであった 5）。 日本の PFI を取り上げ
るものが散見されるが 6),7）、 前提に疑義を投げかけるものはほとんど無い。
論文７ 「日本における PFI の成立と公共建築の調達に関する研究」 は、
1997 年に 「PFI 法」 が国会で成立した時点を PFI 制度が日本に正式に
導入された時期とし、 その前後に経産省などで行われた主要会議の議事
録を徹底して分析したものである。 並行して政府機関、 学識者、 コンサ
ルタント、 金融機関の PFI 関係者などにヒアリングを展開して肉付けし、
PFI が日本に導入された当時の問題構造を明らかにした。
における日英の比較を通して」 では、 英国のキーパーソンに広範な聞き
取りを行い、 関係制度を出すと共に、 PFI による実例を渉猟し、 日英で比
較可能な事業を発掘した （E 市中央図書館 / 日本、 Brighton Library/
英国）。 日本の PFI 事業ではほとんど念頭に置かれていない Value 評価
だが、 英国ではレビューシステムの導入でこれを確保している実態を把握
図２ 復興
主管課の二
つの型

した。 これらより、 属人的傾向が強く、 制度的 ・ 組織的支援も少ない日本
の公共自治体の発注の課題を論証している。 これら計画を支えるメタレベ

・ 惨禍伝承施設の構造と集団的記憶
表２ 復興主要類
型同士の関係

併存させ、 「固有の場」 を顕在化しようとする群に整理できる。
②追悼空間の位置 ： ①の前者は歴史空間の最後に 「追悼空間」 を象徴
的に位置づけるが、後者は、「追悼空間」 は中間的位置となることが多い。
③集団的記憶 ： ②の対比は 「集団的記憶」 を生起させる方法論から来
る。 前者は整理された記憶としての 「歴史＝機能的記憶」 を目指しており、
後者は歴史、・場所・死といった 「間い」 を巡り、無意識的に 「蓄積的記憶」
を集積 「再記憶化」 しようとするもので、「固有の場」 と深く結びついていた。
2-2. 第二部 建築を実現するためのステークホルダーと制度
１） 事業実装のための背景とネットワーク
復興は様々な主体が入り混じる複雑な事業が実装される現場である。 こ

「民間主導型インフラ研究会」

情報公開の必要性
規制緩和の必要性
タスクフォース的な推
進体制の必要性

民間の施設建設を行い、
公共に分割・譲渡するも
のは、英国においてPFIと
して扱われていない。こ
れは隠れ借金は困るとい
うことである。
制度上の整合性について
法改正の必要ほとんど無い

経済企画庁「PFI推進研究会」
日本版PFIは景気対策が背景にある

業務範囲について

英国で始められた PFI は、 政策立案 ・ 公的サービス提供 ・ 社会資本整
備を公共部門と民間部門が恊働で行う PPP (Public Private Partnership)
のひとつで、 世界で広く用いられている。 Value の中でも定性評価が必要
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事業
③ 対象

４Psの役割

コンサルに頼りつつ PFI を運用せざるを得ない構造的な課題を有してお
り、 様々な角度で事業スキーマや計画案が検討されている英国に比べて
閉鎖的であることを明らかにした。
③英国での重層的な仕組みは、 基本的には補助金の交付とゲートウエイ
運用の組み合わせである。 政府が関与しながら民間や関連団体が関与し
易いオープンな枠組みといえる。 委員会という安定しない方法で、 知見を
フィードバックしようとする日本とは大きく異なっていることを示した。
④ゲートウエイのいくつかにあるレビューが、 外にある知見を PFI 事業に

地方公共団体とPFI

住民参加

民間セクターが建物を建設・メ
ンテナンスし、公共セクターが
入居する方式については、失敗
している。

ドイツ
民間事前融資モデル
資金調達コストが民間で高いので
連邦政府としてはあくまでも一時
的な資金不足のため。

経営モデル

会計法との問題

リース方式とPFI

PFI事業の基準/位置づけ
日本でおいても大
きな割合の事業が
PFIになるとは視野
に入っていない。

⑥ 事業者選定

英国2段階選定
英国でやっている二
V.S.
段階方式の入札方式
が参考になる。

⑦ 事業の監査/破綻時の処理
/係争処理

ADR仲裁制度を検討。

公的支援について
債務保証とモラルハザード

契約・協定
標準化の必要性
契約と制度上の整合性が必要

図３ 日本における PFI の導入
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バランスシート欠如
選定基準
財政削減
効果が基準 の情報公開

AIJ

提出

PFI
可能性
調査

PFI事業に対して国が支出をする場合、投資的経
費と考えるのか、経常的経費と考えるのか。

BCS

建設
会社

交渉
・ 契約

金融
機関

選定基準
における
公共性確保

住民参加については、計画段階への参画、主体的な参加
が入っているのでこれを失わないような形が望ましい。

公共性の確保については、公共サービスとしての必要
性、優先度を費用便益分析等を通じて分析検討する。

一般競争入札原則
+
総合評価

PFI
協会

コスト削減要因

住民参加がPFIを使った場合にどう投入す
ることができるのか考える必要がある。

公共性の確保

ガイドライン

PFI
推進室

コスト削減要因の中で建設費が一番安くなるこ
とが寄与するんじゃないかという気がするが。

公務員との人件費の問題

④ とPFI

内閣府

長期債務負担行為について
検討が必要である。

確保、費用便益分析等を行う。

会計法

フランス
コンセッション

行政財産
の位置づけ

評価基準 事業のニーズの検討、公共性の

入札コストの問題

て復興後の社会が長期に渡り競争力を持つために、定義の難しい 「Value」

けるグットプラクティスの比較から、 具体的な課題を整理した注 4)。

⑤

地方自治体と補助金の仕組み

タスクフォースの役割

ある英国発の PFI(Private Finance Initiative) に着目し、 英国と日本にお

②英国では補助金を活用した中央政府による PFI 事業への介入や 4Ps

国有財産、公有財産を普通財産にすると自由度が
増すが、例えば所管が事業所管の省庁から大蔵省
に移るといった問題がまだ論点が残っている。

公物管理法
改正/対応
の必要性

② 公物管理

事業を広く検討
したうえで、
PFI手法を適用
しやすい分野か
ら導入を進めて
いく。

PFIについてあらか
じめ分野を限定す
るものではない。

V.S.

制度上の整合性

推進体制の整備が必要

海外のスタディ

紛争処理の問題
NAOの役割

クホルダーが関り、 Value 確保と適正な建設コストの両立を目指す手法で

雑化させ、 建築の質などは先送する結果となったことを明示した （図３）。

地方自治法上と普通財産でPFIをやることの関係を
整理する必要がある。また、土地の取得などに際
して、地方債の起債が行われることについて論点
が残っている。

透明性&規制緩和

BTO方式について

英 国

当面は公
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引き込む窓となっている。 CABE や RIBA など専門組織の活用もこれを通
じて行われており、 二段階審査の中間で行われるレビューはデザインの質

をコミュニティに開きやすいことから、 前述の孤独死などのリスクを緩和す
に期待する向きもあった。 しかしながら、 プライバシーやコスト増に対する

言及したものは一部 8) を除いて、 ほとんど行われていなかった。

が獲得されている。 従前の住戸では中途半端な使われ方であった北側の

論文 10 「総合学科高校における空間構成と生徒の行動選択」 は、 そ

空間が南面に出て、 「居」 に統合され、 他の機能と連携するなど生活の

うした特徴に着目し、 異なる出自を持つ総合学科高校校舎において全校

質にも変化が見られた （図７）。

生徒の行動調査を行い、 空間型の影響を見たものである。 具体的には、

④近所づきあい行為と住まい方における共有空間側の境界の操作とが関

そうした問題意識に立って行ったのが論文９ 「コミュニティ指向の集合住

昼食をだれとどこで食べるかという問いから校舎内の拠点を把握するととも

係し合っている状況を捉えることが出来た。 コミュニティに対する共感 / 非

的に活用しようとする英国とではその思想が根本的に異なっている （図４）。

宅の住み替えによる生活変容とプライバシー意識」 である。 日本で普及

に、 空間リテラシーを把握するため生徒による自発的写真撮影とそれに関

共感の間を揺れ動く不安定な中で選択されるプライバシー行動は、 視線

⑤ Brighton 市 で は、 公 告 か ら 契 約 ま で 約 ４ 年 間 を か け て い る が

する北入り片廊下の集合住宅型からコミュニティに効果があるとされながら

する対面インタビューを行った。 居場所、 交流意識、 空間リテラシーなど

暴露→境界操作といった単純な S-R 反応とはなってはいないことを示唆し

（1999.01-2002.10）、日本の E 市は約１年で完了する （2001.06-2002.06）

も普及が進んでいなかったリビングアクセス型の集合住宅に転居した居住

から、 空間型が生徒の空間利用に与える影響を分析した。

ている。 これらをもとに Altman などを参照しながら注 6)、 プライバシーにか

など、英国では公示から契約まで４倍の時間を掛けている。ヒアリングでは、

者を対象に、 転居前後の住まい方、 コミュニティとの関わり、 プライバシー

特に、建築計画的観点から学系の機能区分が空間的に明確な校舎９) で、

かわる動的な構造を取りまとめた。

時間がかかりすぎるとの声も聞かれ一概に評価は出来ないが、 発注者は

意識、 などの変化を捉え、 空間型の違いが住まい方、 そして QOL の変

必要となる機能間の頻繁な移動に不適合を起こす生徒が確認され、 女子

・ 教育施設における平面形の影響

この期間を市民参加や要求水準の精緻化などに活用していた。

化を明らかにした。 リビングアクセスを導入した公営住宅では、 従来型の

に条件の良い所を占められ、 男子が隅の狭い空間を拠点としがちである

①総合学科高校は学級中心の一年生から学級とコースが並存する二年生

住宅に居住していたころより、 転居後の方がコミュニティ関係行為が増えた

など、計画側の意図とは異なる形の利用を把握した。 他方、オープンスペー

への移行時に自己管理が難しくなるとされているが、 調査でも一年生と二

こと、 住戸内の生活の向きが変わることで各居住機能間の関係が変わり、

スを導入した校舎では、 共に食事する相手など人間関係が前景化し、 そ

年生以上では休み時間の過ごし方やその相手は異なり、 ハウス （A 校）

計と建設を経て実空間として表れる。 多様な主体が様々な行為を通じて

友人の招き入れなど生活の質に影響を与えていることなど、 効果を把握し

れが上手く行かない層で学校に低い評価を下す傾向を捉えた。 従来型校

や FLA （B 校） などの空間型が関係している。

空間を活用するが、 当然ながらこれらは、 計画実装時の想定とは異なる

た。 プライバシー意識には圧倒的な差は表れず、 単純な視線暴露だけで

舎では、 高学年ほど活動拠点数が多く、 低学年の拠点範囲が圧迫される

②明確に機能分けした各空間を魅力的な動線空間で接合した A 校では、

経路を取る。 このずれは、 従来の建築計画学においても早くから認識され

はない複合的要素からなるプライバシー意識の構造を解明している。

など、 異なる平面型ごとに異なる課題が表れる複雑な様態を明示した。

HB は男子、 ラウンジや HR が女子と各機能空間にそれぞれの集団が居

1)
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着き、 男女が仲良くクラスの起点となるといった設計者の意図とは異なる

２） 主体の戦略と空間利用

や自治会行事などのコミュニティ参加行動を通じて周辺に波及していた。

を吟味するのに有効に働いていた。 提案の質的評価には、 専門知の持
続的調達が不可欠だが、 有識者を審査委員会の名の下に会議形式で逐
次招集することで属人的に担保しようとする日本と、 既存専門組織を組織

３. 平面の活用に関する研究
第一部、 第二部で対象とした発注者や専門家が作り上げた計画は、 設

、 調査による矛盾の発見、 改善モデルの提示、 運動を介した実現による

止揚という弁証法的乗り越えが想定されていた。 けれども近年の優れた建
築計画研究が明らかにしているように

2),3)

施設型は複雑な経路を経て作り

出されるもので、 モデルプランを介した啓蒙的唱導で無く、 寄り実証的な
比較が求められていた。 後半の二つの研究領域では、 まず同じ機能であ
りながら従来型の平面型と計画側がそれを乗り越えようという意図をもって
作られた平面型の比較から始めることした。 機能ごとに分節して組み合わ
せた平面 （第三部） と一体的な連続空間になっている平面 （第四部） と
いった対照的なアプローチで計画された空間群ごとに手法を変え、 主体の
活動が空間上に創出する状況を精査した。
第三部 （論文９， 10） は、 機能を割り振った各空間の隣接関係を工夫
した複数の平面形において、 利用者が戦略的にどのようにその場を占め
ているかを精査した。 続く第四部 （論文 11、 12） は、 新しいユニバーサ
ルスペースとも呼び得る連続空間における人の挙動を滞在確率を見る新し
いアプローチを開発することで視覚化している。
この両者は、 人間の空間における挙動を見た米国の A. ラポポートが整
理した、 アクティビティシステムとビヘービアセッテイングの区分とも重なる
ものであり、 相補的な関係にある。 また、 ここで得られた知見は、 既に述
べたように第二部の川上の構造探求の出発点になっている他、 東日本大
震災からの復興においては、 孤独死を避けるために導入されたリビングア
注 1)

クセス型住戸

の論拠となるなど、 実践面での支えとなっている。

3 ‐ 1. 第三部 空間型の受容とずれ
１） リビングアクセス型住宅の提示における QOL の変化
閉鎖傾向が強い現代日本の集合住宅は、 高齢化が進む中、 孤独死の
発生抑止など、 大きな課題に直面していた。 これら住居における外と中の
つながりについては過去さまざまな試みがなされており、 小林秀樹

4),5）

は、

植木や生活用具など外部空間への生活の染み出しが多い環境ほど、 生
活者の安心感が増すことを示し、 古賀 6)、 橘ら 7） は、 住まうことによって
空間を領域化することの実際やその複合的な性格を明らかにした。 このよ
うに外部への染み出しが重要な要素であること、 内外のインターフェイスに
は、 それを支える住居内の空間秩序が、 関係していることなどが明らかに
された他、 住棟構成 8),9)、 福祉 10),11)、 プライバシー 12),13)、 路地 14) などさま
ざまな方法で、 住生活の構造が探求されてきた。
玄関と居間が直結するリビングアクセス （以下 LA と略） 住戸は、 生活
6

懸念から普及は限定的で、 研究も友田らによる早い時期のもの

15）

以外少

ない。 居住者の主体差も大きく、 研究の深化が求められていた。

３） 具体的成果
① A 住宅では、 引っ越し後、 近所づきあいが増加する （図５）。 これらは、
小学生以下の子供とその母親がいる世帯と自治会の役員や班長を務めて
いる高齢者からなるコア層が牽引し、 その影響は共用室での子供の遊び
②この集合住宅におけるプライバシーの空間調整は、 ５つのタイプに分け

新しいプラン型、建築家による提案、さらには従来型既存校舎の転用など、

られた。最も防御的なカーテンなどで住戸内外の境界を積極的にコントロー

様々なタイプが併存する興味深い状況を呈する施設型である。 また、 生

ルする世帯 （II 型） は、 視線暴露が激しい中庭に面した若年核家族と女

徒が自らの判断でコースとそれに関係する科目を選択するために、 校舎

性単身世帯から構成されており、 コミュニティに距離を取る人の割合が高

内で多様な集団を形成する契機にもあふれており、 生徒の居場所を指標

い。 一方、 団地全体では約半数が家具の構成などで対応している世帯

として、 施設型の影響を見やすい条件を揃えている。

（III 型） で、 近所づきあいを積極的にしている人の割合が多い。 I 型は、

上野、 佐藤裕らは１) 教師による空間使用の集計から必要空間の特徴を

男性のみに見られる外部空間を干渉空間として設えるタイプで、 趣味の庭

導き出そうとし、 宮本らは 2),3) モデルを用いて必要教室数の算定を行って

いじりなどがコミュニケーションの契機となっていた。 生活の向きの変化で、

いる。 どちらも有用だが、 実際の生徒の行動を詳細に見たものではない。

以前はバルコニーで独立して行われていたこれら趣味活動が、 LA 引越

西村らは、 単位制高校を対象に情報伝達と空間利用 4) 図書室等における

後はアドホックなコミュニケーションを触発するものとなり、 意味も大きく変
化している。 また、 境界面の調整という点では、 状況をそのまま受け止め

ではなかった。 他方、 総合学科高校以外の施設型に関しては、 生活行

ている世帯 （IV 型） も少数だが見受けられた （図６）。

評価は低くなっていた （図８ ・ A）。
③多様な行為を許容するオープンスペースが各機能空間をゆるやかに連
結する B 校では、 機能区分は A 校ほど明確ではない。 大半の生徒は教
室を基盤としているが、 そこから連続する FLA などを介して活動を専門教
室群にまで展開する生徒も存在する。 この学校では、 一年生の時の友人
関係を二年生以降も維持する傾向が顕著で、 他クラスの友人と行動しや
すい平面の寄与が伺える。 一方、 学校に否定的評価を下す生徒は、 A
校のように教科プログラムではなく、 「友達が少ない」 といった人間関係に
コメントし、 小数だがオープンスペース上での多様な集団との関係を苦手
にする生徒の存在が伺えた （図８ ・ B）。
④多くの写真を撮る層は、 A,B 校のような空間計画上工夫された学校に
が、 A,B 校等の特徴的な校舎では、 それよりも空間リテラシーや人間関係
に関する指向などが関わるなど、 校舎の構成と活動場所、 空間を使う能
力の間には何らかの関係があることが伺えた （図９）。
3-2. 第四部 行為を通じた空間の創出
１）自由な空間における活動の微差から
これまで建築計画では機能を平面に割り振り、 その接続の関係を調整す
ることで機能の確保を担ってきた。 しかしながら、 ひとつながりの大きな空
間の中での人の挙動は、 これらとは異なる表われを呈する。 人がどのよう
に動き、 どのように場所を占めるのか、 人間の根源的存在と関わっている。
それらは、 アクティビティを取り込んだ建築論１),2)、 アクティビティによる場
所論 3),4)、 そして群衆流動研究 5)-9) の三つの群に大きく区分される、 研究
的には二番目と三番目が重要となる。
前者は、 デカルト的抽象空間に意味空間を重ねようとした試みだが、 物
理的事物で意味空間を説明しようとした所に限界があった。
後者は、 優
挨拶

100

80

60

40

20

0

③北廊下住居では 〈玄関→寝→居〉 であった構成が、LA 住居入居後 〈玄

主体が限定合理的であるという仮説に立ち、 行為の背景にある戦略性に

関→居→寝〉 となり、橘や井上が言うところの 「領域 / 領有的ヒエラルヒー」

凡例

1

お裾分け
家の行き来

。しかし、

動と場所に関する研究が、山田らを始め広範に展開されていた

んどを過ごし、 そうした空間を繋ぐプログラムに適応出来ない生徒の学校

立ち話

生徒の滞在 を調査したが、 総合学科高校全体での構成に言及したもの
6),7)

分けているが、 HB を拠点とする男子の何人かは授業以外の活動のほと

集中していた。 既存校舎の D 校では学年に従って活動場所が増えていた

・ 居住施設における平面形の影響

総合学科高校は、 比較的歴史が新しいために、 建築計画者が参画した

5)

ものとなっていた。 多くの生徒は、 教科教室型の運用を介して空間を使い

20

40 (%)

2

3

挨拶

4

入居前 ○ × ○ ×

立ち話

入居後 ○ ○ × ×

図５ 住み替え後のコ
ミュニティ意識の変化

凡例

1

○：している
×：していない

お裾分け
家の行き来
100

80

60

40

20

0

20

4 0 ( %)

7

2

3

4

入居前 ○ × ○ ×
入居後 ○ ○ × ×

○：している
×：していない

LA （入居後）

入居前

棚とカ
ラーボッ
クス。

62

64
維持 ロ
Ⅱ ×

棚の上か
ら天井ま
でネット
食器棚
3 階の空中歩廊からの
視線が気になっていた。

入居後

戸建て住宅 （入居前）

4

単身

調整 イ
Ⅰ ×

住戸前の共用テ
ラスからの視線
が気になる。

在宅時は、
物干し台に
短いカーテン
をかける。

A9
母子・父子

娘の寝室を確保し、本
人は、１ヶ所で食事、
くつろぎ、睡眠をして
いた。入居後、部屋が
増えても、１ヶ所で全
てを行っている。

64
20 代

A1

夫婦＋子

Y4

入居前
全体

基本的設えの
継続性（6.2）

日中、天気が良い時、
子どもが居ない時に
は、レースも開けて、
開放的に過ごす。

視線の調整
方法（表３）

調整 ヘ
Ⅱ ○

入居後
全体

入居前
居間

北側廊下集住 （入居前）

閉鎖的関係性

共用廊下

視線感受
意識（表３）

図の見方

入居前

維持 ハ
Ⅲ-2 ×

12
妻と子は、居場所が流動的。

B型 2
34.2m
F型 2
55.8m

Y6

A型 2
34.8m
E型 2
47.8m
凡例

32 32

＜住戸タイプ＞

D型 2
45.4m
C型 2
50.6m

2

家具

維持 ヘ
Ⅲ-2 ×

不安定な空間

安定した空間

居

寝
趣

常に閉

（独立）

TC

TC

居住ダイヤグ
ラムの変化

寝以外は
コンパクト
（→居 × 食）

生活
クラスター

寝
居 食
交 趣

光 ・ 景観

専門教室群

他機能
（子供の遊び他）

住み手に
より多様

共用空間

コントロール
可能な境界
共との
バッファー
として機能
（趣味 × 交流）

TC

TC

ラウンジ

図７

人文
クラスター

講義室群

閉じて安定
（→寝に）

0

な低速 ・ 滞留の蓄積により （a,b,d）、 なだらかな平均流動分布となる smt

25

50

75

の特性が改めて明らかとなった （図 10）。

100

③機能の冗長度 ： 壁で明確に分節された telc では、 各行為は部屋割り

を対象に状況の違いとその要因を考察した。 その場の気圧や風向から作
られる天気図がその場における天気のポテンシャルを示すように、 人間の

職員室

光 ・ 景観

U

山路を登りながら
行為として表象されていた。
その一方、 他の空間と比べることで、 微細

（図 10 ： 従来型施設 telc、 新しいユニバーサル空間系の施設 smt、 fuh）

HB: ホームベイ
TC: 教科センター

HB

アルコーブ

起因すると同定出来る箇所が多く （e,f,j）、局所的に設定された各機能が、

三つの異なる施設で比較を行った。 後者はタイプの異なる３つの公共空間

食 居
趣

■
■

■

行為と空間の関係を示すことに成功し、建築批評などにも活用している注 7)。

寝

（独立）

■

図９ 異なる平面を有する総合学科高校の生徒の空間リテラシー

夫婦２人で住んで
いた住宅では、座
る場所が決まって
いた。子供が生ま
れた今は、座る場
所は決まっていな
い。
南側の共用テラス
の人通りは少ない
が、視線を気にし
て、大きな家具で
空間を仕切ってい
る。同時に、座る
向きも変える。

30 30

な形で混在していた。 fuh の遅い場所は、 プログラムの他、 家具、 人に

ハード的要素撮影割合(%)

食事とくつろぎの
居場所を２つに分
ける。基本セッテ
ィングは変わらな
い。入居前より食
卓の使用頻度が多
くなる。

36

■
■

Ⅳ

食卓はあま 水回りを隠す
り利用して ために、食器
いない。
棚を置く。

食
器
棚

■

5

入居後

10

＜アクセス＞
LA← →BA

近所付合の
変化型（表２）

BA （入居後）

共用廊下
常に閉

食

①行為を介した空間の性質の視覚化 ： 空間内における人の流動と滞在を

方、 新しいユニバーサル空間系 （smt,fuh） では、 滞留と早い流動が様々

M
M

M

図６ リビングアクセス住居への住み替え前後の生活の変化

U

：女子平均

Ⅲ

M

■

Y11

図面は上が北

食事 就寝 くつろぎ
調査対象者の生活拠点

変化 イ
Ⅲ-1 ×

32

入居後
居間

家族構成

66 （入居後）のもの。
【住まい方の型】

M

画像処理の方法を用いて整理し、 速度成分を持った行為を積分すること

■

M

M

Ⅴ

娘が夜勤が多いた
め、親子が時間帯
によって交互に、
寝室と居間を利用
していた。部屋が
広くなったため、
個室を娘の寝室に
している。

71

△
■
■

10

来客が多いため、可
動式の折り畳みベッ
トを使いながら、自
由に接客スペースを
つくり出す。

30

N

矢印の上が入居前の状
況。下が第２次調査時

子供が遊んでいるとき
は、それが監視でき、
外から見えない場所で
くつろぐなど、場を使
い分けている。
ローカウンター
を自作し、台所
領域を区切る。

遮光カーテン
を夜に閉める。

【生活行為】

複数のタンスを置
き、寝る空間を区
切る。

の
れ
ん

34

動線空間を遊びス
ペースとして活用
していた従前に比
べ、安定したコー
ナーでの遊びに変
化。親の目も行き
届く。
空間セッティン
グの基本は維持。

凡例
【居住者の属性】

M

低速域は機能が設定された部屋やコーナー以外には発生しない。 その一
■

枚

夫婦は一番奥の南
側の部屋でくつろ
ぐことが多い。

夫婦＋子

2

調整 イ
4 Ⅲ-2 ◎

調整 ヘ 座ると視線が合わないが、
住戸前のバルコニーに子ど
4
Ⅱ ○ もが入ってくると気になる。

基本的なセッテイング
は変わらない。子ども
が小さいため、座る場
所は流動的。

69

引っ越し前は独立
していた夫の居場
所が、居間の拡張
に伴い団らん空間
に融合。

32 32

レースやカーテンを閉めたいが、
夫が開けたがるので、あけている。

28 28

30 30

2

夫婦と長男の寝室が別
に設けられ、家族全員
が食寝分離した。

調整 ホ
Ⅱ ◎

M

②各空間の特性 ： 機能別の部屋から構成される従来型空間 （telc） では、

枚

以前は、全ての行
為を１つの部屋で
行っていた。今は、
各行為が異なる部
屋で行えるように、
家具を配置。

変化 イ
Ⅲ-1 ×

入居前、妻は体が不
自由でひきこもりが
ち。今は近所の人が
住戸前から声をかけ
られ、外に出るよう
になった。

30 30

の
れ
ん

A10

全体が広くなったが
、空間セッティング
は変わらず。

Y2

入居後
北側部屋は、利用
せず、ダイニング
と居間の襖は開け
ていた。

78 76

狭く、動線空間でも
あるため調理作業以
外には使われない。

物干台

71 67

76 74

親子共用のくつろ
ぎ空間

地震対策で大
きな家具をま
とめて置く。

入居前

A5

境界近くに食事と
接客の機能を分離
・移動。

南側からの視線 ミラーレース
が気になり、ソ カーテンを
１日中閉める。
ファの後ろに
ベットを置く。

ロールスクリーン

厚手のレース
にする。

行為により細かく
居場所を使い分け

76 70 代

夫は一日中部屋にいる
ことが多い。中庭に面
する居室から様子をう
かがえる場所にいる。
近所の人が見守る。

30 代

29

維持 ハ
Ⅳ ×

長男は、一ヶ所で全行
為を行っていた。夫婦
は、食寝分離。時間に
よって居間を使い分け
ていた。

69 65

55

BA （入居後）

階段室型集住 （入居前）

親は玄関近くの不
安定な空間に就寝

A2

すだれ

：男子平均

15

入居後は屋外が趣
味の園芸スペース
として強化されプ
ライバシー調整領
域としても機能。

74 70 代

以前の住宅で倒れた経
験もあり、外部から内
部の様子が分かる場所
で生活している。

娘が週に１・２度
帰ってくると、折

維持 ホ り畳みベッドをこ
こで使用する。
20 代 Ⅰ ×

M

で、 空間の性質を視覚化する新しい手法を開発した。

母子・父子

66

M

Ⅱ

入居後

最奥の安定した空
間に就寝。

57
変化 ヘ
Ⅱ △

共用テラスに人がいると、
外に出て挨拶する。

M

セッティングの基
本は引越後も維持

( (

食器棚

２）具体的成果

：D校（男・女）

A校 B校 D校

20

数

以前の住宅内で孤独死が起
き、鉄扉 1 枚で外部と完全
に仕切られている構造が不
安だった。現在、その不安
が解消し、在宅時に開口部
の施錠せず。

68
変化 ニ
Ⅱ ◎

○・

Ⅰ

通過動線のため食
事空間は不安定。

すだれ

M2

日中、開口部の前に物干し
台にカーテンをかけ、就寝
時、ベッドの南側にレース。

■

夫婦

66

6

夏場は少し入り口の扉
を開けておき、人が通
ると挨拶をする。
北側居室は寒くて暗いため
使用せず。南面居室と一体
的に利用したかった。

□・■ ：B校（男・女）

■

撮影

A14

趣味園芸

築学会計画系論文集 , 573, pp.41-48, 2003.11

△・▲：A校（男・女）

ハード撮影枚数10枚以上

ハード撮影枚数４枚以上

入居前

棚のガラスに 2
階の共用廊下
を通る人が映
る。仲のいい
人は手を振る。

75

部屋の中が見えないよ
うにのれんをあける。

就寝時は、
カーテン
をしめる。

LA （入居後）
ベット前
にソファ
を置く。

73

凡例

y=10/x
y=4/x

住戸前にある植
栽を手入れする。

A12

家の中で座っていると
外からの視線が合わな
い。

のれん

60
維持 イ
Ⅲ-1 ×

4

一度、息子夫婦と同居し
ていた。その時は、部屋
に閉じこもっていた。

北側廊下集住 （入居前）
セッティングは同じ。
部屋は開放的にし、部
分的に食器棚で仕切る
のも変わらず。
食器棚

30 代

2

変化 イ
66 Ⅲ-2 ×

緊急時の為に、ベラン
ダは物を置かない。

25

入居後
多様な家具を置
き、細かい行為
に分けて、居場
所を作る。また、
行為に合わせて
体の向きも変化
させる。

28 28

シートを貼る

58

入居前

テーブルとソファ
で段階的に就寝領
域を区切る

64

棚や食器棚、シートを
使い、視覚的な分節を
数段階つくる。座居時
の視線の高さに、シー
トを貼り、視線が気に
ならなった。

M4

LA （入居後）

A11

基本的なセッティング
は変わらない。

＞

A16

＜

階段室型集住 （入居前）

講義室群(HR)

情報
クラスター2

コンピュー
ター室

HB

専門教室群

芸術
クラスター
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れた研究がすでに蓄積され 5),6),7)、 近年でも環境行動特
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テンシャルが、 速度や滞留といった挙動を確率的に示
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４． まとめ
従来、 建築計画学が中心的に扱っていた人間が空間を使う局面に留ま
らず、 それを具現化するフェーズにおける空間への働きかけを精査するこ
とを通して 「実装」 「空間創出」 の二層で興味深い関係性を示すことが
出来た。 それぞれでの成果は以下のとおりである （表３）。
①第一部 ： 復興は非常に複雑な過程でその構造を明らかにすることは難
しい。 これは、 意思決定などに関わる情報が残りにくいうえにそのアクセス
も限られていること、 ステークホルダーの間の関係が複雑で外部からはそ
の内容を見にくいことなどが関係している。 第一部の研究では、 建築計画
と建築社会システムなどの境界領域を開いている （a）。 計画実装という新

d

構造を明らかにするなど実用的な価値も高い （e）。
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て知的な基盤を与えることも期待される （ｆ）。
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⓶第二部 ： 建築学では、 制度や枠組の研究は過去においても行われて
いたが、 国際的比較を行うことで我々の社会が向かうべき方向がどこにあ

c

るのかを示唆するとともに、 組織型の影響などを示すことが出来た。 具体
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的には、 公共建築発注における新しい知見を獲得した （c）。 国交省でも
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論文 12 「動き分布図を用いた空間特性の把握に関
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図８ 総合学科高校の昼食時の居場所 （上 ： A 校、 下 ： B 校）
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いる状況を可視化し、 連続空間での事象を整理出来た。

j

図書室

者の位置を記録し、 その移動速度と滞留の確率に基づ

する研究」 は、 論文 11 で開発した記述方法を用いて、

くなる機能設定の冗長度が、 空間における行為の分布状況に反映されて

レジリエントな社会の基本となる知見を提供する (d)。 災害に対応した組織
チューブ 8

b

析ソフトを用いて、 空間内を通るすべての通過者、 滞在
いて空間を包括的に記述する方法論を確立した。

の度合いの強さとも関係しているようであり、 telc → fuh → smt の順に高

のである (b)。 こうした復興を担う主体の構造に迫る分析は、 災害に強い

a

50m

すことを通じて間接的に示されることに初めて言及したも
のである。 具体的な手法としては、 カメラ画像と画像解

レーションが現われている。 こうした違いは、 各空間の分節や機能の規定

新しい研究であり、 総合的な評価が期待されてきた東日本大震災に対し

土木系専門教室群

クにおける動き分布図 」 は、 行動に関係する空間のポ
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法論を探求する余地は残されていた。

間を評価する手法を開発した。 論文１１ 「人の動き分布
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が、 第三部のように人の動きを基に空間を評価する方

る。 空間内での人の行動の緩急と密度を視覚化して空

専門教室群
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レーターを開発しようとしたもの 9) など展開を遂げている

そのような意味で第四部は第三部を補完する存在であ
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クラスター
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したもの 8) や心理的抵抗に着目して歩行者行動のシミュ

状に展開している。 また smt では、微細な流動の蓄積から流動のアンジュ

しい概念の提示を行い、 負荷と計画を連関させる着想は独自性の高いも
4.9 人 /min ・ m2

性という概念からパーソナルスペースの特徴を捉えようと

と一致して安定する。 一方 fuh は、 家具などに規定され動きがモザイク
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様々な試行が行われ 1)、 国際的にも Construction Management 研究に

表３ 各部の成果の意義

接続する領域であり、 発展性が高い (d)。 国内の事業にも実際に活用され
るなど注 4) 実用価値も十分である （e）。
③第三部 ： これまでの建築計画の方法論を発展させたものだが、 新しい
スキーマで作られた集合住宅やタイプの異なる教育施設といった対象を選
び出して、 詳細な調査を行うことで空間構成の影響を同定した （a）。 人

第
一
部

第
二
部

第
三
部

第
四
部

a． 新しい学問分野の開拓
b． 新しい概念、 フィロソフィ、 アイデア等の導入
c． 新しい事象、 法則等の発見
d． 今後の発展への影響、 波及効果
e． 社会的貢献度、 実用的価値
f． その他の観点

間が限定合理的な存在であることを受け止めその戦略を丁寧に見ること
で、 平面利用の発展的な解釈を行った (b)。 リビングアクセス住宅の価値
を説明し、 主体の空間リテラシーを使われ方調査に援用した （d）。 個人
的戦略の影響は社会学との関係へ注 8)、 空間型の影響の同定は建築型の
応用に注 1) 寄与している （e）。
④第四部 ： 連続空間における利用者の挙動に関する研究は、 「人間天気
図」 というプロジェクトの呼称が示すように、 空間記述の新しい方法論を開
拓した （c）。 エビデンスに基づいた空間の評価は、 この後、 位置情報の
精度が上がることで様々な展開を示しているが、 その契機を構築したひと
つでもある （d）。 現代の建築空間を評価する言語注 7) を開発し （e）、 建
築史家や建築家が独占してきた建築批評に新しい局面を与えている （f）。
空間を具現化する発注者 ・ 設計者、 空間の中で主体的に振る舞う利用

注 5) 当該研究者はこの研究を基に、 試行的に行った流山市小山小学校 PFI 事業
(2008 年 3 月事業者決定 ) で質を盛り込んだ評価を実現し、 その後 UR と協同し
て行った流山市立おおたかの森小中の設計者選定に発展させた ( 赤松佳珠子 ・
小嶋一浩、 2018 年建築学会賞 （作品） 受賞 )。 さらに小田原市で、 これを応用
し、 国交省の新しい発注に関するモデル事業の認定を受け、 10 年間迷走を続け
た市民会館の設計者選定を着地させた （小田原市民ホール (2017 年 12 月事業
者決定 ) ）。 仙台市役所設計者選定（2020 年 12 月設計者選定）、厚木市市役所・
図書館・未来館設計者選定 （2021 年） 他、 他自治体への適応も多数行っている。
注 6) プライバシーの概念は深淵であるが、 アルトマンのものが有名である （Altman,I
： Privacy regulation: culturally universal or culturally specific?, Journal of Social
Issues,33(3), pp66-84,1977）。 この論文では、 それを発展させた。
注 7) 建築論としては 「小野田泰明：プレ・デザインの思想、TOTO 出版、2013 （2016
年日本建築学会著作賞）」 をはじめ、 様々なメディアで解説を行っている。
注 8) こうした展開は、 実際に著名な社会学者との共著に発展し、 現在も進行中で
ある。 小野田泰明、 デザインされる空間 ‐ 視線と集合住宅 （阿部潔、 成美弘至
編著 「空間監視社会」、 新曜社、 2006 所収、 小野田泰明、 住まうことのメタファー
（吉原直樹、 斉藤日出治編 「モダニティと空間の物語 ‐ 社会学のフロンティア」、
東信堂、 2011 所収） など。

者の両者は、 近代社会の中ではそれぞれ別な存在とされているが、 人間
と空間との関係をメタレベルで捉える都市社会学や哲学では、 両者は連
続する地平に置かれることが多い。 本研究では、 人間のビジョンを具現化
する 「計画実装」 において、 計画内容が、 実装組織の構成などの戦略、
すなわち主体が活用出来るリソースの影響を受けていることを具体的に示
すことを通じて、 空間が計画内容から直接影響を受ける以外に、 ステーク
ホルダーの関係性の中でその在り様が定まるものであることを示した。 一
方、 実空間の利用においては、 空間をめぐる各主体の戦略が、 相互に影
響を及ぼしあっており、 それを平面上に重合することを通して、 空間の利
用が 「空間創出」 の波頭であることを具体的な行為を観察して得たデー
タを用いて明示した。
これら一連の研究を通して、 人と空間の関係を総合的に評価するための
知的枠組を得たに留まらず、 国際的に広く議論されている都市社会学や
哲学における空間の探求領域と日本の建築計画が、 ある地平を共有する
ことを示すことが出来たと考えている。
※本梗概は 2020 年に行った申請に、 近年著した論文２を加え、 それを中
心として全体の関係性を新しく書き下したものである。
参考文献
１) 国土交通省 ・ 多様な入札契約方式モデル事業選定 ・ 推進委員会、 多様な入札
契約方式の活用に向けて、 2017
注釈
注１) この研究を受け、 東日本大震災からの復興事業における災害公営住宅でリビン
グアクセス住宅が取り入れられた （新建築 2016 年 8 月別冊、小野田泰明・佃悠・
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注 4) 論文に発表した英国の発注は労働党政権下のもので、 保守党政権下では戦
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