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受 賞 者

NPO法人西山夘三記念すまい・まちづくり文庫

積水ハウス株式会社 住生活研究所

受 賞 業 績

西山夘三の生涯にわたる調査研究資料の保管・公開を基礎と

したすまい・まちづくりアーカイブに関わる多面的な活動



受賞業績の概要

NPO法人西山夘三記念すまい・まちづくり文庫（1995年7月設立、1999年11月NPO法

人認証、略称「西山文庫」）は、建築・住宅・地域都市計画学者として卓越した業績

の故西山夘三京都大学名誉教授（1911～1994年）の生涯にわたる調査研究資料や関連

資料を一括して整理・保管し、広く公開してきた。これらの資料は国内外の研究者、

学生、市民などに利用され、多くの学術成果の基礎となっている。

さらに、西山文庫は資料の展示・調査研究・エクステンション（普及・啓発・ワーク

ショップ等）の各機能を多面的に展開している。西山文庫の活動は西山夘三氏が生涯

をかけて追求した理念を次世代に継承し、貴重な歴史資料を現代と将来のすまい・ま

ちづくりにつなげていくという、他に類例を見ないきわめて優れた事例といえる。

積水ハウス株式会社は西山文庫の設立以来、その理念と活動の意義を認め、25年にわ

たり共同研究の他、施設提供、資金援助、活動面などで西山文庫を継続して支援して

きたことが評価された。



その生涯
1911年 大阪市此花区西九条で生まれる
1933年 京都帝国大学建築学科卒
1944年 京都帝国大学講師、46年助教授
1947年 「庶民住宅の研究」により工学博士
1959年 日本建築学会副会長
1960年 日本学術会議会員、以後6期(18年間）
1961年 京都大学教授
1974年 大学退官。京都大学名誉教授
1981年 日本住宅会議結成・代表委員
1986年 「住居学、建築計画学、地域計画学の発展

に対する貢献」により日本建築学会大賞
1994年 4月2日死去、享年83才

西山夘三 にしやまうぞう― その人と仕事

西山は、明治末期に大阪の下町で西山鉄工所の三男に生まれ、
京都三高、京都帝大建築学科を経て、すまい・まちづくりの科
学的実践研究の先駆者として、戦前の15年戦争期から戦後復興
期を経て高度成長期を超えて20世紀のほぼ全期にわたる生涯を
生きた。
学生時代には同級生らと研究集団「dezam」（デザム）を結成
して活発な研究・評論活動を展開し、社会を見る目を養い、卒
業論文は『住宅計画の科学的研究』、卒業設計は「劇場」で
あった。卒業後は兵役等をはさんで1941年に住宅営団技師とな
り、庶民住宅の住み方調査による「食寝分離論」などの重要な
研究論文を次々と発表した。食寝分離論は戦後の住宅平面計画
の主流となったDK（ダイニングキッチン）型の基礎理論となっ
た。

戦後は、全国各地の農村等の住宅調査、都市の不良住宅調査と
住宅改善事業の指導に精力的に取り組んだ。高度経済成長期に
は、急速な開発や環境破壊に対抗する論理展開、京都タワー建
設などの景観破壊や都市空間の自動車化に抗する京都市電を守
る市民運動に取り組んだ。一方で、京都計画や奈良計画、21世
紀の設計などのビジョン・構想計画の提示、大阪万博会場計画
や千里ニュータウン計画など、時代を代表するプロジェクト計
画の策定にも西山研究室を中心取り組んだ。
1974年の京都大学退官前後から、「日本のすまい」等の浩瀚な
著作、すまいと自分史に関わる一連の著作、歴史的町並みの保
全運動、さらに新建築家技術者集団や日本住宅会議の結成と
いった社会的実践活動にも精力的に取り組んだ。最晩年には京
都ホテルや京都駅ビルなどの景観破壊への批判と抵抗運動を
リードした。そして、京都駅ビル訴訟の原告側証人として1時
間半の論述を行った翌日、くも膜下出血で倒れ、逝去した。

主な著書
『国民住居論攷』伊藤書店44年

『これからのすまい』相模書房47年、毎日出版文化賞。

復刻版－同書房より2011年

『日本の住宅問題』岩波新書52年

『住み方の記』文芸春秋社66年、

日本エッセイストクラブ賞

『西山夘三著作集』全4巻 勁草書房68～69年

『21世紀の設計』全4巻編著、勁草書房71～72年

『日本のすまいⅠ・Ⅱ・Ⅲ』勁草書房75～80年

『建築学入門』『戦争と住宅』勁草書房83年

『すまい考今学―現代日本住宅史―』彰国社89年

『まちづくりの構想』都市文化社90年

『歴史的景観とまちづくり』都市文化社90年

『安治川物語』(遺稿)日本経済評論社97年



西山夘三
にしやまうぞう
(1911～94)

京都三高 京大建築製図室
1934大阪歩兵連隊に召集

京都計画の模型とゼミクラス団体=DEZAMは1931に五大学建築展開催

自筆のスケッチ



西山教授室西山助教授・教授室

学位論文目次

←西山夘三自著→

「食寝分離論」の解説図

1963-77学術会議会員



西山文庫設立の経緯とねらい

西山夘三の60 余年に及ぶ業績は、日本建築学会大

賞「住居学、建築計画学、地域計画学の発展に対

する貢献」(1986 年)でも評価されている。 西山

は生活全般にわたる徹底した記録魔であり、自ら

の原稿からメモ、手紙類に至るまで全ての資料を

捨てず、それらは昭和時代の活きた歴史資料とし

て残された。西山が亡くなった1994 年4 月直後、

教え子達を中心に西山夘三研究会を設立し、残さ

れた全資料の解読、整理、分類、(一部はデジタル

化)を進めた。

西山文庫は、西山が残した資料を基礎として、

「大きな変革期にある住宅・都市問題の研究と解

明に取り組み、すまい・まちづくり研究の発展と

その成果を広く啓発・普及する諸事業を推進する

ことによって、現在から将来にわたる内外の問題

解決に貢献し、もって人と環境に優しい生活空間

の創造と持続可能な地域発展に寄与することを目

的として」（文庫設立趣意書）、1995 年7 月に任

意組織で設立、積水ハウス株式会社の支援を得て

同社総合住宅研究所内に書庫と事務所を設け、

1997 年11 月に資料公開、1999 年11 月にNPO 法

人認証を受け、今日まで同研究所内を拠点に継続

的に活動している。

現在の役員 (2021～2022年度)

■ 理事長

海道清信 名城大学名誉教授

■ 副理事長

塩崎賢明★4 神戸大学名誉教授

中嶋明子 和洋女子大学名誉教授

中林 浩 神戸松蔭女子学院大学元教授

森本信明 近畿大学名誉教授

■ 理事

河崎由美子 積水ハウス株式会社

執行役員 住生活研究所長

小伊藤亜希子 大阪市立大学教授

住田昌二 大阪市立大学名誉教授

竹山清明 建築家・京都橘大学元教授

中島煕八郎 熊本県立大学名誉教授

西山勝夫 滋賀医科大学名誉教授

廣原盛明★2 京都府立大学名誉教授

増渕昌利 大阪市立大学非常勤講師

松本 滋 兵庫県立大学名誉教授

柳沢 究 京都大学准教授

吉田友彦 立命館大学教授

渡辺恭彦 京都大学特定助教

■ 監事

藤田 忍 大阪市立大学名誉教授

加藤育生 Ｋ企画室

■ 顧問

三村浩史★1 京都大学名誉教授

三輪泰司 ㈱地域計画建築研究所

取締役相談役

吉田あこ 筑波技術大学名誉教授

＜運営委員会＞

■ 運営委員長

中林 浩

■ 副運営委員長

松本 滋

■ 事務局長

平野明香里

★は歴代理事長経験者
なお、故安藤元夫近畿大学教授は
第3代理事長



西山夘三の逝去1994と西山文庫の設立1995へ

積水ハウスと文庫の契約調印

資料搬入

文庫事務所

文庫総会

資料整理

自宅に残された膨大な資料

積水ハウス総合住宅研究所施設内に西山文庫設立

西山文庫第一回総会

西山文庫展示コーナー



充実した西山文庫の事務所・書庫

文庫事務所 資料整理

書
庫

資料閲覧者と文庫会員の討議



西山文庫・積水ハウス合同研究会

文庫・積水ハウス合同見学会

文庫フォーラム

文庫フォーラム

気鋭の講師を招い
て、学生・研究
者・実務家・一般
市民などさまざま
なテーマで勉強し
ています。



西山夘三展 2000, 01, 02, 11, 16, 17, 18年。
参観者延べ3万人超(内外からの観光客を含む)。
大阪・東京・京都・名古屋・デルフト・空知・・・



夏の学校 1999～

全国の学生が参加、
ほぼ毎年開催

2008年：インドネシア ジョグジャカルタにて
学生発表作品例



夏の学校 大船渡ほか三陸の被災地 2012, 13, 14, 15年
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西山文庫レター年3･4回刊行。2021年度現在83号



積水ハウス株式会社の

NPO法人西山文庫への支援活動

■1960年来の不思議な縁

積水ハウス株式会社と西山夘三との縁は

1960年頃、京大の有名な今西錦司率いる

チンパンジー研究調査隊のアフリカ、タン

ガニーカに拠点として積水ハウスが寄贈し

たプレハブ住宅「Ａ型」を建設することに

なり、この冒険的企画を西山研究室の学生

の片寄俊秀氏が担当したことによる。この

冒険譚は片寄氏の本「ブワナトシの歌」や

渥美清主演の同名映画でヒットした。

総合住宅研究所に展示されているタンガニーカ
に渡ったプレハブ「Ａ型」とブワナトシ。

その後も何人もの西山門下生とのつきあいが続いていた。1990年には積水ハウス創業30周年記念

誌への投稿を依頼された西山は、積水ハウスの重職を歴任していた福井佑吉氏に忌憚のない詳細なイ

ンタビュー調査をして論文を書いた。このように積水ハウスと西山及び西山研究室との間には長年に

わたって浅からぬつながりが培われていた。



「積水ハウス株式会社 住生活研究所」の

「NPO法人西山文庫」への支援活動

■西山夘三没後から四半世紀を超えて続く不思議な縁

1994年の西山没後、多くの会員の協力で膨大な資料整理を進めていたものの、安定した

保存と活用の拠点確保に難渋していた西山文庫の広原盛明氏から相談を受け、積水ハウス

総合住宅研究所(1990年に設立)の施設内に提供することなどの支援策で社内の一致を見た。

それ以降四半世紀を超える長い間、西山文庫の資料価値、理念や活動を理解し、施設、

資金などの支援、研究など

文庫の諸活動の共同・協力

によって大きな成果をあげ

てきている。

NPOと企業の共同による

学術的、社会的活動の事例

として他に例を見ない実績

をあげていると言えよう。

積水ハウス総合住宅研究所空撮



Title of Achievement

The manifold activity linked with sumai-machizukuri archive based on keeping and disclosing 

of the whole academic materials throughout a lifetime of Uzo Nishiyama

Abstract

■The Uzo Nishiyama Memorial Library (UNML) preserves a considerable number of valuable

academic materials as archives collected by Uzo Nishiyama(1911～1994) throughout his

lifetime, who had worked as a professor of the department of architecture, Kyoto University in

Japan. UNML was initially established in 1995 and registered as a non-profit organization by

the governor of Kyoto Prefecture in 1999. To promote scientific research in architectural

planning, housing policy, and city planning (translated into sumai-machizukuri in Japanese),

UNML discloses academic materials such as photographs, slide films, field notes, plans and

sketches of architectures, books, reports, municipal investigation reports, and individual

records. These materials are broadly referred by domestic and international academicians and

by students, citizens, or practitioners. In addition, UNML has held exhibitions for citizens,

published books, and periodically held research conferences with experts in the related fields.

UNML utilizes them for activities related to contemporary research, publications, exhibitions,

educational exchanges, etc.

■Human Life R&D Institute, Sekisui House, Ltd. recognizes the significance of UNML’s

philosophy and activities, and has continuously supported facilities, funds, and human

networks to join in the research meetings over two decades.



ご覧いただきありがとうございました。

＜連絡先＞

NPO法人
西山夘三記念すまい・まちづくり文庫
〒619-0224

京都府木津川市兜台6-6-4 積水ハウス総合住宅研究所内
近鉄京都線高の原駅下車 木・金・土曜日午後開館
ホームページ：http://www.n-bunko.org/ (資料検索可)

E-mail: npo@n-bunko.org

積水ハウス株式会社 住生活研究所
〒531-0076

大阪市北区大淀中一丁目1番88号

http://www.n-bunko.org/
mailto:npo@n-bunko.org

