
小杉湯となり
KOSUGIYU TONARI

Main use : Restaurant and residence
Site area : 83.88m2
Building area : 48.34m2
Total floor area : 125.72m2

主な用途：店舗兼用住宅（飲食店） 
敷地面積：83.88m2
建築面積：48.34m2
延床面積：125.72m2

静かなコミュニティ
昭和 8 年から続く老舗の銭湯、小杉湯。その隣で、銭湯のある暮らしを提供する施設である。
銭湯には、「人と話さなくてもいいけど、人とつながれる」、会話を前提としない静かなコミュ
ニティがある。それは「ある集団に属する」というよりも、人々の営みが織り込まれた「環
境に属する」といった感覚であり、その環境が小杉湯においては、男湯と女湯にまたがって
架かる大きな越屋根によって生まれる上空にあって、太陽の光を取込み、風が抜け、くぐもっ
た湯気が立ち込め、匂いを溶かし、音を響かせている。室内だけど上空があるような、この
独特な環境のあり方を展開して、銭湯的なコミュニティを拡張したいと考えた。

上空があるような 銭湯に独特な環境のあり方を展開し 
「環境に属する」というコミュニティの作り方を実践する
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小杉湯は東京型銭湯建築の特徴である大きな越屋根をもち，８ｍの上空から光や風を取り入れ，湯気や熱を排出している．

小杉湯外観．国の登録有形文化財． 小杉湯 浴場内観．

断面図　S=1:150

塩ビ系シート防水 t=1.5mm
硬質ウレタンフォーム2種1号 t=100mm

デッキプレート V50A 現し SOP

トップライト RF梁：
H-100x100x6x8 SOP

ヒバ無垢フローリング t=15mm オイル塗装
セルフレベラー t=12mm
木毛セメント板 t=15mm
デッキプレート V50A 現し SOP

外周梁：
H-100x100x6x8 SOP

柱：St □-125x125x12 SOP

外装用左官材 t=4mm
ラスモルノンクラ t=15mm

透湿防水シート
ケイカル板 t=6mmx2

硬質ウレタン吹付 t=45mm

木製建具

鋼製建具

外装用左官材 t=4mm
ケイカル板 t=6mmx2

粘接着型金属屋根
構造用合板 t=12mmx2

天井膜：
木製枠ポリエステルメッシュ張り

PB t=12.5 AEP

ヒバ無垢フローリング t=15mm オイル塗装
セルフレベラー t=12mm
木毛セメント板 t=15mm
デッキプレート V50A 現し SOP

上弦梁：
CT-100x100x5.5x8 SOP

外周梁：
H-100x100x6x8 SOP

天井膜：
木製枠ポリエステルメッシュ張り

ヒバ無垢フローリング t=15mm オイル塗装
躯体スラブ t=180mm
捨てコン t=50mm
硬質ウレタンフォーム t=30mm
砕石敷 t=50mm

柱：St □-125x125x12 SOP

下弦梁：
CT-100x100x5.5x8 SOP斜材，束柱：

○-48.6x3.2 SOP

半透明な層
階と階の間を半透明な層として，外部環境を取り込む．直接、あ
るいは庇に反射して取り込まれた光が層の中で拡散を繰り返して
柔らかさを湛え、メッシュの膜を通して室内に落ちてくる。１階
は南側の強い光を庭の紅葉の葉の輪郭と共に天井の膜に写し取
り、２階は穏やかな北側の光で満たされている。膜は見上げる角
度によって空が見えたり、湯気のようにくぐもったりしている。
南北の風が半透明な層を通り抜け、熱を奪いながら膜を介して室
内の空気を優しく動かす。音や匂いが薄い床を通して人の気配を
それとなく伝える。人々の暮らしの上には、ゆらぎ、うつろう環
境が広がっている。

変わらないもの と 変わっていくもの
各階はシンプルなワンルームとして、食事をしたり、畳で寛いだ
り、寝室としたりできるが、その地上の様相は時代やニーズが変
われば変わっていくだろう。しかし上空の環境は変わらない。銭
湯には中普請という仕組みがあり、建物の小屋は変わらずに、浴
槽や設備など地上部分だけを時代に合わせて変えていくことで、
100 年近く残ってきた。変わるものと変わらないもの、その 2 つ
が同居する場所が銭湯的だとして目指した場所である。



粘接着型金属屋根 
構造用合板 t=12mmx2

鋼製建具（突出窓）

外装用左官材 t=4mm
ケイカル板 t=6mmx2

軒樋

天井膜：
木製枠ポリエステルメッシュ張り

下弦梁：
CT-100x100x5.5x8 SOP

上弦梁：
CT-100x100x5.5x8 SOP

鉛直ブレース：
St ○-48.6x3.2 SOP

上弦梁：
H-100x100x6x8 SOP

下弦梁：
H-100x100x6x8 SOP

外装用左官材 t=4mm
ラスモルノンクラ t=15mm

透湿防水シート
ケイカル板 t=6mmx2

硬質ウレタン吹付 t=45mm

ヒバ無垢フローリング t=15mm オイル塗装
セルフレベラー t=12mm
木毛セメント板 t=15mm

デッキプレート V50A 現し SOP

半透明な層

居室

居室

外部

PB  t=12.5mm AEP

木製建具

半透明な層　断面詳細図

上空に環境を作る
通常見えなくなる床から天井までに間を半透明とし，ゆらぎのある外部環境を
最大限取り込み，各階の上空に広げる．

１階南側見上げ．天井膜が環境を顕在化して，
外部環境と重なる．

階段．半透明な層を横切る．

1階西側見上げ．半透明な層越しに空を見る．

天井膜の様子．外部の環境を写し取り，常に
揺らいでいる．



天井見上げ．照明器具も 100mmの梁成の中に組み込まれている．
半透明な層には開口が設けられ，風が通り抜けることで室内の空気を柔らかく動かす .
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厨房 客席納戸

番台

待合室

男性脱衣所

男性浴場

窯場

小杉湯となり

1階平面図・配置図　S=1:120

１階客席．飲食スペースの様子．大きなテー
ブルには，お風呂上がりの老若男女が集う．

道路沿いの深い軒下は，お風呂にまつわる生
産者のマルシェが開かれるなど地域との交流
の場となり，街と銭湯をつなぐ．

「開く」と「閉じる」を調整する小路のアプロー
チ．縁台が並ぶ．奥に見えるのは，雨どいが
終着する水場で，水を汲むことができる．

厨房は立ち上がりのないフラットなカウン
ターで，囲んで使うなど，参加が可能．

中庭の様子．外気浴など，機能のない余白と
しての屋外スペース．変わり湯になるレモン
など果実もなる．

N

風呂上り

洗濯の合間に

イベントで訪れ
銭湯文化に触れる

小杉湯

ひと仕事終えて

洗濯の合間に

１階：まちの食堂
ゆらぎのある環境の元で，銭湯と暮らしをつなげる様々な活動を受け入れる．



１階内観．湯上りの一杯や食事が楽しめる場．南向きの動きの大きい環境が上空に広がる．



利用者が持ち寄る本棚 窓台と連続したカウンター．地域の利用者が子供に宿題
を教えるなど，使い方は制限されない．

３階の様子．木のボックスが水回りの納まっているコア．天窓
の光がコアの天井で反射し，柔らかく拡がる

窓からは母屋の銭湯が眺められ，風呂桶の音も聞こえる．
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３階平面図　S=1:120２階平面図　S=1:120

N

畳が敷かれた可動式の小上がり．
片側に寄せることで，レクチャーの会場も
設えられる． 洗面とキッチンを兼ねる流し

布団なども収納できる

２階：思いおもいに過ごせる書斎のような場所
テーブルや椅子で居場所が固定された場所ではなく，それぞれが距離感を図りながら
居心地の良い場所を探す，銭湯のような静かなコミュニケーションのある場．

３階：銭湯のある暮らしの住まい
最低限の水回りが備わった住居．銭湯の隣で銭湯のある暮らしを送れるので，将来的には海外からの旅行
者向けなどに銭湯のある暮らしを広げる民泊への展開も考えられている．



２階内観．書斎のような使われ方を想定し，
北側の柔らかい光で満たされている．



環境を取込める 透明性の高い構造
１２５ｍｍの角パイプの柱と，上下弦材を 100mm の
CT 鋼としたトラス梁による鉄骨純ラーメン構造として
計画した．
天井から床までを目一杯，トラス梁の梁成として利用
し，部材は小径化を図ることで，この建物の特徴であ
る半透明な層の透明性を確保している．トラス梁の斜
材の向きは山形とし，上弦材の支点間距離を短くする
ことで，細い材でも床を支えることができる。

住宅密集地での施工
性を高める
トラス梁は上下弦材と斜材を工
場で組立て、ユニット化したも
のを現場で建て込むことで、密
集住宅地での施工を簡易化した。
トラス梁と柱の接合部は上下弦
材が十分にスタンスが取れるこ
とで、ピン接合でラーメン構造
が組み立てられ、現場での組立
を容易にしている。

柱：St □-125x125x12

上下弦梁（外周）：H-100x100x6x8

上下弦梁（内部）：CT-100x100x5.5x8

：ピン接合

斜材：ST Pipe-48.6φx3.2

構造構成図

半透明な層内部．層全体が梁となる．

工場で組み立てられたユニット．

木造のような鉄骨造のスケール
母屋である小杉湯は古い木造の建物である．その隣に建つ「小杉湯となり」
が母屋の空間スケールを継承するように、鉄骨造ながら、木造のような部材
断面やスパンに整えている．



周辺への振る舞いを整える
半透明な層は３階建てのボリュームを分割し，母屋の銭湯や周辺の低層住宅地への振る舞いを整える．
街の行燈のように半透明な層から柔らかい光が洩れる．



全体構成図

コミュニティに依存しない場づくり
上空と地上　環境と生態系
銭湯は湯舟があって高い天井があるという空間構成は変わらずに，「中普請」という
定期的な改修システムにより，レイアウトや設備など時代ごとのニーズによって使わ
れ方を変えていくことで今の時代まで残り続けている．その点に着目し，「上空」と「地
上」に分けて「小杉湯となり」を考えた．つまり「上空」とは各階の上部に広がる変
わらない環境であり，「地上」は生態系のようにその下で変わり続ける活動で，場づ
くりを指す．それにより，「地上」の使われ方の変化に対して「上空」は変わらず居
心地の良さを保つことができ，「地上」においては，人に先だって環境があることで，
属人的なコミュニティに頼らない場づくりが可能となる．

台所

ランドリー

書斎

居間



実践から考える建築企画
銭湯ぐらし
小杉湯の隣にあった，取り壊しの決まってい
た風呂なしアパート（湯パート）．そこに小杉
湯の常連客有志が集まり、１年間にわたって
銭湯の隣に住みながら，それぞれの専門性と
銭湯を組み合わせた活動「銭湯ぐらし」プロ
ジェクトを展開（2017~）．日々銭湯に通う生
活を通して「銭湯のある暮らし」の可能性を
探り、「小杉湯となり」の建築企画を立案．
法人化．竣工後は施設の運営を担っている．

建物を守っていく実践
登録有形文化財と調査・銭湯設備の集約化
築８８年の小杉湯を今後も残していきたい，というオーナーの
強い思いに対し，国の有形文化財への登録を通して，経営して
いるオーナー家族だけでなく、地域や利用者の財産とすること
で，保存を支えていくことを提案．２０２０年の文化庁の答申
により登録された．
登録に際し，建物を調査．その際，幾度となくエネルギー源が
変遷し，様々な業者によって改修が重ねられてきた銭湯設備群
も調査，解明し，集約化することで，新たな屋外空間を生み出
した．

小杉湯小杉湯

小杉湯となり

小杉湯の浴場で開催したライ
ブイベントの様子．

アーティストが銭湯に通いな
がら制作を行う「アーティス
ト in 銭湯」

建込んでいた古い銭湯
設備群

メンバーのアーティストに
よってアパートに展開された
壁画

銭湯設備群

銭湯設備
（集約化）

ランドリー
（近年改修）

中庭

木造アパート
銭湯ぐらしプロジェクト

敷地図（2017 年時点） 敷地図（2020 年時点）

2017 2020



まちの自習室

高円寺駅

広域敷地図

小杉湯となりのはなれ
（2021 年３月オープン）

展開：銭湯を中心に まちに暮らす エリアリノベーション

まちの食堂・書斎

小杉湯となり
（2020 年３月オープン）

仮：まちの寝室

ゲストハウス
空き家・空きアパートの再利用促進

（今後の展開）

まちの浴室

小杉湯
（昭和８年創業）

仮：まちのアトリエ

空き店舗・空き倉庫の再利用促進
（今後の展開）

まちの洗濯室

小杉湯ランドリー
（近年改修予定）

銭湯 徒歩圏内の物件 銭湯のあるまちづくり＝＋




