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■作品名称　Megacity Skeleton メガシティの小さな躯体
■設計者　雨宮知彦 /ユニティデザイン一級建築士事務所、首都大学東京
＋岡部明子＋吉方祐樹＋上田一樹＋澤井源太 /千葉大学大学院
＋エリサ・エヴァワニ＋アクマッド・ヘリー・ファッド /インドネシア大学
＋総合地球科学研究所 (RIHN)
■主要仕上材
 外部 ――屋根：オランダ瓦、ポリカーボネート板
  ――壁：モルタル金ゴテ仕上げの上、ＡＥＰ塗装
 内部 ――天井：ＲＣ打ち放し補修
  ――壁：モルタル薄塗り金ゴテ仕上げの上、黒板塗料塗装
  ――床：磁器質タイル、モルタル金ゴテ
■敷地面積　16.6 ㎡
■建築面積　9.4 ㎡ ( 躯体 )
■延床面積　20.2 ㎡ ( 躯体 )

＜設計主旨＞
　アジアメガシティ・ジャカルタの高密度居住区における、住環境改
善を目指したハウジングモデルの実施プロジェクトである。
　対象地のチキニは、高密な建造環境に豊かな社会資本が織り込まれ
た魅力的な場所である一方、衛生面などの問題を抱えている。このま
までは、新興国の成長の波に飲まれ、クリアランスされてしまう可能
性が高い。そこで、政府の整備方針を踏まえつつ、既存環境を尊重し
たボトムアップ型の環境改善手法を、モデル建築の実践を通して地域
住民と共有する。
　建築は「躯体」と「外皮」の扱いを明確に分けた設計とする。躯体
は、通風や採光を満たすヴォイドを規定し、不変なストックとして将
来の居住環境を担保する。一方、外皮は自由に改変可能で、常に更新
されるフローとして街路に活気を与え続ける。
　狭小な建築に埋め込まれた知恵が徐々に連鎖する。「永遠性」と「永
続性」を兼ね備えた、アジア発のサステイナブルな建築 /都市モデル
の提案である。
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Cikini New Housing Model = Permanent Skeleton + Flexible Skin
通風や採光といった環境を最低限確保するように、建築の「躯体」(=ヴォイド ) が、まず設定される。この「躯体」(=ヴォイド )
が、不変な「ストック」として将来にわたる豊かな居住環境を担保する。一方、「内外装」はセルフビルドにより改変可能で、
状況に応じてフレキシブルに更新される「フロー」として街に活気を与え続ける。
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各部寸法は、採光や通風など環境条件を満たすよう、モックアップによる実験結果
などから決定された。また、ハウジングモデルの良質な躯体として望ましい躯体断
面寸法を最低限確保しつつ、この先、地域住民が自発的にこのアイデアを採用でき
るよう、出来るだけコストを押さえるように調整を重ねた。
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Permanent Skeleton
　その配置によって改変の自由度を制限することで、通風・
採光などの環境や波及させるべきシステムを担保する堅固
な躯体。
　カンポンの住まいは、各々が床面積を最大限に獲得でき
るよう、敷地境界いっぱいに街路へせり出しながら建設さ
れており、個々の住居は十分な換気や採光が得られていな
い。そこで、住宅の背中側に幅 500 ～ 1000mm程度のス
キマをもった建築を提案する。これにより街路側と背後の
2方向に開口ができ採光通風ともに環境が向上する。ジャ
カルタのように太陽が真上から照りつける場所では、少し
のスキマで充分な採光効果が得られることを原寸のモック
アップ実験により住民と共有し、このアイデアの採用が決
定した。

Flexible Skin
　住民のセルフビルドにより自由に改変可能な、流動的・
仮設的な要素。ファサードのデザインや内装の仕上にあた
り、住民との共同によって作られる部分。これがいかに変
化しても、スケルトンによって担保された居住環境は守ら
れる。
　住民との打ち合わせでは、現在の地域にあるファサード
と建具の調査から様々なファサード要素の特徴を洗い出し、
そのスペックを共有する。そのうえで、今回のプロジェク
トに適切な外皮が何なのかを、決定していく予定である。



Sustainable Urban Regeneration
長期的には人口密度が低下していくという予測から、現状のヴォリュームを間引きして集落全体に光や空気の通り道となるヴォ
イドをつくり出し、住環境改善を図る。｢躯体｣と｢外皮｣による構成により、カンポンの街並みの生き生きとした表情を失うこと
なく、良好な住環境が実現されていく。
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チキニ 2013　街路空間は活気に満ちているが、住宅は高密度に集中し背中合わせに並び、住宅内の奥部は採光や通風など環境が劣悪である。

各住宅の奥にスリット上のボイドを設け、採光と通風を改善。住戸間のボイドは部分的に２階への共用階段として効率的に活用する。チキニシナリオ



Strategic approach binding Top-down policy and Bottom-up activities 04

建築家・大学・研究所政府 居住者

トップダウンシステム ボトムアップシステム

→

→

？

↑介入的アプローチ

New Megacity Model
既存のインフラ
政府マスタープラン

既成居住区の再生＋
ローカルナレッジの活用

＋

■「トップダウン」と「ボトムアップ」の接続
チキニのような場所は、これまで通り生活して「いられれば」、特に問題
もなくこの先も幸せかもしれない。しかし、都市のグローバル化と経済成
長の中では、ここがジャカルタの中で周りから孤立して現状を温存し続け
るストーリーは描きづらい。実際、首都圏の中心という立地条件から、ク
リアランスによる集合住宅化が有力路線である。これを回避するためには、
現行都市政策の中でチキニのようなエリアが生き延びるラインを把握する
ことが重要である。一方で、居住者自身による自発的な環境改善の活動に
より、政府の介入が無くても充分に良好な住環境が実現されうること、そ
してジャカルタ都市全体に対しても貢献しうる存在であることをアピール
していく必要があるだろう。この両極の観点からプロジェクトを計画する
ことで、単なる慈善活動に終わらない、実効性の高い提案となる。

■トップダウン－政府によるカンポン政策－への接続
カンポンの住まいは、各々が床面積を最大限に獲得できるよう、敷地境界
いっぱいに街路へせり出しながら建設されており、個々の住居は十分な換
気や採光が得られていない。ジャカルタ政府のカンポン政策のうち、既存
の住宅を利用する手法（その他はクリアランスと高層化）は、街路を両側
1m ずつ拡幅し、住宅の前面を削って環境を良くするというもの (fig.1) で
あり、日本の木密地域などの改善計画手法と近い。
我々の手法は、街路側ではなく住宅の背中側に 500mm～ 1000mm のス
キマを空ける (fig.2) というものであり、住宅の床面積を政府方針同様犠
牲にするものの、街路側と背後の 2 方向に開口ができ環境的には断然有
利であるし、現在の濃密な街路の空間性を失わずに済む。日本などでは少
しスキマを空けたところで大きな効果は期待できないが、ジャカルタのよ
うに太陽が真上から照りつける場所では、少しのスキマで充分な採光効果
が得られることを生かした提案であり、政府とのミーティングでもそのア
イデアに強い関心を頂いた。

ジャカルタ住宅局とのミーティング
(2013/3/16)

fig.1 政府方針の街路拡幅
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fig.2 Megacity Skeleton

■ボトムアップ－住民参加プロセスによる知恵の共有
我々が去った後も、ここで試された住環境改善の手法が次々と連鎖してい
かなければ、意味が無い。ローカルの自発的な活動として環境改善が進む
ためには、提案の意図と実際の効果を住民が共有し、自らが誇りを持って
この街を守り、更新していくために活用していくことが重要である。本プ
ロジェクトでは、学生 3名が実際に現地に住み込み、毎日住民とのコミュ
ニケーションを図りながら段階的にアイデア WS やミーティングを重ね、
計画への住民参加プロセスを入念に構築してきた。どこかの誰かがプレゼ
ントしてくれる建築ではなく、地域が自らの手でつくる建築によって自ら
の居住環境の未来が切り開かれるべきであり、Megacity Skeleton はその
第一歩となるはずだ。

Be Architect WS for children (2012/12/30)

Be Architect WS for Adults (2013/1/6)

White Wall WS (2013/3/24) White Wall WS2.0 (2013/8/27)

Construction start (2013/5/22) Skelton finish (2013/8/15)

2013 WS (2013/9/16-9/26)
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