
0_1 研究背景
　私の住む東京郊外では、農地の分譲化により、どこに
でもあるような住宅が建ち並ぶようになった。どこから
かやってきたようなものではなく、まるでずっとそこに
あったかのような「なつかしい建築」の立ち姿はどのよ
うなものか。本研究はその疑問に端緒を開くことから始
まる。
0_2 研究目的
　本研究は「場所」と「空間」の関係から「場所は積層
していく」という仮説の下、なつかしい建築の在り方に
ついて探ることを目的とする。
0_3 論文構成
　以下のような流れで論じる。
　まず第１章にて、過去の言説などを中心として「場所」
と「空間」とは何か。そしてどのように展開されるか、
についてモデル化を行いながら確かとしていく。ここで
得られる知見は「場所の積層性」である。そして、その
積層性に関する諸問題について挙げる。
　第２章では、私が所属している空き家改修プロジェク
トでの実際の体験やそこで得た考えから「場所の積層性」
における問題解決への手がかりを見つける。
　そして第 3 章では、前章までで得られた考えから事
例研究を行い、場所と空間に対して建築家がどのように
提案を行っているかについてまとめる。
　以上を踏まえ、第 4 章にて設計提案を行い、場所の
積層手法についての有用性を示す。

1_1 場所と空間
　エドワード・レルフは場所を「意味の総合体」と定義
し、クリスチャン・ノルベルグ＝シュルツは「建築とは、
場所に潜勢的にしか現前していない諸もろの意味の覆い
を取ってあからさまにすること」と論じた。つまり、空
間とは場所の様々な意味を建築 ( という行為 ) によって
経験されるものである。また、その空間の経験はイマヌ
エル・カントのいうア・プリオリを持つため広く共有さ
れる。以上より、場所と空間の関係をモデル化すると以
下のような図となる。外来の抽象であるマスメディアや
資本的理由による建物は場所と接続せず、しかし本来の
場所と空間の関係はお互いに作用し合い、そして空間は
建築によって明らかとなるのである。

所として認知される。「場所から空間へ変化し、そして
空間は場所へ帰属していく」と仮定する。建物は竣工後
も常に変化していく。イーフー・トゥアンは場所を「静」、
空間を「動」とし、遊牧民を例に挙げ、建築によって場
所から空間へ変化していった場合でも、場所の感覚は失
われないことを示した。つまり、場所はある方向性を持
ち、そして積層していくのである。また、Ｂ・ルドルフ
スキーはスペイン丘陵地帯の都市を挙げ、場所から作ら
れた空間の再評価を行う。この再評価は空間から場所へ
帰属していくことの評価である。これらから前述のモデ
ルに変更を加える。

1_3 積層性に関する諸問題
　ここで一つ積層性に関する解決すべき問題が発見され
る。これまでで建築家はクロード・レヴィ＝ストロース
の言う「ありあわせの材料を用いて自分の手でものを作
る人＝器用人 ( ブリコルール )」であると言えるだろう。
建築家によってつくられた空間の経験の差異が再帰する
時、つまり空間の質から場所の質へ変わった時に以前の
場所とは異なる質を持つ。しかし、空間の質が劣悪なも
のの場合（例えばマスメディアや資本的理由による建
築）、それは場所を以前より悪くする可能性を孕む。こ
の場所の「消費」と言える問題を解決する必要がある。

2_1 活動概要
　空き家改修プロジェクトは建築学生が主体となって、
空き家を改修し、そして地域の活性化を目的とする団体
である。私はここに 2015 年 2 月より参加し、２期代表
を勤めた。2017 年 1 月現在 49 名の学生が参加し、５
地域において活動を続けている。
2_2 場所と人
　活動では、まず地域に入り地域の人との交流から始ま
る。それは改修を進めるに際して、何がそこにあるか・
何が必要とされているか等を発見する為である。それは
建築することで場所を発見する事と同意である。場所と
人の関係について、エドワード・レルフはロナルド・ブ
ライズの村落研究を参照し、「人々が彼らの場所であり、
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1_2 場所の積層性
　ある設計者Ａによる空間Ａは場所Ａから建築された
が、すでに隣地の場所 B に空間Ｂを建築しようとする
設計者Ｂにとって、空間Ａは既存環境としてつまり、場
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3_1 場所の積層手法に関する事例研究
　前章までの場所の積層性に関する変遷を踏まえた上
で、事例研究を行う。人が場所を経験し、積層させてい
くためにどのような手法を過去の建築家は行ってきたか
を分析し、場所の積層手法へと導く。
3_2 対象作品
　過去の建築を取り上げる。写真や図面、資料などを検
討材料とし、場所に対しどのような空間を提案している
か、その試行錯誤の経過と結果を分析する。
3_3 考察
　建築が立つ敷地の既存環境や周辺、そしてその街の成
り立ちなど、それぞれのスケールの大小に関わらずそれ
らは場所に存在し、そして外の人である設計者 ( 他律的

4_1 なつかしい建築をめざして
　場所の積層手法を用い、建築の提案を行う。ある敷地
を対象にし、その有用性を示すことを目的とする。
4_2 対象敷地概要
　対象敷地は新宿から電車で 40 分の距離にある東京都
東大和市。戦前から広がる農地が近年、分譲戸建やコン
ビニエンスストアへ変わる郊外住宅地である。敷地には
空き家である平屋建ての住宅が取り残されている。敷地
の半分を畑が占めるが、住まい手がいない為、雑草で荒
れ地となっている。周囲には小学校がある。前面道路は
児童の通学路、周囲の住人の生活道路となっている。

4_3 計画・提案
　現在敷地に残されている建物を、寺子屋として児童や
地域住民と共に改修していくプロセスを提案する。畑で
農業の体験授業を行い、放課後の居場所となるような用
途にする。また、農地というポテンシャルを保存するた
め、郊外地における分譲化へのアンチテーゼとしても提
案される。この場所がある一定の空間を獲得し、愛され
る場所へ再帰することを狙う。
4_4 設計
　他律的建築を行う建築家として筆者を想定し、前章に
て得られる積層手法を用い、設計を行う。具体的には隣
接する通学路に対して開くように解体・操作を行い、場
所を経験するコミュニュケーションの場をつくる。基本
的には既存を活かしながら設計を行う。

　本研究は空き家改修プロジェクトでの得た知見を場所
論・空間論として展開し、積層手法を見出すことを目的
とした。「なつかしい建築」が私たちのこれから住まう
世界の道標となることを願って、結びとしたい。

第３章　事例研究

第４章　設計提案

終　章　総論
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2_3 場所の外と内
　基本的に外の人である私たち学生が現地へ行き、その
地域の人と交流しながら改修を進めることには大きな意
味がある。日本各地での空き家や地域の問題は自治体や
その地域の人のみで解決できるものではなくなってい
る。そこで私たち外の人が内に入ることで、多くのアイ
デアを引き出すことを目的として活動を行っている。つ
まり、場所を外から経験する主体者も存在する必要があ
るということである。エドワード・レルフは外の経験す
る主体者である私たちのような存在を「感情移入的」と
称し、「場所の「内側」に感情移入的に入り込むことは、
場所を意味に富むものとして理解することであり、それ
ゆえそれと一体化することである」と述べた。また、外
の人が入ることで、内の人により強い「愛着」を与える。
それは前述してきた場所の差異を理解することから空間
が生まれることに起因する。これを「自律的建築」、そ
の対義を「他律的建築」とし、これらを評価し、前述の
モデルを再考、前章で挙げた問題を解決する場所の積層
手法として提示する。

そして場所がそこの人々であるのだ。」と述べた。つま
り、場所を経験することで空間を作る主体者は「人」で
あり、そしてその主体者たちを建築家は無視できないの
である。また、その主体者たちはコミュニケーションに
よって経験する。活動にて前面道路に向けて大きな開口
を提案した。それはマスコミュニケーションと化した道
路に向かって、人の活動が可視化されることを狙った。
道路を歩く人は建物内の活動を見て立ち止まり、立ち話
を始める。ここで初めて人は場所を経験するのである。

建築 ) が入り、その場所の主体者と空間を共に作り上げ
ていく ( 自律的建築 ) ことで、時を経ても地域の人々か
ら愛され続けるまちや建築を築くことが可能になること
を確信した。

WS に参加し、地域と交流する

計画対象物件・敷地写真

面の道路で立ち話が始まる

対象敷地航空写真（Googlemap より）

「丘の町の寺子屋ハウス CASACO」
設計：tomito architecture

「KAIDO Books & Coffee」
設計：小室下司建築設計事務所
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