
　

せる連続的な設計行為」（図１）と言葉の定義をした。

　

　第２章では、まずジュリアン・ハクスリーの著書「進

化とはなにか」など進化を論じている各理論家の言説を

基に進化とは事象に発生する事後的な結果ではなくその

創造過程、つまり遺伝子を継承しながら変異と適応を繰

り返えす連続的な過程であるという点を明らかにした。

次に進化論の整理を行い、本研究に導入する進化論（ラ

マルク進化論）を示した。次に再利用という行為に対し

て進化論的思考の適宜性を示すために再利用の「思考的

プロセス」と「生物における進化」の過程の類似性の考

察を行い、円形闘技場やサン＝ドニ旧大修道院⁶⁾などの

事例を引き合いに再利用という行為の形に関する変遷過

程と進化の過程の類似性（連続的な線形プロセスである

ことや変異と適応を繰り返すことなど）を明らかにした。

次に、進化との類似が一元的にならなることを避けるた

めに、ヴィオレ・ル・デュクの言説⁷⁾や進化における情

報学の分野など多角的に再利用と進化の類似性を考察

し、その結果、再利用における創造過程は限りなく進化

に近似していることを明らかにした。　

　

　

　第 1章では、「再利用」という行為の歴史的変遷とそ

の特性を確認 ¹⁾し、「もう一度使う」という表層的な認

識ではなく、「既存建築物に対し改変を伴い、“継承性”

と“更新性”を備え、現在もしくは未来の環境に適応さ

　第 1章では、まず「再利用」の言葉の定義概要とその

本質についての確認を行う。次に、進化論的思考を用い

ることで設計方法論を示すことできると仮説を立てる。

第 2章では、前章の仮説に基づき再利用の実践が進化の

プロセスと近似していることを多角的な観点から示し、

それらの言及を通し、『再利用≒進化』を説く。第 3章

では、進化論の知的構造を参照し、実際の事例を交えな

がら変異と適応という概念の概説を行う。第 4章では、

進化論的思考に基づき、事例分析をし設計のプロセス及

び設計の手引きを作成する。第 5章では、前章の考察を

踏まえ、建築への応用と有用性を示す実践的検証を行う。

終章では、本研究の総括及び、今後の展望を述べ、研究

の結びとする。

　本研究では、「再利用」という行為を“継承性”と“更

新性”の両義性をもった行為として創作論的視点から捉

えなおすことで、再利用することの豊かさを今一度確認

し、その手法を獲得していくことを目的としている。本

論では、「再利用」という行為に対し、その創造過程と

多くの類似性が見られる生物の「進化論的思考」を導入

し、それに基づく設計手法を提示する。そのため「進化

論的思考」が再利用という行為に対して適しているのか

を示すことが本論の副次的な目的である。

　

　私たちを取り巻く日常環境は、当たり前に既存の事物

で満たされている。縮小時代に入っている日本では、つ

いに事物の“不足”が“過剰”へと逆転した。こうした

状況から、昨今の日本では建築の再利用が重要な行為と

して再び注目を集めているわけだが、既存建築物を再利

用する行為は古来の最も普遍的な態度 ¹⁾であり、建築

を営繕的に紡ぎ綴るための行為、つまり“継承性”と“更

新性”の両義性をもった重要な行為である。しかし、現

状の「リノベーション」や「リフォーム」といった専門

家から一般人までの解釈を容易にする膾炙した表現に

よって用いられるこれらの実践 ²⁾は、科学的・政治的

な正しさを容易に引き寄せるがゆえ、本質的な【再利用】

という行為よりも、「長持ち→正しい」「古いもの→なん

かいい」というような表層的な認識が一般的に定着して

しまう危険性を孕んでいる。³⁾建築の再利用という行為

を一過性のものではなく、創作論的視点から検討を行う

ことで、その有為性を今一度確認する必要がある。

を“注視”する態度が極めて重要であることを論述して

いる。また、理論的な思考が欠如している現状に対し再

利用の「思考的プロセス」と「生物における進化」の過

程の類似性に着目し、進化論的思考を用いることで設計

方法論を示すことできると仮説を立てた。

次に再利用が置かれている現状を把

握するとともに、建築家吉良森子の

著書『これまでとこれから ― 建築

をさがして』⁴⁾や難波和彦の言説⁵⁾を

踏まえながら再利用において、物事

―〈進化論 Evolution〉の概念をとおして―
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第３章．建築の進化論について

　第３章では、「進化」の構造を対象とする言説⁸⁾を基

に「進化論的思考」についての論述を行った。その結果

進化の知的構造の要点を以下のように示した。①「生物は

進化する際に変異が必ず起こる。」→②「自然環境による

淘汰圧にかけられ、適応したものが生き残る。」→③「変

異と適応を繰り返し行うこで、限りなく自然な状態で環

境に適応する形態を作り上げる。」→④「形質は、遺伝子

として受動的に子孫に受け継がれる。」建築の再利用に

おいても同様の構造で設計行うことを主張した。次に、

進化論をメタファーとして借用しつつも、生物と人工物

ではそもそもの差異が大きいため、建築の場合における

「変異」と「適応」の確認を行っている。「変異」におい

ては、既存事物に対する改変と捉え、形状変化や仕上げ

の改変などを対象に事例分析を交えながら示した。「適

応」においては、動物行動学者ニコ・ティンバーゲンが

提唱した「4つのなぜ」という思考を踏まえながら、解

図１



“構造” に着目

  終章では、既存事物に対して再利用的視点を持ち、進

化論的思考を用いた創作論的視点から検討を行うことの

重要性を総括している。具体的な設計で示した通り、建

築の再利用という行為が、“継承性”と“更新性”の両

義性をもった重要な行為として建築を豊かさしてくれる

ことを期待し、本論の結びとする。

　第４章では、建築家による事例を対象に進化論的思考

に基づいた論述と事例分析を行い、前章で概説したこと

の理解を深める。例えば、武田清明によって行われた再

利用事例からは、素材感や敷地の特性を継承しつつ、敷

地の発掘及び改変、空間の減築＆増築（形態変化）、新

規のマテリアルの導入などの変異が行われ、既存構造体

（内部の解剖）、敷地形状及び要素へ（環境への適応）、

新規の部材・技術などへの適応していることを明らかに

した。同様に 26 事例の考察、分析を得て、それらを基

に設計のプロセス及び設計の手引きを以下ようにまとめ

た。

剖学，発生学，系統学，行動生物学の観点から分析を行

い、建築における適応の判断項目を生活様式，コンテク

スト，機能，風土，技術，素材の６つであるとした。章

の後半では系統樹的に連続的であることや自然淘汰の状

況は受け入れなければならないなどことを論じている。

第４章　建築家による再利用
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  第５章では、考察及び分析より体系化した変異の方法

とそれに基づき導いた設計の手引きを応用し、建築実践

を通じてその適宜性を示す。対象敷地は、山梨県東南部

にある「富士河口湖町」という富士山の裾野に位置して

いる場所。この町は、富士山という強い求心性を持ちつ

つ、厳しい自然環境に適応するために人工的に作られて

いる空間と場当たり的に増減改築されたアノニマスな空

間とがごちゃごちゃに混ざり合う魅力的な風景を持つ街

である。昨今、富士山や湖畔を活かした観光地化に向け

た開発的な更新と昔から残る街並みの継承という相反す

る思いに挟まれ藻掻いている。対象となる敷地は、前面

に国道と商店街が通り、背後には、山梨ならではの斜面

を持つという構成である。本計画では既存建築を用いな

がら相反する思い（更新と継承）を繋ぐ建築を創造する。

第 5章　進化論の実践的検証

終章

図２　本論で提案する再利用の設計プロセス
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建築の進化においては、 変異を起こしたあとの適応判断を厳密に行うなら、 関連が特別強く

ない事象からも学びを得ても良い。03

生物の進化においては、 変異が複数合わさって進化が起きることは希だが、 建築の進化にお

いては複数の変異を同居させながら全体を更新させることができる。02

建築の進化においては、 単体の進化だけでなく、 共同的かつ相関的な進化を起こすことが可

能であり、 場合によっては極めて有効なものとなる。04

建築の進化において漸進させる強い要因は、 材料や構法であるため、 既存の形式及び場所

性を尊重しつつも積極的に新しい材料、 構法を使うことを考える必要がある。07

01 生物、 建築共に進化においては、 変異の大小の違いはあるにせよ進化の際には必ず何らか

の変異が起こっている。 （起こさなければならない）

建築は常に土地の上に成り立っているため、 変異を起こす対象も既存建築のみに限らず、 敷

地に対しても同様に変異を起こす場合があることを考慮する必要がある。05
進化の現象は、現在に答えを全て求めるものではないため、次の継承も意識し通つつ 「完全さ」

を求めすぎないことも必要である。06

進化の過程では、 適応という観点が非常に重要なるため、 いかに適応したかの判断をするた

めに、 土地に根付くプロポーションや感覚、 コミュニティといった要素を大事にする必要がある。08

建築の適応の判断は複数の事象の複合体であるため一概に判断することができないが、 中で

もその土地のコンテクスト、 気候風土、 生活に対する適応は、 優先的に判断する必要がある。10

建築の進化において、 政治的な部分への応答の重要さもさることながら 「意匠」 としての美し

さが必要になる。 （対象となる建築単体としてだけでなく、 敷地を含めた風景として）09

生物の進化においては、 内部の把握するということを客観的に行うことは不可能だが、 建築に

おいては、 内部を解剖し把握することは重要なことであり、 必ず行う必要がある。11
進化の自然淘汰の現象には、 その場所の環境 （気候など） の影響によるものが大きいため、

再利用する際には、 地域の特徴あるいは、 ローカリティといったものを獲得する必要がある。12

建築の進化においては、 前段階との連続性を持っているため、 現代と過去の間を応答的にデ

ザインができる。 （敷地の発掘など分析を行うことは意義のあることである。）13
建築の進化においては、 変異は各時代にそれぞれ個別に行われるが結果としてそれぞれの変

異は、 濃度の濃さに違いがあるという断りのもと連続的である。14
建築の進化において、 継承する遺伝子は受動的ではなく、 能動的であるため継承のための

遺伝子を慎重に見極める必要がある。15

遺伝子の抽出

学問的観察から得た適応の判断項目
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建築家事例分析から得た 13 の変異手法

01. 形態の変更 （増築など）

02. 躯体状況への還元 （全体）

03. 壁、 天井、 床の付加 ・ 撤去 （部分）

04. 部材の付加 ・ 撤去 （階段やデッキなど）

05. 内外の転換

06. 開口部の改変

07. 素材の変更 （対比 ・ 同化）

08. 色彩の変更 （対比 ・ 同化）

09. アプローチ ・ 動線の改変 （バリアフリー化）

10． 空間の挿入

11． 全体 ・ 部分的転用 （移築も含む）

12． 敷地の再利用

13． 個から群へ変更 （逆もしかり）
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※縮尺の都合上改築部の表現は省略しています。


