
共同研究報告書
DELIS × Y-GSA

2013
2014



-01-

2013

2012

共同研究スケジュール

2/13

11/1

2/28

3/28

12/20

2014

2/14

2/28

SHELTER

CSH 2013

CSH 2014

第一回 報告会（SHELTER最終）

第二回 報告会

2012 年度 最終報告会（CSH2013 最終）

第一回 報告会

第二回 報告会

2013 年度 最終報告会（CSH2014 最終）



-02-

INDEX

SHELTER はじめに

耐震シェルターへの提言

５つの提案

はじめに

コンセプト

３つの提案と付録

コンセプト

４つの提案

リサーチ１（横浜住宅地の成り立ち）

リサーチ２（1960 年代 CSH）

CSH 2013

CSH 2014

YEAR BOOK

WEB PAGE

FIANCIAL REPORT

COMMENTS

… P. 4

… P. 5

… P. 6-12

… P. 14

… P. 15-16

… P. 17

… P. 18-19

… P. 20-21

… P. 23

… P. 24-37

… P. 39

… P. 40

… P. 41

… P. 42-43



-03-

生活と共にあるシェルター

INNOVETION
FOR
THE SHELTER

DELIS × Y-GSA



-04-

耐震シェルターとは

「耐震シェルターを再考する」

　一般的に、耐震シェルターは「住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱形の空間を作り、安全を確保するもの」とされる。

地震によって家屋が倒壊しても、局所的に生存空間を確保し、救助が来るまでとどまっていられる場所を作る。

　昨今注目される耐震シェルターであるが、その多くは非常時のためだけに考えられている。そのため、通常時の使い方や

佇まいについてはあまり考慮されておらず、人の暮らしにはそぐわない製品が多く見受けられる。今後更なる耐震シェルター

の普及を助長するためにも、今一度、生活と共にある耐震シェルターを再考する必要がある。

誰のために

　現在の耐震シェルターは、家屋倒壊時に早急な避難が難しい高齢者などを対象として作られる事が多い。老朽化した木造

住宅は大地震時の倒壊危険性が高く、耐震シェルターの設置は一時的な避難空間をつくる点で有効的である。

　老朽化した木造住宅に住む高齢者や単身者には、普段の生活にも問題を抱える方も多い。耐震シェルターが、非常時の避

難空間の確保をするためのものとしてだけでなく、現在の生活をより快適にしたり、同居家族とのコミュニケーションを生

み出すような付加価値のあるものとして再考できないだろうか。本研究の目的はその点に集約される。
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CURRENT PROBLEM

INNOVATIVE SOLUTION

「人の命を守るためだけの耐震シェルター」

「“生活” と共にある耐震シェルター」

私たちの提案するシェルターは家具のように機能します。従来の
シェルターが持つ雰囲気とは異なり、日常的に使う物です。日々
の生活においても必要とされるものは住宅内で圧迫感を持たな
い、大きな家具のとしてデザインします。

高齢者に向けて作られる事の多い耐震シェルターですが、私たち
の提案するシェルターは、家族みんなが使える場所を作ります。
このシェルターを設置する事で、より親密な家族のコミュニケー
ションを生む事が期待できます。

長い時間を経た住宅は、変化していく居住者の住要求に柔軟に対
応できません。私たちの提案するシェルターは、生活を取り込み、
大掛かりなリフォームを行わず、それにに匹敵するような新しい
ライフスタイルを生み出します。

1. DAILY USE
「シェルター：日常的に使うもの」

2. NOT ONLY FOR A PERSON
「シェルター：個人だけのものでなく、家族のもの」

3. SUPPORT FOR NEW LIFESTYLE
「シェルター：あたらしいライフスタイルを提案するもの」

耐震シェルターは人の命を守るためにあります。しかし現在市場
に出回っているシェルターは、その点に重きを置いて製作されて
いるため、日常生活にはとても似つかわしくないものになってい
ます。

ベッドタイプのシェルターは、人が寝るとき以外は全く使い勝手
がありません。太い柱に囲まれたある種の専用ベッドは、どこか
近寄りがたく、使用者を孤立させます。

太い柱、大きな金物で組まれたシェルターは、非常事態を思い起
こさせます。家の中にあるにもかかわらず、緊張感を与えるデザ
インは生活の妨げになる可能性があります。

1. ONLY EMERGENCY USE
「シェルター：非常時のためのもの」

2. ONLY FOR A PERSON
「シェルター：個人のもの」

3. OBSTACLE TO LIFESTYLE
「シェルター：生活を制限するもの」

with 
Life!
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家族が集う箱

CUSTOM SHELTER

生活に合わせて
自由にカスタマイズする

伝統的な様式に習って生活する

生活をレイアウトする

生活を支える「柔らかな」構造

生活を拡張するハナレを持つ

P.07

P.08

P.09

P.10

P.11

本 項以降、 5 つの耐震シェルターを提案する。「生活」をキーワードにし、それぞれに従来のシェルターと異なる特徴を
持つ。

ハナレとしての茶室シェルター

竹を編んでつくるシェルター

家族が集う箱
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TRANSPOTABILITY

1. 柱のみ 2. 面材で柱を結束する 3. ボックスで剛性確保

…水平力に無防備 …水平力で変形してしまう …変形しなくなる

STRUCTUREENVIRONMENT

CUSTOMIZING

線材と面材とボックスによって構成された、

組み立て・持ち運びが簡単なシェルター

CUSTOM SHELTER

葉陰の家 /SUEP. KAIT 工房 / 石上純也

３種類のパーツの組み合わせが簡単に

できるシェルター。自分の生活スタイ

ルに合わせて形を変えられる。

家の中ではシェルターとして命を守り、家の

外では小さなスラブが木漏れ日のような日影

をつくり出す。森の木々の間に暮らす感覚。

CONCEPT

小さなスラブが重なることで、木漏れ日のような影
ができる。光を反射しやすい素材のスラブは部屋
の奥まで光を届ける。

水平方向に視界が抜けるので、窓の外の景
色を見ながら、入ってくるそよ風を感じるこ
とができる。

様々な使い方のできるBOXをオプションで用意する。
ボックスを加えていくことで自分に合ったシェルターができる。

組み立て可能なシェルターなので、部品に分けて輸送可能。
さらに、BOXの中に小さなスラブが収まるように梱包することで最小限の輸送コストを実現する。
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家族が集う箱

多様な使われ方を
していく。

棚に囲まれたシェ
ルターを想定する。

棚の高さ、しきりの
間隔を変化させる。

コンセプト

棚の多様性

色に集う

棚が机になる。寝床側から足をい
れて使うこともできる。

棚が寝床になる。座ってから寝る
体勢に入ることができる。お年寄
りが寝やすい環境。

棚に引き出しをつけると収納になる。

棚が洋服掛けになる。

足元の棚を本棚として使うと地震
時、落下の心配はないし、シェル
ターが安定する。

棚がソファになる。座面を低くすると
おじいちゃんと一緒にテレビが見れて
目線があって、会話も弾む。

子どものおもちゃ棚になる。
遊びながらおじいちゃんと
目線があう。

家族のアクティビティを生む用途の棚に色をつけ、家族が集う
棚を明確にする。

参考：N-City Club West
／飯田善彦建築工房 

本棚の棚・しきりが柱・梁となって
安定した構造を保つことができる。

構造

通し柱（壁）

補助柱（壁）

視線を遮る方向にはなるべくしきりは入れず、
四方に通し柱を配することでバランスを保つ。
さらに補助的にしきり板を入れていく。

メラミン化粧板

自分でカスタム

キッチン

引き出し

机

おもちゃ棚

最低限の枠の中に必要な箱を選択し入れていくことで、
自由にカスタムした世界に一つだけの、家族の集う箱になる。

棚に囲われた空間をシェルターとする。お年寄り

のベッドとしてだけでなく、そこに家族の日常的

な生活空間をレイアウトし直すことで、寝たきり

のお年寄りの周りに自然と家族が集まり、会話が

生まれたり、寄り添い合える場となる。
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１室の中に剛な箱としてのシェルターを入れるのでなく

１室そのものを力を受け流す箱となるようなシェルター

を自然素材である竹を編む事で作る。

1440
竹

曲げ強度 (kg/cm2)

ブナ

クリ

ヒノキ

1000

800
750

1760竹

引っ張り強さ（Kg/cm2)

ブナ

クリ

ヒノキ

1350

950
1200

竹の強度値（木材との比較）

竹のアーチが突っ張ることで、

室全体の強度が増す

建物崩壊時にはアーチ構造が垂直加重を

受け流すことでシェルター内の崩壊を防ぐ。

2F

また竹が綿密に編まれる事で、がれき

など小さなものの崩落から身を守る。

天井面をもった四角いシェルターでなく、垂直加重を

受け流す形態をつくり、崩壊しない強固なシェルターを作る。

自然素材としての竹を使う事で、

あたたかくしなやかなシェルタ

ーを提案する。

W=50mm

H=10mm

L=約 6700mm

×60 本

直径約 100mmの竹の 6ツ割材を用いる。

100mm

竹を編んでつくるシェルター

竹の強度は曲げや引っぱりに対し、木材に勝る強度を持っ

ている。また、表皮に近い繊維が密集した部分では、鉄の

引張り強度（約 35 ～ 40kg/mm2）に匹敵し、重量は鉄の約

10 分の 1、アルミの約 3分の 1で、単位重量あたりの強度

を比較すると鉄の 5倍～ 10 倍にもなる。 

竹同士の結束はひもを使う

編み目が 100mm以内となり安全な場所。ここが寝室場となる。

室内にシェルターとしての壁となるものは何もできず、自由な利用ができる。

竹細工のように部屋全体に竹を立体的に編んでいく事で強固なス

トラクチャーを作る。(ex. 竹の会所 /滋賀県立大学 環境科学部 環

境デザイン学科（陶器浩一研究室 ))



-11-

inside
鉄板

T型鋼

L 型鋼とＴ型鋼をを支えにして平鋼を横組みし、
シェルターを組み立てる。材の幅によって出来
る隙間がシェルターの開口になる。

ハナレとしての茶室シェルター

鋼板の規格サイズを利用してシェルターを組み上げるこ
とができる。主に L型鋼、Ｔ型鋼、平鋼によって組まれて
おり、部材が少ない種類で済む。

部材の長さは軽トラックサイズ
で運べるものとする。
L＝600,900,1200,1500,1800

茶道口が縁側に面していて、にじり口は庭から入る。

床高は住宅によって変わる。シェルターの
側で床高を調整できるようになっており、
縁側から茶道口にはスムーズに移動できる
ように床高を調整できる。

離れ
Shelter

2 畳 3 畳

4畳半

庭の形状に合わせて面積を決めて、それに
合わせて組む材料や、開口の位置を決定し
ていく。小さな面積では母材も少なく済む。

家の中に強固なシェルターを作るのではな
くて、安全な離れで寝るようにする。

100

床

茶室

水屋

にじり口

茶道口

炉

最小サイズ ( 待庵参考 )
二畳の茶室、最小限の茶室空間としての待庵を
参考にし、にじり口、床、窓、炉、茶道口を持
つシェルターにする。シェルターとしてだけで
はなく、茶室としての利用も出来るシェルター。

畳の高さは縁側の高さと同じ高さに調整でき、
その床高に合わせてにじり口が設けられる。床
と畳はフラットになっており、寝ることが出来
る。新しく家に寄り添った茶室を作ることが、
そのまま安全な寝床を作ることになる。

t=6 w=450

リベット

1,800

接合はリベット接合とする。断熱は好みで藁や土で仕上げる
ことが出来る。　 倒壊

倒壊
安全な離れ

床 茶室

山形鋼

にじり口
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家族が集う箱Customizing Shelter

サイズ

イメージ

運搬性

付属機能

可変性

拡張性

組み立て

地震への対応 小さな面が落下物を防ぐ

自由に変更可能 D1200×W4500×H2400(H1800)
( 部屋に準ずる )

鉄板鉄板 , スチールフレーム 合板、ポリ合板 ( 流通材 )

部屋を分割し、用途別に使い分け可能趣向やライフスタイルに応じて
棚を追加可能

ヒーター , テレビ、ミニキッチンなどを
オプションで固定設置可能

工場溶接の後、運搬、組立、設置

部屋寸法やライフスタイルに合わせて
セミオーダー製作 棚ユニットの増設で拡張可能

ボルトなどと、一般的な工具で可能 セルフビルド可能

キット購入で、必要に応じて増設可能

部材単位に小さく分割輸送可能工場から直接搬入部材単位に小さく分割輸送可能

棚板、ハンガーパイプなどの追加設置可能部屋や生活に合わせて増減築可能 部屋や生活に合わせて増減築可能 部材料で強度の調整可能 室内の設計は自在

D2000×W3000×H2000

棚、天井が落下物を防ぐ
部屋に斜めに配置し、部屋自体を補強する

天井が落下物を防ぐ
部屋にアーチを架け、部屋自体を補強する棚、天井が落下物を防ぐ

部屋に準ずる

竹
( 部分的に鉄で補強 )

部屋を最大限に使用可能

運搬後、組立、設置

部屋寸法に合わせてセミオーダー製作

部材単位に小さく分割輸送可能

ハナレとしての茶室シェルター

L字鋼 ,T 字鋼 , 鉄板（LGS も使用可能）

本格的な茶室として使用可能

最小は待庵サイズ～

セルフビルド可能
好みで内装仕上げ可能

部材単位に小さく分割輸送可能
トラックで運べるサイズに分割可能

D2700×W1800×H2000
( 最上サイズ )

棚、天井が落下物を防ぐ

使用材料

竹を編んでつくるシェルター

耐震シェルター 仕様書
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ケース・スタディ・ハウス・ヨコハマ

CASE
STUDY
HOUSE
YOKOHAMA

DELIS × Y-GSA
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Living
in
Yokohama
横浜の新しいライフスタイルの提案のためのベース研究

　横浜市は、日本の市町村で最も人口が多く、市内においておよそ 60% を
占める丘陵地にもびっしりと張り付くように多くの住宅が建てられてきた。
　緩急様々の複雑な地形の上でたくさんの人々が暮らす今、現代において
そのような豊かな地形を持った横浜特有の根差したライフスタイルを提案
できないだろうか。
　横浜という固有の土地で、新しい生活の場がいかに作られ、いかにある
べきか、「横浜の住宅」の可能性を探究する。
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横浜の住宅地の歴史的変遷

　横浜にはもともと低平地のほとんどなく、多摩丘陵が海抜 80 メートル以上
の台地を伸ばし、それに続いて起伏糸んだ丘陵地が広がっている。横浜は海に
向かい、丘と対峙するため町は様々な表情をもっている。海のイメージが強い
横浜もおよそ 60%の住宅が丘陵地に属している。
　それら横浜市の住宅の歴史は概説すると、物流の拠点である港湾都市から、
戦後にかけての工業都市、その後、東京の機能集中による住宅都市としての 3
つの段階に分けられる。

低平地
約40%

約60%
丘陵地

�g.5: 横浜における住宅戸数の分布

谷戸地 台地 斜面地
低平地 丘陵地

古くは旧東海道の宿場
町や、臨海部の漁村と
して、また明治時代か
ら戦後の高度経済成長
にかけての港湾整備に
よる物流の拠点として
の臨海部における住宅
の形成。

明治から戦後の高度経
済成長にかけての工業
化がもたらした、京浜
工業地帯の発展に伴う、
鉄道沿線や旧街道筋を
中心とした谷戸地にお
ける住宅の建設が進む。

戦後の高度経済成長に
生じた東京を中心とし
た首都圏機能の１点集
中化に伴う、丘陵地で
の住宅地形成（ベッド
タウン化）。

人口集中が納まり大きな宅地開発は沈静化する。

再び始まった東京への機能集中により、宅地需要が高まる。開発
適地の減少と技術的進歩により、従来は開発されなかった斜面地
までマンションといった大規模宅地開発が行われる様になる。

民間鉄道資本による土地区画整備事業、住宅公団による大団地の
建設が行われ宅地開発がピークを迎える。

郊外部の住宅地形成は昭和 20 年代後半、相鉄線、横浜線沿線
での公営住宅団地形成に始まる。

市街地調整区域

自然環境保持を目的として、新た
な開発が規制されている区域。住
宅は昔ながらの農家が点在するの
どかな景観を作っているが、近年
の宅地化が周辺まで及んできてい
る。

④

緑区鉄町

郊外の中高層団地

神奈川県住宅供給公社が昭和 52 年
(1977) 以降に段階的に開発した大
規模団地。団地のまわりは市街地
調整区域で農地や山林が広がって
いる。

⑪

旭区若葉台 1,2,3,4 丁目

昭和 40 年代前半
民間宅地開発

昭和 40 年前半に民間ディベロッ
パーが郊外で大規模に開発を行っ
た戸建て住宅地。

⑧

栄区東上郷町

駅前に広がる団地

昭和 50 年代に住宅都市整備公団が
主に計画的に開発した町。道路、
下水道、公園などが計画的に整備
され、戸建て住宅、中高層住宅が
建設されている。

⑫

宅地規模の大きな
住宅地

郊外部の台地上に電鉄系の民間資
本の手によって開発された住宅地。

⑨

緑区美しが丘 3丁目

斜面地に広がる住宅地

昭和 30 年 (1955) 以降に形成され
た住宅地。丘陵地の多い市内各所
でみられる。
住宅密集度はそれほどでもないが、
道路が比較的狭く行き止まりや急
な階段が見られる。

⑦

南区別所町 2丁目

斜面地の
マンション開発

開発地の減少と技術向上により、
斜面地にも大規模マンションなど
の計画が進む。

⑬

保土ヶ谷区上星川

S.40

S.20

明治期

S.50

H.1

H.20~

港湾都市

工業都市

住宅都市

住宅・工業混合地区

第三京浜道路の開通によって次第
に工場や倉庫などが建てられた。
宅地規模の小さい建て売り住宅や、
マンション建設が進んみ、概して
道路が狭い。

⑥

港北区新羽町

谷戸の住宅地形成⑩

西区天王町 4丁目

鶴見区市場西中町・東中町

戦前の既成市街地の
木造住宅地

京浜工業地帯の後背地であり、工
業地帯とともに発展してきた町。
工場の移転に伴い中高層住宅が建
設される。

⑤

鶴見区生麦 3,4 丁目

漁村の面影を残す
下町住宅地

かつて漁村として発展した歴史あ
る町。長期にわたって建て込みが
進み、公園等のオープンスペース
が少なく、木造密集地帯である。

①

神奈川区東神奈川

旧宿場町

旧東海道の宿場町として栄えた。
現在はその面影は無く、再開発に
よってマンションなどが建てられ
ている。

②

中区　伊勢佐木町

③ 臨海部の商業地・
住宅地

ハーバーエリアの
再開発

工場跡地や遊休化したドック（浅
野造船所）跡地などの土地利用の
転換により、マンション開発が進
む。

⑭

コットンハーバーエリア

⑭⑩

⑦

⑧

③

②

①

⑤

⑫
⑥

④

⑨

⑪

⑬

�g.6: 時代・地形ごとの典型的な住宅地（右写真に対応） �g.7: 横浜の住宅地開発に関する年表

横浜の住宅地の 60％を占める丘陵地。
ここでは丘陵地の傾斜と開発規模に応じて４つにのタイプに土地造成を分類し、各造成によりできた４つの住宅地をその特徴とともに提示する。

斜面地 台地（高台）

斜面地における
盛土

急斜面地における
雛壇

盛土
切土と盛土が交互に連続する
雛壇状の宅地

緩やかな斜面地の
大規模谷埋め盛土

高台の
大規模谷埋め盛土

背後の台地を削った土で谷地全体を埋めた谷埋め盛土で、
台地の切土部に連続する広い（平面上）の宅地

個別開発規模 大規模開発

地
形

地
盤 施

工
方
法

地
形
と
地
盤
の
関
係
タ
イ
プ 盛土

大規模谷埋め盛土

切土

盛土

切土

大規模谷埋め盛土

切土

谷戸における木造密集地
宅地化された谷戸は、市街地や駅から比較的近く、その利便性により
中年や若者や、多世代が居住する傾向がある。小さな谷戸の道路は
4m未満である場合も多いため、消防車を含む自動車が侵入できなく、
建て替えが困難である場所が多い。そのため、老朽化した木造住宅が
密集している場合が多く、耐震や防火の面での課題が多い。

急斜面地における戸建住宅
1960 年代以前に都市化した急斜面地には戸建住宅が多い。市街地か
らの距離が近く、多世代が居住している傾向がある。坂道や階段が急
勾配であるため、高齢者にとっては移動の負担が大きい。斜面の地形
や方角によっては風が吹き抜ける特徴があるため、火災が起きた場合
には飛火による延焼が懸念される。建ぺい率が 50-60% である地区
が多く木造住宅も多い。また、戸建開発による雛壇が多い。

緩やかな斜面地における新興住宅地
1960～1970 年代に分譲された住宅地では、高齢化が進み空家が増え
ている傾向があり、今後における運営・管理の方策が必要とされる。
各住戸は南面に対して庭を設ける傾向があり、一方で東西側は隙間が
狭い。

高台のニュータウンにおける集合住宅
高台のニュータウンにおいて、分譲型の集合住宅や戸建住宅では急激
な高齢化が進んでおり、賃貸型では高齢化が進むなか中年の入居も進
んでいる傾向がある。大規模盛土による土地が多い。

丘
陵
地
の
住
宅
地
に
お
け
る

地
形
と
人
口
構
造
・
空
間
的
特
徴
の
関
係

横浜の丘陵地のタイポロジー

�g.8:横浜の丘陵地における地形・地盤・人口構造・空間的特徴の関係
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凡　　例
区　　　　界
町   丁   目   界

大規模盛土造成地（谷埋）
大規模盛土造成地（腹付）

戦前の大規模盛土造成地（谷埋）
戦前の大規模盛土造成地（腹付）

宅地造成工事規制区域

1 : 3 0 0 0 0
0 1 0 0 0 5 0 0 0 m

国土交通省「建築統計年報」�g.4: 建て方別住宅数の推移

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000
( 戸 )

昭和 63 年 2,459 千戸

平成 5年 2,759 千戸

平成 10 年 3,020 千戸

平成 15 年 3,032 千戸

平成 20 年 3,612 千戸

１戸建て 長屋建て 1~2 階建て
共同住宅
3~5 階建て 6階建て ~ その他

　横浜市内には、3,558 箇所の大規模盛土造成地が存在する。

■ 横浜市の造成の状況
　法が施行された昭和 37 年以前の造成は、規模も比較的小さく、旧市街地（西区、中区、南区）や
東海道沿い（鶴見区から戸塚区）に多く見られる。
　法の施行以後の造成は、港北ニュータウンに代表されるような、傾斜地の山を切り崩し、谷部を埋
め立てて平坦化する大規模なもので、宅地造成や開発許可の基準に基づき造成されおり、市域北部（港
北区、緑区、青葉区、都筑区）及び市域南部（港南区、金沢区、栄区）に多く見られる。
　近年は、市域西部（瀬谷区、泉区）の「宅地造成工事規制区域」外の土地においても、大規模な切盛土 ( き
りもりど ) を伴う宅地開発が行われているが、これらの造成についても法の基準を準用して造成され
ている。

人口の拡大

�g.1: DID の推移と丘陵地

地形に住み拡がる
横浜の住宅地の概略

20

165

150

135

120

105

90

75

60

45

30

15

0
S.28 S.30 35 40 45 50 55 60 H. 元 H.5 10 15

（千戸）

総数 持家 貸家 給与住宅 分譲住宅

�g.3: 利用関係別新設住宅着工数　( 各年度）

　横浜市の宅地化と人口の増加は、右図の DID の推移に基づくと、2000 年以降の近年は市営地下鉄
沿線の港北ニュータウンや南西部に人口の増加が進んだ事が分かる。横浜は海の印象が強いが、市
内の 2/3 を占め、その丘陵地にも多くの住宅が建てられている事が分かる。
　また下の 3 つのグラフをみると近年では、全体的に住宅の建設戸数が見て取れる。その中でも、
昭和末期から平成初期にかけて多く建設された、貸家の減少が大きい。それによって貸家、持家、
分譲住宅がほぼ同数となっているのが現状である。
　建て方をみると、総数は依然として１戸建てが最も多いが、近年は 6層以上の高層住宅（共同住宅）
の建設が増加している。
　構造別にみると、防火建築の推進から、近年では木造住宅が減少の一途をたどり、防火木造、鉄骨・
鉄筋コンクリート造が増加している。また鉄骨造や混交造など新しい住宅の建て方も少ないながら
多少増加している傾向にある。

DID(Densely Inhabited District) の定義
　国勢調査の結果は、主として都道府県及び市区町村という行政地域を単位として集計されているが、都市的地
域（特に人口密度の高い地域で、広い意味での市街地を指す）の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位と
して、昭和３５年国勢調査から設定されたのが、人口集中地区＝DID(Densely Inhabited District) である。
　この人口集中地区は、統計データに基づいて一定の基準により設定され、平成１２年国勢調査では、国勢調査
基本単位区等を基礎単位として、1.「原則として人口密度が１平方キロメートル当たり 4,000 人以上の基本単位
区等が市区町村の境域内で互いに隣接」して、2.「それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000 人以上を
有する地域」とされた。

例）
A、B、Cの 3つの地域があり、Bと Cが密度基準を満たしているとする。ここで、B
地域の総人口は 6000 人、C地域は 4000 人であったとすると、規模基準をも満たす
B地域のみが、人口集中地区として定義される。

図　人口集中地区の決定法

A

B

C

人口密度 4,000 人／ k㎡
以上の基本単位区

人口密度 4,000 人／ k㎡
未満の基本単位区

�g.2: 横浜市大規模盛土造成地の状況調査図
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Pick up 

アーツ＆アーキテクチュア編集者であり、プログラムの
プロデューサーのジョン・エンテンザの自邸である。
積極的に構造体で意匠を表現した＃８に対して、＃９で
は壁に覆われてリビングの独立柱のみが存在を主張して
いる。

CSH #9

ルーフデッキには暖炉、バーベ
キュー用の設備が設けられ、ロスの
街並みを眺めつつ、アウトドア生活
を楽しめるように計画された。技術
的には天井面の輻射暖房が注目され
る。

CSH  #16

傾斜地である敷地の形状に合わせて３つの床レベル
が設定されており、リビングダイニングが一番低い
レベルである。素材的にはギャラリーとリビングの
間仕切りに使用された波板ガラスが注目される。
空間を区切ると同時に広がりを感じさせるこの材料
は、ソリアーノによる後の CSH でもフューチャーさ
れている。

CSH  #10

番号で呼ばれない唯一の CSH. プログラム初期の５年間は
短サイクルで作品が提示されたが、全体数に比して実現
していない作品が多いことへの反省から、年１作品とい
うルールが新たに設けられた。特徴は抑制された鉄骨表
現であり、鉄を煉瓦や木材と組み合わせてハイテクな匂
いを薄めている。

CSH 1950

当初からイームズの自
邸として計画され、ス
タジオを別棟として併
設するなど、計画面で
ほかの CSH とは一線
を画している。

CSH  #8

コンパクトながら機能的なプラン
は、ディベロッパーによる後の大量
生産住宅に大きな影響を与えたとい
う。内外の生活空間の融合を図るた
め、リビングのガラスは床から天井
まで達した。

CSH #11

広大な敷地 経済性 大量生産外部を活かす 家具

CSH のキーワードを五つにまとめて、それらをよく表現している作品をピックアップする。

Case Study House のリサーチ
　第二次世界大戦後の住宅需要に備え、経済的で効率的な住宅モデルを提案したカリフォルニアのケーススタディハウス。だが、その試みは、効率や経済性のみを追求するだけのものではなかった。
Arts&Architecture 誌編集者のジョン・エンテンザは当時カリフォルニアで活躍していた建築家達とともに、カリフォルニア独自の住宅とライフスタイルの在り方を模索し、実際に住宅を建てることで
当時の住宅建築に大きな影響を与えた。
　つまりそれは、工場量産住宅でも、カリフォルニアの温暖な気候・そして広大な土地を最大限に生かすことで、場所と結びついた住宅そして暮らし方を可能にする試みであった。

　2013 年横浜。DELIS と Y-GSA 共同研究として、我々は当時エンテンザらが目指したように、経済的かつ効率的でありながらも横浜に根差した住宅の在り方・ライフスタイルを模索する。先に示し
たように横浜は、地形や住宅の密集度においてカリフォルニアとは大きな違いがある。そこで解決すべき問題や新しい暮らしへの可能性はカリフォルニアのそれとは異なるが、カリフォルニアのケー
ススタディを分析し、そこで得られたヒントは我々が新しい提案を行う上で重要なものとなるであろう。

CSH のキー・コンセプト「空間的広がり」を実現する要素

Diagram



-18-

CSH の五つのキーワード 

in YokohamaCase Study House 2013

Case Study House
in California

手元の小さな緑を楽しむ外部空間をまとった建ち方

気候を活かした開放的な外部空間

遠くの都市を感じる斜面地に対してスマートにアプローチ

一般大衆にも手に届く経済性

流通部材を使用

大量生産可能なシステム

家具と建築を同時に設計

ライフスタイルを提案する家具の設計

フットプリントを小さくして高く積層する

郊外の広い敷地に低層で建つ
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Case Study House 2013
周辺よりひとつ頭が抜けて
空に近い開放的な屋上

高く建つことで広く遠く
まで見渡せる寝室

手元の緑に囲まれたテラスと隣接する
キッチンを使って外ダイニング

裏を作らない家を
ぐるりと囲む庭

四面から通風・採光を得る
ことが出来る快適な居室

流通材を利用し、規格
化された手法体系

日光

傾斜地での高低差にフットプリントを小さくすることを合わせる
ことで通風や日当りの良好な生活を手に入れることが出来る。

風

敷地の中心にフットプリントの小さな住宅を建てることで豊かな外部を利用しながら生活をする。

建て詰まって眺望が期待できない場所でも、小さく高い建築にすることで周りの建物から頭一つ飛び抜けて眺望を確保できる。

1800mm/

流通材を利用する。持ち運び可能な材を使うことで、大型車や重機
の乗り入れが困難な斜面地での施工が簡単になる。

2700mm/ 3600mm

擁壁と距離を保って広い
隙間を有効に使った菜園



-20-

Site Data

横浜ー戸部
北側道路接道
敷地面積 108 ㎡
南側斜面

建て詰まりによる
眺望の確保困難　

建て詰まりによる
通風採光の確保の困難

小さい敷地いっぱいに住宅を建てるので、住宅周りの外部
環境が悪くなる。

敷地の中心にフットプリントの小さな住宅を建てることで豊かな外部を利用
しながら生活をする。

利用されない隙間を作っていた場所でも、小さく高い建築によって眺望を確
保し、GLに緑を作り出すことができる。

ライフスタイル
狭い敷地でも菜園などを作る生活が行われる。
もしくは一階はガラス張りで、玄関＋ライブラリやミニキッ
チンが入っていて、日頃からひなたぼっこしながら、コーヒー
を入れて本を読むなど。

環境の改善 /風景が出来る
あまりいい環境とは言えない住宅の周りが、利用される外部
として植物が植えられる。光が入り、風が通る。
密に詰まっていた住宅群の中で緑を持って建つことで、住宅
地に新しい風景が生まれる。

日光

風

5400 1100

25
01

54
45

2F

ダイニングバルコニー

キッチン＋ダイニング

5400 2100

54
00

3F

寝室

木造密集市街地 54
00

5400

玄関＋
ライブ

ラリ

フットプリントを小さくして
豊かな外部の生活を手に入れる。
1F は玄関であり、ライブラリのようなスペース

SIte plan + 1Fplan

#1CASE STUDY HOUSE 2013 

LIFESTYLE
中庭の近い緑と遠くの都市が、同時に楽しめる生活。

構造：S造

敷地：霞ヶ丘 1丁目
( 第一種住居地域 )

指定建蔽率：60％

指定容積率：100％

南側斜面

敷地面積：112.97 ㎡

建蔽率：48.6%

容積率：99.8%

Fine View

Privercy

まちに開く棟

中庭を囲む暮らし

プライベートな棟

擁壁とまちに開く棟が奥のプライバシーを守る

Site Data

#2CASE STUDY HOUSE 2013 

木造密集市街地

+6000

1F Plan 1/200

Gallage

Living Room

Kitchen & Dining

ÉZ
É~
É_
Éu
Éã

ÉV
ÉìÉ
OÉ
ã

Bath Room

Bed Room

2F Plan 1/400 3F Plan 1/400
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開放的に持ち上げられた地上階は、家々の垣根を越えて風が吹き抜ける。一つの大きな公園のようにつながりを持ったパブリックな地上階には、
様々な活動が垣間見え、にぎやかな斜面地住宅風景を作る。また、沢山もうけられたテラスからは斜面の高低差から新しい住宅間の関係性を生む。

つながりをもった斜面
・発展的なはなし

ハイサイドライト
１階を明るく照らす

SOHO・ライブラリー
カフェなど
オープンな利用

プライベートな生活空間

屋上果樹園

オープンなキッチンスペース
作ったものを庭ですぐ食べられる。

屋外水道。
ガーデニングや水遊びなど敷地裏側
にもアクティビティが生まれる。

風が抜ける開放的な地上階ピロティ

眺望の良いテラス

各個室につながる共同テラス

GL 1FL(GL+100)

1FL(GL+3700)

3,
60

0
2,

80
0

最高高さ (GL+6500)

2F 床：
フレキシブルボード t=4mm AS ガード塗布
ラワン合板 t=4mm
遠赤外線フィルム床暖房
構造用合板 t=2mm
スタイロエース t=20mm
デッキプレート UA t=2.3mm H=75mm

外壁：
仕上材 硬質ウレタン断熱材 t=30mm付きガルバリウム鋼板 大波板
透湿・防水シート タイベック ハウスラップ 3m
断熱材 現場発泡ウレタン t=70mm

バルコニー：
床　鋼板 PL=4.5mm　溶融亜鉛メッキ
手摺り・手摺子 ST □38×38×1.6mm　溶融亜鉛メッキ

内装・天井：
仕上材 ラワン合板 t=6+6mm EP
気密シート フクビ バリアエース

1F 床：
モルタル金ごて仕上げ　表面強化材
基礎蓄熱型床暖房

モデュール

3600

3600

3600

2800

appendix: 造成された敷地いっぱいに生活する
・基本的なはなし
　地上階は天高が 3500mm の開放的
なピロティ空間で、オープンなキッチ
ンダイニングや DIY 作業に使ったりと、
庭の一部のような使い方がされる。造
成された斜面地では、よう壁が裏にあ
り、敷地内にの裏と表を作ってしまい
がちであるが、!FL をほぼ GL と同じに
する事で連続してつかえるようにした。
１階とは対照的に、比較的閉鎖的な 2
階は、寝室や水回りなどプライベート
な利用がされる。また多くのテラスを
作り、斜面地特有の景観を活す。

2,000 3,600 3,6001,800 SECTION (Scale 1:100)

#3

□モジュールとユニット

キッチンルームへの動線になっている
眺望

CASE STUDY HOUSE 2013 

決まったモジュールの材を組み、一つのユニットをつくる。ユニットの数や配置で
様々な住まい方を提案することができる。

1800

□ガラスのピロティ

□裏表をつくらない平面構成
擁壁

1Fはガラスのピロティとなって
おり、視線が抜け、地域に開かれ
た使われ方をしていく。

2F Plan 1:200

Site Data

横浜市西区伊勢町１丁目
南側道路接道
敷地面積 122 ㎡
南側斜面

木造密集市街地

延床面積 116.64 ㎡

広い半屋外を持っている。

書斎

キッチン

キッチンと連続した中庭

料理教室など。
社会にたいして開放的に使う。

荷下ろし
DIY 等作業スペース

プライベート性
が上がる。

寝室

浴室

リビングルーム

斜面地は、土地が安くビューがよいが、工事が難しいため、施工の費用がかさんでしまう。そこで、建築費用
をなるべく抑え、お金を少し出してでも斜面での生活がしたいと思える暮らしの提案が必要である。

1Fは分棟になっており、外部を積極的に使って生活する。

ボリュームをずらすことで裏表が生まれず、連続的に使
われる。また、空間にプライベート性の差異ができる。

横浜の特徴的な擁壁により、住居に裏と表ができてしまう。
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室内と庭の間の中間領域を、住み手が
設定できる。 自然がすぐそばにある生活。

east elevation

S=1:200

north elevation

section

CAMPING HOUSE
CONCEPT
キャンプ的ライフスタイル。
地球で暮らす。
IDEA
建築の接地面積を最小限に抑える。
内部を最小限に抑える。
壁と梁によって構成し、あとは自由に天井と内外部の境界を追加していくことができる。
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TRANSFORMING HOUSE
1　建ぺい率５０％の緑豊かな住宅地

２　小さな家と大きな庭

３　新しい境界のつくる外との関係性

店型

縁側型

オープンカフェ型

露天風呂型

建物を小さく抑えることで、建材費・冷暖房費を抑える。
平面を道に対して斜めに振ることで４つの異なる特徴
をもった庭ができる。

生活の様子がそのまま建物の形にあらわれる。

通りに向かって大きく開き、趣味の品を売る
小さな店にする。

基壇の谷に向かって開くことで、縁側のよう
に使う。

通りから基壇沿いに連続して開くことで、地
域と連続しながらも囲まれた居場所を作る。

通りの裏側を開くことで隣家の緑に囲まれた
露天風呂にする。

1F PLAN 1/100

2F PLAN 1/100

SECTION 1/100
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HOUSE with LANDSCAPE
SERIES vol.1 PRESENTED by YUSUKE KOBAYASHI

A

A’

断面図 (1/500)

AA’

② 道沿いに駐車場が並ぶ

① ２階アクセスの家が建つ。平屋のように見える。

①道からは家の向こうが斜面であることすら把握しにくい。

敷地面積 160 ㎡

指定建ぺい率 50％

指定容積率   100％

V
O

_
u

平面図 (1/100)

RESEARCH

PERSPECTIVE

SECTION

PLAN

CONCEPT

下は頑丈な構造に包まれた日常生活の空間。
上は軽やかな屋根のかかる自由なカスタマイズ空間。

横浜に典型的な斜面地居住。斜面に沿って走る道沿いで、道から一段下がった敷地を選んだ。

①敷地の２層目（道レベル）をがらんどうにして、道に対してオープンな場所にし、

　その分下はしっかり住宅として成立するようにつくる。

②擁壁を構造体と兼ねることで宅地造成をポジティブなものに転換する。

この二点が盤（スラブ）の上と下に住むという図式を与えた。
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In-Between House

4/10

4/10

1st floor

9

13

2nd floor

a b庭

（仮設：室内）

（仮設：半屋外）

玄関

台所

寝室1

寝室2

ダイニング

（仮設接続部）

書房

サンルーム

サンルーム

居間

テラス

2
.4

5
.5

2.6 2.9 3.5
5m

a-b section

台所

書房
居間

ダイニング

サンルーム

庭

1.風：旗竿地は広い土地を細分化してできた結果、
周辺から囲まれている。in-betweenスペースは風通
しを確保できます

2.光：暗くなりがな環境でも、in-betweenスペースを
設けることによって、空から採光できます。

3.柔軟性：常設で2つのボリームに対して、間は仮設的な
空間です。家族が増えたり、用途が変わったり、時代ごと
のライフスタイルに応じます。

旗竿地における狭小住宅の提案
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横浜市の斜面宅地面積は 4 , 7 3 4 h a で、全国の斜面宅地の 8 . 7 % を占める。斜面地に住むということは横浜における居住の大きな特徴と言えよ

う。斜面地に住むことは眺望や風通し、日当たりの面で比較的良い環境を得やすい反面、急傾斜を崩落させないために土地を造成することが

必要条件となる。土地造成には土地の値段と同程度の費用を要することもある為、土地を購入し、住宅を建てる際の大きな負担となっている。

そこで私は土地造成に必要な擁壁を住宅の構造要素として捉えることで全体としてコストを抑えつつ、擁壁から伸びる頑丈な盤の下を主な居

住空間、道と同じレベルの盤の上をがらんどうなカスタマイズ空間として使うことで、新しい斜面地居住のあり方を提案する。

配置図 ( 1 / 5 0 0 )

- 3 0 0 0

+ 2 0 0 0

+ 0

1 / 2 0 0  平面図　 ( + 1 5 0 0 )

Data

敷地：保土ケ谷区月見台

敷地面積：164 ㎡

建築面積：70㎡

延べ床面積：150 ㎡

構造：混構造（RC造＋木造）

1 / 2 0 0  平面図　 ( + 4 5 0 0 )

２階の一部分にカフェを増築してまちに開いた例

盤の上と下に暮らす
土地造成のための擁壁と一体化した躯体（盤）の上と下に暮らす。

第二回報告会
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横浜の斜面住宅地の大部分は盛土基壇によって造成されている。

基壇は建物が壊されても残る。
それゆえに、横浜の住宅地風景の重要な構成要素の一つである。しかし現状の基壇は駐車場のシャッターが並ぶ退屈な風景を形成する。

pic.1

pic.2

基壇には住宅と無関係の駐車

場が埋め込まれていた。

斜め庭をつくることで、住宅と駐車

場だった空間を連続させる。

基壇に光を入れることで駐車場以外

にも使える空間になりえる。

道からの動線は、巻き上がるよ

うに進むにつれて、プライベー

ト性の高い機能が配置される。

横浜の斜面住宅地では、盛土造成による基壇が並ぶ風景が多くみられるが、現状は基壇の多くが駐車場に使われている。私は基壇が建物の取り

壊し後も残されることを発見し、そこに着目した。もしも基壇に駐車場以外の使われ方をする空間が組み込まれていたら、そこに組み込まれた

プログラムが都市にストックされて、土地の選び方の価値観が変化するのではないか？と考えた。つまり、今までは土地の広さや駅からの距離

で選ばれていた土地が、どんなプログラムを持つ基壇を有する土地かという価値基準で選ばれることがあり得るのではなかろうか？また、多様

な活動が基壇を有する道沿いに並ぶことで、横浜の新しい風景がつくれるのではないか？

基壇に暮らす
家が建て替わっても残る基壇を活用した暮らし。多様な基壇並ぶ新しい横浜の風景。

第二回報告会

庭を斜めに切ることで、コンクリート擁壁を必要としない。

自然の斜面を取り戻す。
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2F (S=1:75)

1F (S=1:75)

CONCEPT
変形地に広く住まう、キャンプ的ライフスタイルの
家。

IDEA
セットバック制限を受けてしまう建築の壁で建て詰
まらせるのではなく、セットバック制限を受けない
塀を敷地境界に建て、目一杯のプライベートガーデ
ンを確保し、内部は最小限に抑える。

DETAIL
塀は、外部からの視線をカットしながら通風を確保
できる横型木製ルーバーとする。植物と豊かに絡み
合う木製ルーバーは、ブロック塀とは違って街に温
かな印象を与える。

CAMPING  HOUSE

bathroom bedroom

North

entranceprivarte garden open kitchenterraceawning

South

section (S=1:30)

第二回報告会
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3

a-b section

台所

書房

居間

ダイニング

ロフト

3 3

8
.
2

5m

5points
Ø Low Cost
Ø Free-standing
Ø Free-Customize
Ø Free-Combination
Ø  Self-buildable

3STEPS

1. UNITS 本体

White Series

Black Series

Red Series

RB1 RB2 RB3 RB4

*RB= Rooms Block 2. COMBINATION 組合

3000

3000

3. DIY 増改築

In between
Space

etx.1

etx.2

etx.3

etx.4

UNITS STRUCTURE

･3000mm module
･120mm ピッチ軸組み

どのユニットも3ｍを基本単位とし、構造は1．2mピッチの軸組とする。
自由に開口部を設けられ、ユニット同士の組合をより自由にできる

タワー型 スタジオ型

ナガヤ型

半屋外型

1st floor

9

1
3

2nd floor

a b

1.風：旗竿地は広い土地を細分化し
てできた結果、周辺から囲まれてい
る。in-betweenスペースは風通しを
确保できます

2.光：暗くなりがな環境でも、in-
betweenスペースを設けることに
よって、空から採光できます。

3.柔軟性：常設で2つのボリームに
対して、間は仮設的な空間です。
家族が増えたり、用途が変わった
り、時代ごとのライフスタイルに
応じます。

庭

（仮設：室内）

（仮設：半屋外）

玄関

台所

寝室1
寝室2

ダイニング

6

1
3

a
庭

（仮設：室内）

（仮設：半屋外）

玄関

台所

寝室1
寝室2

ダイニング

6

書房

居間

第二回報告会
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2F (S=1:50)

1F (S=1:50)

薪置き場焚き火場

移動式キッチン

半屋外リビングスペース

倉庫
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①LOW - C O S T /② F R E E - S T A N D I N G /③ F R E E - C U S T OM I Z E /④ F R E E - C OMB I N A T I O N /⑤ S E L F - B U I L B A B L E

の 5 つの条件を満たしたセミオーダー式住宅。多様な使い方を想定した空間ユニットを予め用意し、住み手は

それを選び、そして組み合わせ、さらに自分で手を加える、という個性を最大限に引き出す住居の提案である。

White Series

Black Series

Red Series

RB1 RB2 RB3 RB4

*RB= Rooms Block  

3000

3000

  

In between
Space

etx.1

etx.2

etx.3

etx.4

・・・

・・・

・・・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

1.UNIT 多様なユニット 2.COMBINATION 組み合わせ 3.DIY 増改築

仕様の異なる様々な断面（空間）を持つユニットを用意し、クライントに幅広い選択を提供する。 グリッドを用いたユニットの骨組み

開口部を自由に設けられる上、ユニット同士

の相互許容性が高められる。

# 0 2  I N - B E TWE EN  HOU S E

Data
敷地：自由
敷地面積：∞　㎡
建築面積：30㎡ / ユニット
延べ床面積：50~70 ㎡ / ユニット
構造：軽量鉄骨プレハブ工法
想定コスト：1500 万円 /戸

自分で選び、自分でつくる－－－S em i - o r d e r 式のハーフビルド住宅の提案

C SH Y
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4/10

4/10

1st floor

9

13

2nd floor

2
.4

5
.5

2.6 2.9 3.5
5m

a b

a-b section

庭

（仮設：室内）

（仮設：半屋外）

玄関

台所

寝室1

寝室2

ダイニング

（仮設接続部）

書房

サンルーム

サンルーム

居間

テラス

台所

書房
居間

ダイニング

サンルーム

庭

1.風：旗竿地は広い土地を細分化してできた結果、
周辺から囲まれている。in-betweenスペースは風通
しを 保できます

2.光：暗くなりがな環境でも、in-betweenスペースを
設けることによって、空から採光できます。

3.柔軟性：常設で2つのボリームに対して、間は仮設的な
空間です。家族が増えたり、用途が変わったり、時代ごと
のライフスタイルに応じます。

横浜郊外住宅地における展開

「小さなIN-BETWEEN houseから 大きなJOINT housesへ」

鉄骨造のユニットは耐震性を持つ。 用地を二つ以上獲得

した場合、 ユニットを用いて隣家を耐震補強することができ

る。 一体的に改造することで、 数軒の戸建て住宅からなる、

in-between スペースをシエアした 「集合住宅」 になる。 郊

外住宅地において増えていく空きを社会資源として捉え、 最

低限のユニットを挿入する事で、 「1 敷地 1 住宅」 ではない、

次世代の仕組みと共に新しいライフスタイルを創出する。

# 0 2  I N - B E TWE EN  HOU S E
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Data

敷地：保土ケ谷区月見台

敷地面積：164 ㎡

建築面積：70㎡

延べ床面積：150 ㎡

構造：混構造（RC造＋木造）

# 3 盤の上と下に暮らす

住み手が設計に参加することの可能性

ワークショップ形式で設計するためのツールやホーム

ページ上でのシュミレーションツールを開発し、自分た

ちの手で家をつくる楽しみを提供する。家を商品として

買うのではなく、ライフスタイルに合わせてつくってい

くことで生活の多様性がまちの風景にも現れる。また、

一連の活動によって市民が都市空間に対する意識を高め

てくれることを期待する。

→ウェブサイトが、CSHYのセルフビルド方法などの情

報を共有するメディアになったり、古材の再流通のため

のインフラとなったりする可能性を目指したい。

廃材を利用したデッキ床

住宅を解体した時に出る廃材を再加工してデッキ床に作り直しました。

それによって安い価格と、使い古された独特の風合いを可能にします。

￥80,000 / 1UNIT

MATELIALS

LINK
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2014

2016

2017

2019

CSH 購入 （３０歳）

CSH 増築 （５６歳）

CSH 増築１回目 （３２歳）

CSH 増築 2 回目 （４２歳）

長男誕生

2027

2037

2038

2043

2044

長女誕生

子供が成人

子供が独立

A さん亡くなる

若い夫婦

奥さん

植物を育てるのが趣味 バイクいじりが趣味

Aさん

…趣味の部屋増築

…カフェ増築

CSH 改築 （６２歳）
…子供部屋を貸し部屋に改築

2065 CSH 改築 （６7 歳）

2074 CSH 解体

…カフェを介護スペースに改築

2073

…子供部屋増築

長男 長女
大学生 高校生

下宿の大学生

LIFE  with  CSHY
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# 4 基壇に暮らす

コモンキッチン シェアオフィス

FAB-LABショップ

現在の日本の住宅はスクラップ・

アンド・ビルドで、30年ほどで

住宅は建て替わっていく。これ

では都市に価値をストックする

ことは難しいだろう。

この提案では下の絵のように多

様な機能が都市に価値としてス

トックされる。

空駐車場が増加する。 活動の場を求める若い人達へ

安い賃料で貸し出す。

高齢化に伴い車の所有率が

下がることが予想される。

空駐車場
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ELEVATION　1/200

PLAN [GL +4500]  1/100

PLAN [GL +1500]  1/200

敷地
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