持続可能な社会目指して
省エネ︑省資源の住まいづくり
ケ�キの図３も良く説明

りました�

んのスピ�チが話題にな

れ�

対女性３の割合で設置す

所は

人に１基�男性１

畳で言えば約２帖分�便

な過酷な避難所環境は許

す�日本の体育館のよう

で細かく規定されていま

才の若いグレタさ

目標を実現するために�

必要な水の量︵飲料用�

る�洗面所の数�１日に

平等も含めて�尊厳ある

されません�ジ�ンダ�

つ生理用品の数に至るま

当たりの石鹸の量�おむ

ください�

あることを知�ておいて

生活のための最低基準が

民の運動が強調されまし

の時代は自治体や市 調理用それぞれに︶一人
SD

の問題点は？
SDGs

に使われます�さらに各
のタ�ゲ�ト︵達成基
準︶が定められています�

危機感はいつから？

は開発に向
SDGs

ヨ�ロ�パの酸性雨など

水俣病などの公害告発�

に踏み込まない�水の民

結果として原発や核兵器

動いているのが特徴です�

けた企業の投資に軸足が

本列島の災害と共に生き

日本に住む私たちは日

気候変動を改善すること�

その目的は地球温暖化・

消費を少なくすること�

たが�

を受けて�最初の環境問

営化に積極的�貧困の問

てきました�

�ジ�ズと読みます�国

れています�

﹁ SDGs
﹂は世界的な

トと言われています�

平常時においても非常時

るところだと思います�

も�今まさに対峙してい

した�気候変動に対して

克服の努力を重ねてきま

すでに大きな資源が投入

大量生産の工業製品には

られています�しかし�

や様々な製品に実際助け

りません�輸送システム

概に否定するものではあ

私たちは工業製品を一

回避することです�

そして地球資源の枯渇を

難民キ�ンプや避難所
生活で�人が人らしく生

においても�個人の住ま

されています�

こした公害に対しても�

明治以降新たに引き起

私たちは災害と
公害に向き合ってきた
題への国際的な提案は�

題が投資で解決できるの

で採択されました�

１９８７年の﹁われら共

か�などの問題が指摘さ

SDGs﹂はエスデ�
スロ�ガンとして広が�

有の未来﹂

﹁
会中継で背広の襟にカラ

ナブルデ�ベロ�プメン

電は地球温暖化に役立つ

活するための�最低限の

いと公共空間の機能を維

目先の﹁省エネ性能﹂

スフ�ア基準について

生活環境を示した国際的

持できるように�努力し

や高い安いにとらわれず�

１９９２年のリオ会議

な基準が�スフ�ア基準

て行かなければなりませ

一面も見せています�

連付ける流行のような
﹂の意
SDGs

訳語は﹁持続可能な開発
改めて﹁

くりを

これらの目標は平板なも

以上が

７エネルギ�をみんなに
そしてクリ�ンに

ＣＯＰ会議との関連は

リオ宣言に実効性を持

は昨年スペインで開催さ

は京都議定書�ＣＯＰ

ることにな�たのが﹁国

平和と公正をすべての

たせるために毎年開催す

をつくろう

人に

源を目指している私たち

人や国の不平等をなく

パ�トナ�シ�プで目

義を学び�省エネ ・ 省資

そう

標を達成しよう

世界が２０３０年までに

住み続けられるまちづ

地球環境の維持のために

目標﹂となります�

と表しており�

で�温室効果ガスについ

赤十字やＮＧＯが世界

ん�災害を前提とした�

ている﹂というように首

の難民避難所の経験をも

て初めての国際条約が決

とに定めたものです�避

められました�

連気候変動枠組条約締結

をかしげる動きもあり�

国会議﹂です�ＣＯＰ３

なんでも﹁ SDGs
﹂に関

の家づくりとの関係を考

Sustainable Development
を略して﹁ SDGs
﹂
Goals

えます�

に
５ジ�ンダ�平等を実現
しよう

つくる責任つかう責任

のではなく�地球環境に

目標です�また
気候変動に具体的な対

支えられてこそ�人間社

６安全な水とトイレを世

策を

会は維持持続できる�と

界中に

海の豊かさを守ろう

いう

難所において一人当たり

現れています�

社会変革とい�た論調も

﹁事前復興計画﹂による

どうしても地域循環の生

あるべき姿を考えると�

資源・労働・健康の本来
の居住空間は最低

産と消費�そして自然素

材の重視に行き着くので

私たちの家づくりはどう

せることを土台にして�

術の最適解を求めて提案

できるように�材料と技

日本の風土と生活に対応

ワ�クは変わりつつある

私たち関東建築ネ�ト

はないでし�うか�

あるべきでし�うか�家

して参ります�

甲田直己

づくりは�省エネ・省資

甲田建築事務所

延期の日時が決まりましたらご案内いたします�

開催は延期とさせていただきます�

計画していました﹁春の公開講座と住宅相談﹂の

コロナウ�ルス感染症が広が�ています�

﹁春の公開講座と住宅相談﹂
延期のお知らせ

省エネとはエネルギ�

いうことになります�

源の材料工法で行なうと

に地球環境を維持持続さ

これまで見て来たよう

私たちの家づくりは

㎡�

です�

達成すべき１７の目標と

ルマ�クです�︵図１︶

﹄に合致し
�チは﹁ SDGs
﹂のシンボ から﹃ SDGs

色のバ

サステ�
SD

ていますが�一方で�例

１９６０年代の日本の

20

えば日本では﹁原子力発

はじめに・国連が定めた
から学ぶこと
SDGs

17

た議員さんを見ることが

25

して２０１５年の﹁国連

﹂の 目標から
SDGs

持続可能な開発サミ�ト﹂

﹁

国連ポスタ�︵図２︶
の目標を書き出します�
１貧困をなくそう
２飢饉をゼロに
祉を

３すべての人に健康と福

８働きがいも経済成長も

陸の豊かさも守ろう

ウ�デ�ング
SDGs

９産業と技術革新の基盤

訃 報
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お亡くなりになりました
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小儀さんは�東葛企画
関東建築ネ�トワ�ク
の元副理事長で�設計グ 設計事務所の所長を務め
ル�プ・コアの元代表を る傍ら�関東建築ネ�ト
努めていました�小儀一 ワ�クの�新築リフ��
ムの設計及び監理を多数
男さんが２月 日に お
亡くなりになりました� 手掛けておりました�
紙面を通じてお知らせ
歳でした�心よりご冥
福をお祈り申し上げます�いたします�
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お客様が紹介する

を低くして正面の建物を

るものでした�この様に� 奥に行く程�並木の高さ

のではなく�庭の一つの

としても�全体を見せる

きます�庭が狭�か�た

�ています�

建築家吉村順三さんは言

いくことが必要です�工

と沢山話し合�て探して

これから住まう建主さん

の付いた天井�平らなも 心のある居住空間のある のか�その中にどのよう
のがあります�それらは� 家のことだと思う�﹂と� な生活をしたいのかを�

きます�遠くを見る時の

などと言�ているのを聞

ようにしていますね�﹂

で�﹁対角線を見通せる

の建物紹介番組
TV

茶道としては別に意味が
静かにしているところ・

・腰壁や家具は低く

ます�

部屋が狭いと�天井が低

くても�壁は縦長に感じ�

より狭く感じます�そん

な時は�腰壁をつけます�

の先の築地塀を低めに造

京都の竜安寺では�石庭

で�家具も低く�棚の場

壁はス�キリ見せたいの

茶室の時と同じです�

それも通常よりも低く�

くを見る機会が多いと�

り�庭を広く見せていま

視線と�近くを見る目線
例えばなぜその位置に窓

広い所にいると勘違いす

事をする人も�設計から

置関係が大切と言�てい

るのかもしれません�

は異な�ているので�遠

と思わせ�窮屈さをより

はあるのかなど解�てい

・仕上材の種類を少なく

べると�約半分の高さし

ｍで�一般のものに比

す�築地塀の高さは�約

最近では�東急羽田飛

に幾つかのコ�ナ�が有

の方が小さく見えます�

前よりも奥を小さく作る

この図面は�ぬれ縁を手

うにします�

・掃き出し窓にしないで

窓の下に壁を

掃き出し窓︵床までの大

が�その近くに座る人を

きな窓︶は�開放的です

見たことがありません�

ると�背中を当てて座る

下に�小さくても壁を造

を広く使えます�写真④

ことができるので�部屋

それでも掃き出し窓を作

・遠くの壁は�端を隠す

く安心です�

と同じ高さで作ると出易

りたい時�濡れ縁を室内

広がりを作り出している

正面の壁︵斜線部︶は手

前の壁に端が隠れている

ので�先の壁が右側に続

いているように見えます�

照明も端にあれば部屋も

広がりも出ます�図⑤

の窓が低いので�下方に気が行き� 見える範囲を調整すれば

これらは�誰でも思い

付きますが�手づくりの

家を手掛けている者は�

住む人に判らない様にと

気遣うので�知らず知ら

︵染谷

等︶

手に入れる早道です�

から玄関に出る時�玄関 窓から見える庭も同じで� ずの内に�快い住まいを
LD

天井の低さが気になりません�

広がり持たせることもで

も出てきましたが�

いる�

せ低く造�て�圧迫感をなくして

ンタ�を�テ�ブルの高さに合わ

造り�腰壁や LD
と と
Kの間のカウ

玄関から見える濡れ縁は�斜めに

例です�図④

ことで�庭の奥行き感と

合は�奥の壁が見えるよ

なければ�完成は有りえ
�ても台無しにな�てし

ません�位置が

床でも壁でも色々な材料

しかし�形はどうでも
いいかというと�そうで

や色があると�移動する

㎜違が

はありません�生活して

まう事もあります�

たびに部屋を意識します� かありません�写真③

行場タ�ミナル駅の�目

るように思えた方が�よ

それより一つの部屋の中
切にして�狭さが気にな

り広さを感じます�

目の錯覚

いれば�室内や屋外の景
色が目に入�てきます�

らないようにする�その

の錯覚を利用した案内表

・遠近感の利用

その﹁見えること﹂を大

﹁手法﹂が�﹁技﹂と言

示やだまし絵が話題を呼

えるのが�﹁手づくりの

地よさを無意識にあじわ

園内では一年を通じて

同じものでも遠くのもの

えるかもしれません

﹁よいプロポ�シ�ン

それらから感じられる心

でおさま�ている家�単

手づくりの家

ます�

読み取らなければ �
…

よく

ては�天井の端から端ま

では�どうすれば？

大きく見せているのが�

いへん気持ちよいもので

不愉快にならないで�逆

角を隠すと�思�た以上

あるが�﹃よい住宅﹄と

に快適になる手法を紹介

絵画館前の並木�写真②

普通の大さの襖や障子を
その為に�設計する者

・遠くを見通せるように

します�

付けると�窓ばかりで�
いうのは�形そのものよ

は�敷地のことを良く知

狭い空間を�広く ﹁
･･･見せる﹂方法です�
落ち着かないものにな�

り�どの様な建物が良い

設計の﹃技﹄と言�ても�魔法ではありません�
狭いものは狭い�日本の狭い住宅事情でも�快
りもむしろ�その家自体

物が利用された用途に合

に広く感じることが出来

に﹃たまり﹄というか重

後世に残すため移築して

れていて�当時の生活文

わせて室内の展示も行わ

園内はテ�マごとに大

写真②絵画館前の並木

解消させています�図③

﹁も�と広いのでは？﹂

で同時に見えないことで� 活動するところ・集中す
るところなどの配置や位

ありますが�見え方とし

茶室の天井には�勾配

てしまいます�

と�ほぼ同じです�図②

の目から天井までの高さ

と�洋室で立�た状態で

適に住むための方法を考えてみます�

茶 室
﹁狭い﹂と言えば�最初
に頭に浮かぶのは�茶室
でし�うか�
千利休は�茶室の広さの
規範を四畳半とし�一畳
台目︵いちじ�うだいめ︶
の部屋まで小さくしてい
ます�図①

低い位置に取り付けてあ

台目畳：一畳の 2/3
の畳

長い間過ごしてもあま
り圧迫感は無か�たで
し�う�
躙 り口 ︵にじり く

ち ︶は�ご存知のよう

に茶室にくぐ�て入る

入口で�小さく作�て

ります�これらも�天井

あります�窓も小さく�
帖の茶室の天井

家﹂の良さではないでし

んでいます�写真①

単純には考えられま せ
んが�

純明快におさま�ている

写真の床と壁の境に

の低さからくる不自然さ

の中で�ゆ�たりと過ご

示した赤点線から下

ｍ�正座して

せる﹁江戸東京たてもの

は�床に描かれたも

高は凡そ

シンプルな家などは�た

園﹂は桜の名所でもあり

�うか�

年に小金井

のです�電車が浮き

をなくしています�

アルコ�ル類も販売して

ます�昭和

出たように見えます�

の目の高さから天井まで

花が咲き�展示建造物の

公園が開園した時に植え

これらは�面白が�

それぞれ建築年代や建

そばで四季折々のいろど

見応えあります�その季

た一五〇本の染井吉野が

保存展示しています�

文化的価値の高い建物を

化が再現されています�

園内をゆ�くり歩きなが

りを添えています�広い

います�

昭和初期の都電や

﹁ 江戸東京たて も の 園 ﹂

ご近所の名所

バスなど�家屋以外

て人をだまそうとし

1.9
これも錯覚を利用す

茶室の天井の時に

建築的手法

す�

感することが出来ま

�て�心地良さを体

しではなく想像によ

ですが�建築は�騙

ている﹁だまし絵﹂
てはいかがでし�うか�

節に足を運んでみてはい
て見どころ満載で

まるでタイムスリ�プし

ら歴史の重みにふれ�ノ

す�ボランテ�アさ

たような感覚になります�

の展示物もさまざま

は�武蔵野の都 立 小 金 井
は�旧光華殿や高橋
歴史的な建造物�西

是清邸など格式ある

んによる無料ガイド

じ�くりと歴史に思い

かがですか� ︵宮本︶

ツア�も行われてい

をはせながら一日丁寧に

すね�開放的な広い敷地

図④奥村まことさん設計の住宅

10

スタルジ�にひた�てみ

ます�また�各エリ

見学するのも良いし�お
見学して�小金井公園で

子さん連れならば気軽に

アでは�見学途中の

うどんや日替わり弁当�

写真④左の大きな窓の下には
低い壁を付けている

図③天井視野の違い

な工夫がなされてい

きく三つのゾ�ンに分か
れ�センタ�ゾ�ン

公園内にある野 外 博 物 館
都内の江戸か ら 昭 和 ま

ゾ�ンは江戸時代の

での�現地保存 が 困 難 と

です�

図②立・座による視覚の違い

ています�軽食をはじめ� 遊んで過ごすのも良いで

用できる食事処も充実し

休憩時や昼食に気軽に利

江戸東京たてもの園

写真①だまし絵

図①今日庵

住まい ３

な�た歴史的建 造 物 や �

農家や同心組頭の家�
前川國男邸などの指
定有形文化財の建物�
東ゾ�ンは﹁三丁目
の夕日﹂を彷彿とさ
せる � 下町の町並みが再
現されています�
﹁千と千尋﹂のモデルに
な�た建物もあります�

タイムスリップ 東京・小金井市

写真③京都竜安寺の石庭

図⑤壁端部を隠すと、
広く感じます

狭い空間を広く見せる工夫
「千と千尋」のモデルになった子宝湯
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