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tauto (タウンハウス荻窪）　撮影：アーキフォト北嶋俊治

荻窪
　写真の「Tauto」が建った杉並区荻窪は、大正から昭和初期に
別荘地として開けた閑静な住宅地です。筆者は子供の頃住んでい
たこともあって、久しぶりに取材を兼ねて訪れてみました。

　文化人が多く住んだといわれる荻窪ですが、なかでも近衛文麿
の別邸「荻外荘（てきがいそう）」が有名です。目白に本邸があ
りながら、元首相は高台に立つ景色の良い屋敷を政治の場として
も活用し、第二次世界大戦前の重要な会議をいくつもここで開き
ました。こんもりとした森が見えるだけでしたが、敷地の豊かさ
を感じさせる邸宅でした。以後の鳩山首相の音羽御殿や田中角栄
の目白御殿の先例になったとも言われています。またその近くに
は、日本最初の音楽評論家大田黒元雄の 2700 坪に及ぶ自邸もあ
りましたが、現在は「大田黒公園」となっています。広大な敷地
をそのまま維持することは難しいことです。2･26 事件で殺され
た、リベラル派の渡辺錠太郎陸軍大将も上荻に住んでいました。
北口の光明院というお寺の裏ですが、このお寺が荻窪の地名発祥
の寺と伝えられています。「和銅元年（708 年）、ある行者が尊像
をしょって此の地を通ると、不思議にも尊像が急に重くなり歩く
こともできなくなった。これは尊像がこの地に縁があるために違
いないと、行者は附近一帯に繁茂する盧荻を刈って、草堂を造り、
仏を安置し草堂を荻堂（荻寺）と名付けた」とのこと。これが本
尊の千手観音となり、荻窪という地名が生まれました。

　荻窪は特に、文学者がたくさん住んでいたことでも知られてい
ます。代表的なのは、そのままのタイトル『荻窪風土記』で知ら
れる井伏鱒二ですが、北口の四面道付近に居宅を構え、近くの本

天沼に太宰治が下宿を借りていた時もありました。俳人であり角川
書店の創設者角川源義も荻窪 3 丁目に旧宅が残っていましたが、杉
並区に寄贈され、昨年角川庭園・幻戯山房「すぎなみ詩歌館」とし
て開園されました。
　南荻窪には、与謝野鉄幹･晶子夫妻が居を構え、昭和 2 年から昭
和 17 年の終焉まで子供たちと暮らしました。今は、やはり住居跡
が公園になっています。与謝野晶子は近くの桃井第二小学校の校歌
の作詞も行っています。
　しかし、今回なんといっても驚いたのは、「Tauto」のすぐ近くに
ある、「西郊ロッヂング」がまだ建っていたこと。ドーム型の屋根
を持つ土壁の古い建物は、少なくとも筆者が小学生の頃から既に老
朽化しているように感じられていた年代物です。関東震災後、昭和
13 年、この地に移ったオーナーが始めた下宿は、造りつけのベッ
ドやマントルピースを持つ高級下宿として人気があったようです
が、平成 12 年にリニューアルし、賃貸マンションとして生まれ変
わりました。裏の建物は今でも旅館割烹として営業しています。
　西郊ロッヂングを 200m ほど東に進むと、杉並区立中央図書館が
建っています。黒川紀章氏の設計です。緑豊かな周辺環境をよく取
り込んだ建物です。古い建物とこのような新しい建物が混在しなが
ら、町は緩やかに変化していきます。

　荻窪駅北口は、今再開発中です。地下のコンコースから北口への
階段を上ると、脇で煙といいにおいをさせていた焼き鳥屋が撤退し、
青梅街道と駅の間のロータリーがより効率的に機能するよう、来年
3 月までの工事を行っています。おいしいラーメン屋さんを食べ歩
いた日々を思い出しながら、新しい荻窪を感じた 1 日でした。
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  計画地は荻窪駅南口から平坦な道のりで徒歩 5 分。古くから開けている閑静な住宅街の
ため、土地の細分化や公道面に対するフェンスなどの規制があり、整然とした街並みが維
持されている。土地を探し、条件に従って設計者やコンセプトを企画し、ネットで会員を
募る、コーポラティブ住宅は、こだわりを持つクライアントの要望に応える新しいシステ
ムとして、すっかり機能するようになった。
　集合住宅の場合、分譲、賃貸では設計の自由度が違う。大手デベロッパーなどの分譲住
宅だとデザイン的には抑えていかなくてはならないが、賃貸は、住まい手の顔が見えなく
ても、現在のライフスタイルにあったデザインに居住者が割り切って入居するわけだか
ら、設計は比較的自由に行える。
　コーポラティブはその中間に位置するもので、オーソドックスな住まい方を反映させ
る一方、ユニークなデザインになる可能性もかなり高く、設計側の作業量は増える。私と
アーキネットとの仕事は、「タウンハウス下北沢」についで 2 回目だが、今回は 2 人の当事
務所の OB にも参加を依頼した。

バラエティあふれる空間を形づくるコーポラティブ住宅

所在地：杉並区
構造：RC造　
規模：地下1階、地上3階
用途：長屋
設計：早川邦彦／早川邦彦建築
研究室
企画：アーキネット
施工担当：岩本、常田、綿貫、
高沢　
竣工：2010年7月　
撮影：アーキフォト北嶋俊治　

Tauto  ( タウンハウス荻窪）

①夕景②ルーフガーデンには緑化を施す③アプローチは 1 階と 2 階階段の二手に分かれている。地下にも十分な光が差し込む④いずれもメゾネット形式
だが、内装は自由自在⑤化粧型枠の打ち放しコンクリートの内壁。ペレットストーブを設置⑥階段脇に PS( 輻射暖房機 ) を入れた住戸⑦白い家具と黒い床
タイル⑧木の味わいを生かした和の趣の住戸⑨シンプルなデザインのキッチンが中心のリビングダイニング

①

③

①

　基本的なルールは、①階段の位置は変えない②
アプローチの位置は変えない③水廻りの設備な
どの移動は、下の階に影響を与えない範囲で行
う、という３つである。地下 1 階地上 3 階建ての
全 10 戸の計画は、近隣への配慮も強く求められ、
建築面積も若干減らして、駐車場も 6 台から３台
にするなど検討を重ね、最終的にこれしかないと
いうものまで落とし込んだ。
　アプローチを広めに確保して十分なコモンス
ペースをとり、各住戸はサンクンコート付の 1 階
+ 地階メゾネットタイプ 5 戸と 2 階＋3 階のメ
ゾネットタイプが 4 戸、1.2.3 階のトリプレット
1 戸で構成。それぞれがコートヤードやガーデン
ルーフなど趣味の空間を持つ、バラエティのある
構成になっている。

（早川邦彦氏　談）② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨



「チャンスのあるときに、いいものを残していく
仕組みを作っていくべきだね」
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早川　邦彦

東京都市大学大学院客員教授　建築家　早川　邦彦

Kunihko
Hayakawa

　－今月は、竣工した「Tauto（タウンハウス荻窪）」の設計者、早
川邦彦氏をお迎えしました。
  早川氏は、早稲田大学を卒業後、竹中工務店入社。２年間イエール大学に
留学し、その後１年間、カナダのモントリオールでモシエ・サフディ設計事
務所（モントリオール万博のとき「アビタ '67」という集合住宅を設計した、
当時新進気鋭の建築家）に勤務。その後竹中工務店に戻り、5 年後独立。個
人住宅から集合住宅、美術館などの公共空間まで、作品は多岐に亘る。

―私は世田谷区成城のいくつかの個人住宅や、千歳烏山の温水プー
ルと清掃工場など、先生の作品を拝見することが多かったのですが、
数年前にはみなとみらい駅の駅舎のデザインもなさっていますね。
早川：みなとみらい駅は、スケルトンの土木部分の設計は日本鉄道
建設公団が行い、横浜高速鉄道や横浜市都市デザイン室の方々が意
欲的だったので、地域の特性を組み込んだ個性的な駅舎をめざして、
インフィル部分のデザインを建築家に依頼したんですね。私のほか
に、馬車道駅を内藤廣さん、元町・中華街駅を伊藤豊雄さんが設計
しました。

―霧島アートホールなど美術館も作られていますが、どんな建物を
建てていきたいと考えられていますか。
早川：建築はクライアントありきですから、私たちが仕事を選ぶわ
けには行きませんが、やはり私に限らず設計者というものは、なる
べく多くの人が利用する場所、公共空間をデザインしたいと思うも
のではないでしょうか。
　しかしバブル以降、公共建築について「ハコモノ」などという変
に軽蔑したネーミングでまとめて、世の中全体が建築を文化として
捉えることが少なくなってきていると感じます。バブル以前には、
アトリエ系事務所に美術館なり公共空間の設計を任せて、それなり
に良い空間ができていましたが、最近は煩雑化した手続きをいかに
スムーズに行えるかがポイントになって、大手の設計事務所に仕事
が独占されています。
　週１回、大学で教えていますが、学生もそういうことは肌で感じ

ていて、組織事務所を希望する学生が圧倒的に多い。もし「自分
は独立して、将来は個人でやっていこう」という意志がある若者
がいても将来は大変です。こんなに経済効率ばかりがもてはやさ
れていては、小さな事務所は公共のものにはほとんどタッチでき
ないんじゃないかな。

―個人の方も潤沢な資金があっても、昔の「普請道楽」のような、
建築にお金をつぎ込む人は減っているのでしょうね。
早川：そう。例えば企業のトップになるような人が家を建てても
らう場合、昔なら村野藤吾先生に設計してもらおう、という人が
いたわけですが、今だと東京湾岸の超高層マンションの最上階に
部屋を購入する、という具合でしょうね。
　全てがそういうわけではありませんが、われわれの環境の中に
蓄積された建築という文化を継承してほしいと思います。日本の
場合、バブルのときにかなりお金を持ったわけだから、チャンス
ではあったのですが、失敗しましたね。アートポリスはそういう
意味で良い試みではありました。

　くまもとアートポリス（Kumamoto Artpolis，略称：KAP）とは、熊
本県知事細川護煕が、1987 年に開催されていたベルリンの国際建設展覧
会にヒントを得て、建築をはじめとする環境デザイン全般に対する意識、
都市文化・建築文化の向上を図ることを目的として 1988 年よりはじめた
プロジェクト。若い建築家や海外の建築家も起用しているプロジェクト施
設は、2009 年現在 76 件が竣工。海外メディアには「県全体が建築博物
館である世界にも類を見ない地域」として評価されている。

　アトリエ系設計務所の弱体化は、こだわりのある建物を作る側
の施工技術の衰退につながります。左官屋さんにしても、仕事が
なければ技術の伝承ができない。高齢化した職人が若い人に伝え
られなければ職人の数も減っていきます。それは建築に限らず、
歌舞伎など伝統工芸の分野でも言われていることです。発注する
側の視点が変わり、若い人たちの意欲につながればと思いますね。
ー本日はありがとうございました。

「Tauto」の模
型を前に松涛の
事務所内で。

「最近の学生は
ほめてやらない
と辞めてしまう
がほめるところ
を探すのも難し
い」と少々もど
かしいご様子。

建築は文化として継承していくもの
2003 年開通したみなとみら
い線のみなとみらい駅。「ク
イーンズ・スクエア横浜」と
吹抜けでつながる開放的な構
成の駅は、地上の街の特長を
反映させる、近未来的な雰囲
気の駅となっている。

東京都生まれ 
1966 早稲田大学理工学部建築学科卒業/竹中工務店東京支店設計部入社 
1971イエール大学建築芸術学部大学院修士課程修了 1971-72モシエ・サフディ設計事務所
1972 竹中工務店に復帰 　1978早川邦彦建築研究室設立 
以後、早稲田大学講師、ワシントン大学客員教授を経て、東京工業大学、工学院大学、東京大学
などで教鞭をとり、現在　東京都市大学大学院客員教授
■受賞
1985 日本建築家協会新人賞 1988 商空間デザイン賞最優秀賞 1992 日本文化デザイン賞
1993 アーキテクチャー・オブ・ザ・イヤー 1994 日本建築学会作品賞　1996 国際建築アカ
デミーディプロマ賞 1997 村野藤吾賞 2004 公共建築賞優秀賞（鹿児島県立霧島アートホール）
建築業協会賞（東京都芦花高等学校）
みなとみらい駅 駅舎での受賞多数 [第11回公共建築賞優秀賞（2008) 土木学会デザイン賞優秀
賞（2006）ブルネル賞（2005）日本鉄道賞 ,鉄道建築協会賞,グッドデザイン賞（2004)ほか ]

撮影：アック東京



「麻布十番Kビル新築工事」地鎮祭　　　　８月26日

構造：RC 造　
規模：地下 1 階、地上 5 階
用途：店舗・駐輪場
設計：ハウ一級建築士事務所
完成予定：201１年 3 月

構造：木造　
規模：地上 1 階（平屋）
用途：診療所　
企画・監理：辰カンパニー　
施工協力：片岡工業　
完成予定：2010 年 10 月

「きさらづ整体院新築工事」　地鎮祭　　　　 8月20日

弊社社員とオーナーとの 38 年に
亘る親交により建築一切を受注
する運びとなりました。

TOPICS/INFORMATION

インターンシップ生を受け入れました　8 月 17 日～ 27 日
　この夏も弊社では工学院大学のインターンシップに協力することになり、男女各 1 名の学生を現場に迎えました。また、ちょう
ど日程中に行われた地鎮祭にも、お客様の協力をいただき、参加してもらって建築の持つ社会的な意義を考える機会を設けました。
それぞれ 2 現場の研修を終えた 2 名に、感想を聞いてみました。
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・猛暑が続く 8 月末、リフォームを終えた「argo egota アルゴエゴタ ]　という賃貸アパートの撮影に行ってきました。 相続され
た 1 棟の古いアパート。建て替えも検討されましたが、設計の谷尻誠氏のアイディアで、既存の構造を生かした、個性的な部屋
が６戸誕生しました。詳しくはタカギプランニングオフィスの HP へ。http://www.t-p-o.com/rent/A01.php

編集後記

「阿佐谷南二丁目集合住宅新築工事　東棟・西棟」
　　　　　　　　　　　　　　　　地鎮祭　9 月 1 日

六本木ヒルズから麻布十番への
人気散策コース上に、゙ 十番の
建築士゛によるテナントビルが
建ちます。

構造：RC 造　
規模：地上２階
用途：共同住宅
設計：谷内田章夫
/ ワークショップ
完成予定：201１年 3 月

今年の春、完成した建物の
プロジェクト第 2 弾です。

R.Y さん ( 女性 )

　最初に配置された南青山 1 丁目の現場は RC 造の打ち放しのビ
ルの工事で、もう完成間近でしたが、竣工検査の立会いを経験さ
せていただきました。社内検査、設計検査、消防検査、役所検査、
施主検査と検査は種類が多く、実際に是正点もその都度あり、こ
んなに厳しいものとは思っていませんでした。女性の現場監督の
先輩がいらっしゃって、監督志望の私としては、より詳しく質問
することができました。セメントの攪拌を職人さんから教わった
り、打ち放しのセパレータの穴埋めの養生を行ったり、いろんな
ことを体験しました。

   次の東中野の現場は、逆
に工事としては最初の作業
となる、根伐や杭打ち、墨
出し、測量を経験させてい
ただきました。この猛暑の
中での作業は、日陰もなく
大変で、2 時間くらいで
真っ黒に日焼けしました。
2 週間じゃ足りないです。
もっといろんなことを知り
たい、体験したいと感じま
した。

　T.K くん（男性）

　僕が最初に配置された高円寺南の住宅は、仕上げに入ってい
る時期で現場監督の先輩からもじっくりと現場の事務作業の手
順を教えていただきました。RC 造で外断熱仕様だったため、
教科書ではさっと流す程度だった内断熱や無断熱との考え方の
違いを実際に理解できました。PSが各フロアに配置されていて、
温熱環境についても考えさせられました。
  次の神宮前事務所は、3 つの現場の合同事務所で、市街地の
工事の難しさを目の当たりにしました。ベタ基礎工事で湧水な
どが起きた場合どうするかを教えていただいたり、鉄筋の躯体

図面を見せていただい
たりしたほか、一級建
築士や施工管理士試験
に合格した先輩から具
体的なアドバイスをい
ただきました。授業や
テキストだけではわか
らないことが多いです
ね。もっといろいろな
工事を見たいと感じま
した。

高円寺南の現場で先輩社員から教
わるＴ．Ｋ君（写真右）

　2 人は現場と現場の合間に行われた地鎮祭にも参加し、これまで経験のなかった建築儀式の内容とその意味に新鮮な驚きを感じた
ようです。弊社では、今後も若い人たちに現場を見てもらう機会を積極的に設けていく予定です。

南青山一丁目の現場で先輩女子社
員から教わる R.Y さん ( 写真左）

日本建築家協会 JIA　建築家クラブトーク
【吉村順三の宮殿設計を今、語る】

　吉村順三が 10 人の建築家の中から選ばれて新宮殿の設計を宮
内庁から委嘱され、建物が完成して 40 年が経ちました。2 年
5 ヶ月かかった基本設計の経過とともに、宮殿の現在を建物内外
の写真で説明します。司会は、創建築アトリエの今井均氏です。
日　時　： 9 月 17 日（金）　16：00 ～ 19：00 
会　場　： 建築家クラブ　東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 1 階
参加費　： 住宅部会員無料、部会員以外の方 1000 円   
申込方法： e-mail：jutaku@jia-kanto.org   
問合せ先　： ＪＩＡ関東甲信越支部住宅部会　so_atelier@mac.com( 今井）

講師：上田悦三氏（当時、吉村設計事務所担当者）
　　   秋山信行氏（吉村順三記念ギャラリー実行委員）


