震災をきっかけに漁村スラムへと飛び立った。そこでは日本では見た事のないくらい生き生きと生業に関わる人々や力強い建築の風景あった 。

01.SITE/ 南米エクアドル漁村スラム「chamanga 地区」
chamanga

対象地である漁村スラム chamanga 地区は、漁業を
生業としており、
「水上ピロティ住居」は漁師の伝

quito

漁村スラムノ築キカ タ

統的な住居形式です。
2016 年のエクアドル地震の被災地であり、以下の実
情がわかりました。
1. 震災と液状化による被害。津波の被害はなし
2. 政府による高台移転
3. 震災や、液状化現象から耐えた水上ピロティ
4. 沿岸部・水上ピロティに住み続ける人々

高台移転

中心通り

震災から残る水上ピロティ

沿岸部に住み続ける住民

02.Study/ 漁村スラムに集会所を建てる
先

移転

高台

約

70

SITE

0M

現地住民 アメリカの学生
現地建築家 私

「集会所の建設」をきっかけに一ヶ月間滞在し、人々の関わりと調査から見えてきたボトムアップ的な生業とともにあるスラム地区持続の手法を考えます
□03. 沿岸部の風景

□04.3 つのスケールによる調査記録→手法を導く

Survey 01

ScaleL
配置図の分析

Survey 03

ScaleS
構法の収集・分析

地図制作

東京大学

両川氏

200M

沿岸部から直線距離約 700M

2016 年 8 月 6〜21 日
集会所の建設 ( 第 1 期 )

chamanga 地区には、失われ
た集会所を住民と再建する
work shop をきっかけに訪れ
ました。
集会所は、住民を巻き込み
ながら建設を一方で、ある
デザインを決めた上での施
工や、立地、構法など様々
な課題に気づかされました。
これを機に、よりボトムアッ
プ的で現地住民の構法や技
術を活かした chamanga 地区
の持続の手法を考えたいと
思いました。

地図作成：東京大学両川氏

震災前 (2015 年 )
水上ピロティに住み続ける住民

ScaleL. 配置図の分析

ScaleM. 立面図の分析

ScaleS. 構法の収集

隣り合う小さな生業の関係

建築と震災 / 生業の関係

ブリコラージュと土地の関係

N

水上ピロティ :18 本

100M

店舗 :8 種類、71 戸

▶

地図作成：東京大学両川氏 ※震災前の地図に加筆して作成

②キーワード・客観的事実の類型化

▶

沿岸 部 に 再 建 さ れ る 風景

Survey 02

N

水上ピロティ :16 本

③類型化に則り、再建の提案を行う
高台移転などに反し、沿岸部にはセ
ルフビルドとブリコラージュによる
力強い風景がありました。それは、
住民がそこに住み続けたいという意
思の表れのように感じました。

震災前 (2017 年 )

沿岸部の力強い風景は、高台移転や、クリアランス、中国による開発など様々
な問題を抱えています。沿岸部の風景をとにかく記録し、そこセルフビルド
やブリコラージュによる実態を学び、類型化することで手法を導きます。

ScaleM
立面図の分析

震災から残存する躯体

100M

店舗 :9 種類、57 戸
建材
飲食品小売店

漁業
生活品小売店

飲食店
central politica

娯楽
修理店

ネットカフェ
散髪

高密度・多様に存在した生業は震災で減少→「小さな生産と消費」の減少
水上ピロティの減少はわずか→水上に建つことから液状化から逃れる

再建された建築と残存する建築が混在→RC の残存する建築前面は家具が溢れ出しが多くコミュニティ空間
歯抜け空間は、私物などが溢れ出し境界が曖昧→敷地境界線は曖昧

開口部

物

歯抜け空間

0

5

10

(M)

スラム内でそれぞれの住居で少しづつ異なるが同じ構法→スラム住民間の構法の再解釈の繰り返しの痕跡

01. 海へと導く食堂

02. 接続する漁師住宅

03. またぐ小売店

潮と共に立ち現れる市場

干潮時は人の動線

06. 貯木場付き建材店

ブリコラージュによる船との関係

船と連続するスケール

奥山からの大径材の運搬

竹林からの小径材の運搬

満潮時
干潮時

竹林

main street

浅瀬

中腹

深淵

05. 実態を類型化し土地に根付く要求を把握→海から陸への小さな生産と消費のサイクル持続の骨格を提案
事前調査

空間構成要素と実態

土地に根付く要求として分類

類型化による再建の手法

漁業が経済の中心

漁業の持続

海老の養殖が盛ん

個で完結しない
小さな生産と消費のサイクル

マングローブが植生しているが、減少している
20 才以下の住民が 58％
震災により沿岸部が液状化

提案
機能の海への移転による
連続した人・素材の循環による再建

Scene 01

Scene 02

Scene 03

Scene 04

中学への進学率は半分程度、大学へは、3％程度

豊かな半屋外空間

震災による液状化で高台移転・
海に面するように間口を狭く立つ・

01. 公共の提案

水上ピロティの

ビニールを天井にした半屋外空間
塗装による個性の発露

様々な素材とブリコラージュ

持続的利用

土地の所有の概念がないこと

プロセスを踏んだ建設

main street 沿いに置くベンチ
開くと机になる窓
空き地に洗濯物をほす
空き地に掘っ建て小屋
布による簡易的なしきり
水上に木で足場を造る

間口実測

軒下で洗濯をする
軒下にバーベキューセットが置かれる
壊れた 2 階が木造で修復される
つぎはぎのトタンの屋根
家の前面に置かれる水のタンク

生業とインフラを補助する
「立体水上ピロティ」

水の確保

隣り合う店で違う商品をうる
朝は毎日近くの店でご飯をかう
mainstreet から海へと向かうように増築

豊かな半屋外空間

スケルトンから再建
剥き出しの鉄筋
レンガを徐々に積んでいく

内外の連続性

木板を並べることによる外壁
トタンによる仮の外壁
竹による仮設的な建築
竹を開いて通風の良い外壁
竹・RC・木によるハイブリット構造

02. 個の提案

液状化への柔軟な対応

建設行為の日常化

コンクリートのレベル差で道路と歩道を分ける
歩道の上に軒をだす

動線上に生業が展開されていく

コンクリートブロックを徐々に積む
食堂を歩道に拡張する・
養鶏を車でうる・

船との新たな関係性が生まれる

生活が水上ピロティに溢れ出す

生業とコミュニティ空間が連続する

ちいさな生産と消費の持続

水上ピロティ

観察

バイクを改造してタクシーにする
家に船をくくる

空き地に船を置く

地域の素材の利用

コンクリートブロックを徐々に積む

高台調査

液状化の影響を受けなにくい水上ピロティ
半屋外空間を自分で作る・
領域を増やすように空き地に増築

時系列の建設

屋根勾配や環境に合わせた増築

間貸し・

Short direction perth

海へ展開する小売店

接続する漁師住宅

またぐ小売店

水上立体ピロティ

一枚の壁で違う家族が住む
連続する素材

水上立体ピロティ

液状化に耐えうること

震災で壊れた場所を安価な材料で修復・
水不足・

釣り場の増築

漁業のために海辺に戻りたい
船置き場不足

main
street 竹林

立体竹足場

網干し場

集会所

集会所

自由な用途

数日で始める商売・

05.Diagram/ 場所ごとの地域資源を連関させていく仕組み
提案
丘の林・竹林

06.Method/ 構法の再解釈とフィードバック
現地の構法
( 住民 )

機能の拡張
(私)

部分・用途から全体を構築
（私）

フィードバック
( 住民 )

既存
main street住民

main street

main street

建材の循環

浅瀬

魚介類の循環
展開する漁師住宅

中腹

サイクルを持続させる
6 つの水上店舗付き住居

領域を超える

植物によって境界を作る・

ヒアリング

奥行き実測

家の間に鶏が走る

深淵

生活・生業は、立体水上ピロティと店舗付き住居と資源は絡まりはじめ、個で完結しない小さな生産と消費のサイクルが持続されていきます

地域資源の利用

山から木材を船で運ぶ

海へと導く食堂

水上ピロティ

バタフライ屋根

貯水池
▶

人の循環

▶

▶

大工

既存の
漁師住宅

水上インフラ
ピロティ

水上インフラ
ピロティ

跨ぐ小売店
漁師

先端の漁師住宅

拡張する小売店

建材屋

木こり

提案

0. 水上ピロティ・船のスケールを踏襲

布天井

船着き場

既存の水上ピロティ

繰り返し

Proposal.02 小さな生業のある水上住居
01. 海へと導く食堂
site:

竹などを水中につき刺すことで水上に電気を
送っているが、不安定かつ危険である。

浸水空間

「私」が介入することにより、生業 / 土地 / 建築の関係性が増加します

Proposal.01 生業とインフラを補助する水上立体ピロティ
現状

竹展開壁
既存の
漁師住宅

中心通り

02. 接続する漁師住宅
site:

浅瀬

03. またぐ小売店
site:
中腹

電線を集約し、海上に安定した電気を送付し
ブリコラージュを許容するインフラを考える。

１. インフラ機能の付加に合わせた再構築

２. 生業の延長線への発展

RC 梁
300×300×3000mm
角型鋼管
2.3(t)×20 角 ×3000mm
電線
φ=50

貯水地としてのレベル差

＋網干し場

動線としてのフラット

＋集会所

- 太陽光発電のための勾配 -

＋集会所

04. 海へと展開する小売店 05. 拠点漁師住居
site:
site:
中腹
深淵

06. 貯木場付き建材店
site:
深淵

Long direction perth

既存の水上ピロティ

01

研究旅行のテーマ

「水辺の辺境地」を歩く

1 . 卒業 設 計 で取 り 組 ん だ 事

カンポンアイル / サンガタン

0. 調査計画

私は、2017 年 8 月に漁村スラム「chamanga 地区」に集会所の建設をきっかけ
に訪れました。そこでの日本では見た事のないくらい生き生きと生業に関わる人々
の姿や、ブリコラージュとセルフビルドによる力強い街並みに感銘を受けました。
集会所の建設や、セルフビルドの風景から学び、ボトムアップ的な生業とともにあ
る chamanga 地区持続の手法を「漁村スラムノ築キカタ」と題して提案しました。
chamanga 地区では、震災後海沿いに人々の生業が再び集まることによる「小さな
生産と消費」や、それに伴う「ブリコラージュによる再建」、海上に建つ事から液
状化から逃れた「水上ピロティ」などのその地固有の現象に着目しながら、失われ
かけている街並みや文化を持続していくための背骨を提案しました。

ブリコラージュによる力強い風景
2. 研究旅行を通して学びたい事

02

訪問予定の都市

漁業船で建材を取りに行く

2 . 研究 旅 行 を通 し て 学 び た い 事
卒業設計では、漁村スラム地区という「水辺の辺境地」においてその地固有の現

東京

東南アジアの「都市的な水辺の辺境地」と「都市化の途中にある水辺の辺

マレーシア

境地」を調査します。具体的には、ブルネイとマレーシアの 2 ヶ所で調査

サンダカン

を行います。手段としては、飛行機で東京からブルネイのバンダルスリブ
ガワン空港へ行き調査を行い、その後マレーシアのバンダルスリブガワン
空港へ行き調査を行います。それぞれの地域には４日以上滞在し、天候や
潮の高さ、曜日ごとの活動なども含めて調査を行います。

1. ブルネイのカンポンアイル水上集落

ブルネイ

カンポンアイル

2. マレーシアのサンガタン

カンポンアイルの特徴として、

サンガタンは河口部に位置し、

約 3 万人の人々が生活する事、

周辺の自然環境が豊かで、マ

学校やモスク、警察署等が見

ングローブが植生しています。

られ水上集落の中でも極めて

陸地と接続されていることか

都 市 的 で あ る 事 が 特 徴 で す。

ら、工場からの建材と、住民

ブルネイ政府は、水上生活者

自ら伐採したマングローブが

の陸への移住や新たな区画整

混在しながら、集落内での小

理 さ れ た 水 上 集 落 を 建 設 し、

規模循環が行われている考え

移転を計画しています。水上

られます。そのような伝統的

集落の特徴である桟橋やベラ

な生活と近代化がどのような

伝統的な水上集落

ンダを中心に記録し、場所性

形で実現されているかを記録

やライフスタイルをささえる

し、体感したいと考えていま

街を記録します。

す。

近代化と鬩ぎ合う集落

象に着目しながら提案を行いました。今回私が「水辺の辺境地」に着目した理由は
以下の 2 つに魅力を感じたからです。
ビルドや技術の伝承
2. 豊かな周辺環境により生態系を巻き込んだ多様な生業が存在し、それらに必
要な空間から立ち上がる雑多な街並み
それらに着目しながら都市化の中で過渡期にある「辺境地の再構築」について思考
した時、その地域を持続させようとする意思を持ち、地域固有の価値を見出す「住
民の存在」が不可欠であることを強く実感しました。それと同時に、第三者として
街に介入した今回の提案ではどこまでがその地独自の現象で、どこまでが漁村集落
普遍の現象なのかの線引きに苦労しました。そこで、今回は他地域の「水辺の辺境
地」を調査し比較する事で、その地域独自の街並みや寸法体系、生業による空間を
調査します。今回の調査では、日本と比較的文化の似た東南アジアに着目し、卒業
制作で取り組んだ南米、そして修士課程で調査予定の日本の辺境地 ( 和歌山県海草
郡下津町戸坂 ) をそれぞれ比較調査する事でそれぞれの独自性と普遍性を明らかに
します。最終的には、chamanga 地区でのセルフビルドワークショップの経験を活

アイレベルでは人の生活が溢れ出す

政府の建設する新しい水上集落

1. 現金収入が少ないからこそ周辺環境に支えられた地域内循環としてのセルフ

03

調査の手法

「人」と「建築」双方に着目

1. 日常会話を通じたヒアリング

2. 簡易な実測やドローイング

私は、辺境地「コスタリカ共和國」

簡易な実測を通して、それぞれ

に１年間滞在していた経験があ

の地域や、町によって異なる建

ります。そこで培ったコミュニ

築の寸法体系を記録として残し

ケーション能力を生かして、卒

ます。また、実測を通してそれ

業制作でもヒアリング調査を行

ぞれの建築を深く観察すること

い、町の特徴を住民目線で調査

で、使用されている素材や、そ

しました。研究旅行でも、現地

の場でのふるまいも含めた記録

の住民目線での町の実態を会話

をおこないます

を通して調査していきます。

かし、両者の魅力をより高める形での住民参加型の実践ワークショップの実施を検
討しています。

その町の人々と建築を深く調査しそれぞれの水辺の辺境地の「固有の現象」及び「普遍的な現象」を明らかにします

