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自然素材をまとった建物づくり

土を使ったグローカルな建築

を進めました。その後，大分県国東市の敷地
周りで，実際に土を採取し，協働して版築ブ
ロックをつくり，鉄板と組み立てて入口階段
を施工しました。ここでは試験建屋の一部に
採用しましたが，さらに積極的に合理的で安
易な鉄骨造と低インパクトで再生可能な風土
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資源の「土」をハイブリッドに組み合わせる
ことで，単に新たな自然素材をつかった建築

ヴァナキュラーな外観

土団子壁

外壁

に留まらず，地域の文化を継承した環境共生

はじめに

資源の枯渇や気候変動の問題が叫ばれている

型の建築の可能性が開いていくと考えます。

みなさん，「グローカル（glocal）」という

なか，もっと身近な物事を大事にしながら，

そのもとに，活動してきた設計プロジェク

言葉を聞いたことがありますか？ 「グロー

地域の自然素材や人の営みを積極的に「風土

トを中心に，土を使った建築の特徴や魅力に

バル（global）」と，
「ローカル（local）」を組

資源」として捉え，有機的な新たな建築を生

ついて紹介します。

み合せた造成語です。グローカリズムともい

み出そうとする取り組みです（図１）。

われ，一般には「地球規模で物事を考えなが

「土」の建築のプロジェクト紹介

ら，草の根の地域の活動や考えかた」のこと
です。

〇自然素材をまとう現代建築：
「長崎・環境衛生科学研究所」
（写真１）

子供たちも参加した土団子壁のワークショップ

写真１

自然素材をまとう現代建築「長崎・環境衛生科
学研究所」

私たちは昔から地元の自然素材を巧みに加

この建物は物流センターや倉庫が集まる地

建築の世界でもグローカルというキーワー

工し，美しい建築や文化景観を創り上げてき

域の一角にあり，主に地元の水質や大気の科

ドのもとにいろいろな可能性が模索されてい

ました。特に日本の暮らしは木や草や紙とい

学分析を行う企業の社屋です。グローカルの

ガイモ畑の土そのものにセメントと石灰を混

ます。世界的に汎用な技術や工業製品で出来

った柔らかな自然素材を上手に活かしてきま

考えで現代建築と地元の風土資源を組み合わ

ぜ，全体を厚塗りし掻き落としました。大地

ている現代建築に，もう少し地場の自然素材

した。その代表のひとつが「土」という素材

せて，1997年にまず鉄骨造で地元の土で塗っ

の色そのものの壁です。いろいろな色粒の土

や伝承されてきた職人技術を活かしていこう

です。土は防音性，耐火性，保湿性に優れて

た外壁の母屋を作り，2008年に同様のコンセ

が混ざっていることから「長崎ちゃんぽん

という考えです。合理的で経済的な現代建築

いるのが特徴です。良好な室内環境の素材と

プトで増築部を鉄筋コンクリート造と地杉の

壁」と名付けました。

は人々の生活を豊かにしてきた反面，同じ材

して大いなる可能性を秘めています。土蔵や

木パネルの組み合わせで建設しました。環境

エントランスの床もシャモット（北九州で

料や製品を大量につくり出すために，ともす

土壁のような伝統的な建築だけではなく，建

と建築の在り方が変わりつつあるなか「建築

よくみるボタ山の炭殻） の骨材を洗い出した

れば没場所性に陥りやすいのです。また地球

築構法や建築材料など学際的に検討を進め，

の皮膚」の質が問われています。この建物の

左官です。大いなる歴史的産業廃棄物を建材

いろいろな分野を巻き込みなが

周りは他の町と同じように郊外の物流倉庫が

として再生利用しました。地場の土に精通し

ら，多様な視点で土を使った新た

立ち並ぶ景色が広がっています。無表情な箱

た地元の左官職人がいなければ実現できなか

な建築や素材の可能性を模索して

状の現代建築が，地場にある土や木や石灰と

った仕上げです。エントランスの内壁には畑

いく必要があります。土の断熱材

いう風土的な表情を身にまとうことで，まわ

土をダンゴ状に積んでみました。

や仕上材などエコロジカルな商品

りの風景が生き生きとした場に変わっていく

・地杉の角材を多用

開発もその具体的な例です。

のではと考えています。

現代建築
（グローバルな建築）
鉄筋コンクリート 鉄
ガラス 工業製品
地域性が希薄

風土資源
（ローカルな材料）

木
（地杉）

グローカルな建築
現代技術と風土資源を融合した
ハイブリッドな建築
環境へのインパクトが少ない
サスティナブルな建築

建築分野のグローカルの概念
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土
（ジャガイモ畑の土）

石灰
（有明海の貝灰）

今回の共同研究は「鉄骨（グロ

・土を塗る

増築部は主に精密機器を使って実験・分析
するための建物です。振動や光など外部環境

ーバル）」と「土（ローカル）」を

母屋は鉄骨造に地場で採れるジャガイモ畑

に影響されないように，無窓の部屋が小割に

使い，現代技術と風土資源のハイ

の土と土壌改良の貝灰石灰で外壁を左官で塗

並んでいます。同じ寸法の部屋が続くことと

ブリッド構法を開発することが目

った建築です。外壁正面（南面） の白い壁

外壁の工期短縮を考慮して，短手だけ鉄筋コ

的です。実際に試験建屋で基礎部

は，ストライプ状のモルタルの下地をつく

ンクリートの耐力壁にして，長手は同寸の木

の入口階段に利用しました。学内

り，その上から生石灰をハケ塗りしました。

製パネルだけで上下の床スラブに取り付ける

で鉄骨と土の合成構造の構法やデ

有明海の土壌改良に使われる柳川の貝灰を利

構法を採用しました。外壁は，地杉の間伐材

ザインを検討し，試験体での実験

用しています。側面三方向は敷地近くのジャ

36mm 角に加工し，パネル以外にも同じ表情
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をつけられるよう考慮し，コンクリートの型

ほかの近さです。街と住まいとの密接な関係

枠に利用しました。木パネルが時間とともに

が新たな都市空間に生まれています。

くすんできて，コンクリートの杉型枠の表情

・土をまとった建物

〇大地から生まれた
「千葉・版築のいえ」（写真３）
房総半島中央で「土太郎村／山村住宅プロ

この住宅は高密度な人工化した都会の中で

ジェクト」という持続可能な環境共生型の山

も，最大限に地下の熱，丘上の風，雨水，太

村型住宅計画が進められています。地産地消

陽光などの自然を取り入れ，１本の木のよう

型の建設と自然エネルギーの活用を計画の基

に「自生する塔状建築」を目指して設計され

本に据えて，豊かな自然の中で環境共生型の

都心の狭小敷地に建つ仕事場併設の２世帯

ました。この有機的な建築の表情を決めてい

新しいライフスタイルによる住民直轄型のコ

住宅。幅員40m の幹線道路に面し，銀杏の街

るのが，柔らかな土の素材感です。内外の左

ミュニティーづくりを目指しています。

路樹に寄り添うように建っています。台地の

官壁には既製品ではなく敷地から採取した粘

その先駆的な計画としてつくられたのが

崖線の下の立地条件から，下部２層を駐車場

土が使われています。その粘土と関東で広く

「版築のいえ」です。地球環境に配慮し，

やテラスの外空間とし，上部５層をできるだ

産出する荒木田土を混ぜ，石灰とセメントと

「土」や「杉」や「竹」などの地場の自然素

け各階一室に機能を振り分け，多彩な居室空

砂と藁を現場調合したものです。また内部は

材を「風土資源」と捉え，地場の職人によ

間をつくり出しています。２階は上階がある

「生成り」をテーマに土入り左官壁，無塗装

る，環境にローインパクトな「現代の民家」

ので雨が降る心配がなく，風も流れ，外の庭

の鉄，無垢の地杉など石油製品の使用を控え

を目指しました。始原的なひらめきから大地

として家族の憩いの場になっています。三方

たゼロカーボン住宅をめざした建築です。地

と天空を想起し，フィボナッチ級数による渦

開放的な外空間なので，道行く人とは思いの

球規模で環境破壊が進むなかで，高密度化す

巻き状の建築を提案しました。大地の力が隆

る都市空間にあっても複合した工業製品や希

起し，建物全体を支え，空気と水の流れに則

少資源に依存するのではなく，身近な見慣れ

って，有機的に成長する家です。地層のよう

た土や木や鉄を上手に使いながら，環境負荷

に敷地の土を積層させ，５本放射状の土壁を

応し固まりますが，反面，水が多いと固まり

の少ない持続的な建築をつくることが重要と

つくり，木組みを載せました。この敷地で真

づらい性質があります。水を多く使う練塀

考えます。

っすぐに育った杉を，長く丸太柱や大梁に製

は，土に水硬性のセメントを多く練り混ぜる

・地熱を利用した冷暖房と外壁の通気システ

に近づいてきました。

〇環境自生型住宅
「白山のいえ」
（写真２）

搔き落としの左官壁
白山通りのいえ

関東ローム荒木田土

土壁の掻き落とし仕上げ

写真２
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現場から採取した白土の粘土

版築のいえ内観

冬の竹を切る

写真３

版築土壁

土を練る

土壁をつくる

大地から生まれた「千葉・版築のいえ」

材し，地元の大工の手で刻んで組み上げまし

ことで，より強度のある壁をつくることがで

ム

た。多面体な屋根は，２ヵ所最下部に集水

きます。

CO2削減を考え，地熱を利用した躯体蓄熱

し，頂上部で換気・排気をしています。空気

型枠は合板を使わずに地場の杉を製材しま

の放射冷暖房を採用しています。支持杭に熱

と水の流れに準じた環境共生の形態です。背

した。大量の土を壁に使うために，油圧ショ

交換用の配管を埋設し，根のように地下24m

景の山の稜線と呼応してこの山村住宅に新た

ベルで土をふるい，コの字に鉄板を溶接し練

から熱を取り入れ，熱交換された水が建物全

な景観をつくり出しています。

り場をつくり，手押し車で杉型枠に運びまし

体を循環しています。躯体からの放射熱によ

・土のワークショップで作った版築壁

た。高さ1.9m の土壁を左官と庭師を中心に，

り建物全体の室温を緩やかに調節していま

現場で砂混じりの土を採取し，セメントと

建て主や学生たちも協働しながら，人海戦術

す。また外壁はコンクリートの躯体に組まれ

石灰と藁を混ぜ，版築と練塀の二式で放射状

でつくりあげました。特に版築は型枠高さを

た鉄骨の下地から左官壁の外皮を吊り出し，

にまっすぐに土壁を建てました。土壁は垂直

15cm に合わせて大型のハンマーで幾度も半

土壁の内側で外通気できるようにしていま

方向の面内に強いが，水平方向の面外には倒

分程度になるまで突き固めました。できあが

す。暖められた空気が上方から抜け，下方の

れてしまいます。そこで鉄筋コンクリートの

った土の塊の壁は，積層した表情がとても美

吸気口から新鮮な空気が壁内に入り込み，ゆ

ように引張力を丸竹で組み，圧縮力を土に負

しく，圧倒的な存在感です。この家の象徴と

っくりと壁体の内側が流れるパッシブな通気

担させた竹筋土壁の構造体を考えました。竹

して暖炉とともに部屋の中心に配置されてい

システムが特徴です。また，左官壁がコンク

をショロ縄で巻いて土と一体になるようにし

ます。南庭を囲むように，各部屋が土壁で隔

リート躯体を風雨から守ることで，建物の長

ました。土とセメントと石灰の調合比を版築

てながらも繋がっていく家なのです。太陽の

寿命化を図りました。

は６：１：１，練塀は６：１：0.5に変えて

動きに合わせてどの部屋からも光が差し込

います。石灰は気硬性のため，よく空気と反

み，風が通り抜けていきます。

環境自生型住宅「白山のいえ」
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