
柳沢研究室◉居住空間学講座 2022
「多様性と固有性を備えた豊かな人間居住の実現」 

   生活・地域・時間の中で育まれる人と住まいの関係を考える

◉研究室の特色：（皆さんで判断してほしいが以下のように考えてます） 
・頭だけでなく手も足も使い考える＝自分で作る／現地に行く／実践する 
・フィールドにおける実態把握 ／ 体験にもとづく問題認識を重視  
・「住」と空間・時間を切り口

◉研究室構成2021：修士4、研究生4、学部2 ＝10（うち留学生4)

よく聞かれること
◉スタジオコース 
IoUA（都市アーキビスト会議＠15大学）の合同スタジオに参加予定 
調査から設計につなげるプログラム。2021年度テーマは「駅」
◉卒業設計について 
卒業設計推奨 (将来設計を仕事にしないとしても)。テーマは完全自由 
◉海外調査に行きますか？ 
修論でやってる人がいれば行く。基本的に柳沢は毎夏インドに行きますが、
コロナ次第。フィールド調査の機会は極力つくりたい。



よく聞かれること
◉研究室で設計はやりますか？ 
タイミングよく案件があり、担当者に覚悟があれば、やる。 
学生が自分でプロジェクトを立ち上げるのも推奨 
まちや＋こあ(2017)、保育園(2017)、町家改修(2018)、 
シェアハウス(2019)→中止、元五條楽園の商店 (2020)→ 木匠塾が屋台製作

よく聞かれること
◉ゼミ 
基本的に毎週1回＠水曜日15時～。それぞれが月1回程度発表する。 
修士研究や卒業設計、研究室プロジェクトに関する発表・議論・検討 
◉各学年でやること 
M2：とにかく修士研究。成果は翌年度の学会で発表。 
M1：修士研究テーマの設定。夏に調査。後期にまとめ支部研で発表。 
B4 ：設計演習V・卒業設計予備研究、夏に院試、後期に卒業設計 
◉研究テーマの設定について 
研究室のテーマ分布を参考に自由に考える。研究蓄積は活用する。 
オリジナルなデータに基づく面白みのある研究を。 
設計・実践へのフィードバックの回路を忘れずに。 
◉配属選考 
①ポートフォリオ（作品・研究・活動について）、②志望理由・研究した
いテーマ・研究室に期待すること等をまとめたテキスト（A4・1～2枚程度）
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よく聞かれること
◉過去の修論のテーマは？（n=12） 
‣ヴァーラーナシー旧市街における街路の空間構成と利用特性（インド） 
‣花宅集落の伝統的建築における居住実態とその変容（台湾） 
‣インフォーマル居住地改善事業に伴う住みこなし（コロンボ） 
‣ nLDK型住宅に暮らす家族の住経験から見る就寝形態の変化とその要因（住経験） 
‣日本在住外国人の住経験から見る日本の住環境への適応プロセス（住経験） 
‣子育て期の住み方にみる過去の居住体験の影響（住経験） 
‣新規購入した住居の住み方にみる過去の居住体験の影響（住経験） 
‣コロナ禍における大学生の自宅での生活の変化（下宿） 
‣センサリングによる住宅内の行為及び居場所と室内環境の関係（NEXT21） 
‣戸建て災害公営住宅における居住者の近隣との関係（東北復興住宅） 
‣ DIY賃貸住宅の住みこなしにおける住要求の変化（堀川団地） 
‣歴史的町並みが残る過疎地域における定住支援機能（牛窓）

◉卒業生の就職先（n=13） 
ゼネコン 7、アトリエ系 4、組織設計事務所 1、広告代理店 1



研究室のめざすところ
‣所属メンバーの成長につながる開かれた自由な議論および実験的・挑戦的
活動のための拠点となること 

‣「住」と「空間」を切り口に人間・建築・地域・社会・文化の真相／深
層を問い、知的世界の拡大に貢献すること 

‣現代社会における「住」にまつわる諸問題に応える調査・研究・実践を行
い、世界を豊かにすること 

‣京都大学における住居学の伝統を受け継ぎ、現代的に発展させること 
‣難しいことを易しく、易しいことは深く、深いことを面白く、面白いこと
は真面目に、真面目なことを愉快に、愉快なことはもっと愉快に（井上ひさし）

ヴァーラーナシーの融合寺院研究

時間的重層性を備えた居住空間の構成原理とは



ヴァーラーナシーの街路空間の研究

時間的重層性を備えた居住空間の構成原理とは

住経験へのアプローチ

図 0-1　 住経験と住居観の関係 
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京都・菊浜地区での取り組み

伝統的な居住空間の魅力や技術の現代的な継承・発展はどのように可能か

京町家のZEH改修（エネマネハウス2017／小椋・伊庭研究室と共同）



あなたは下本町防災ビルを知っていますか？

現在の下本町防災ビル (北から南をみる) 1958 年の下本町通り(北から南をみる)

下本町防災ビルとは何か？
下本町防災ビルとは、1960 年代に下本町通りにおいて東西に木造商店街

を立て替えて造られた鉄筋コンクリート造の3～ 6階建ての店舗併用住宅

のビルです。「防災ビル」、「防災建築街区ビル」とも呼ばれます。（以下「防

災ビル」）

防災ビルは「下本町建築街区造成事業「「 」によって建設されました。道路は

６ｍから１６ｍ１６ｍｍに拡張されて５ｍの歩道ができ、火災時の避難のため、
４ｍの防災道路が防災ビルの後方につくられました。

下本町防災ビルの歴史
1950 年から60年代の下本町は、犬山の「銀座」として大いに賑わいまし

た。1960 年代後半に入ると、当時最先端であった火災に強い鉄筋コンク

リート造の防災ビルが完成し、両側の歩道はアーケードとする「犬山で唯一、

雨でも買い物ができる商店街」として市民の関心を集めました。ところが、

高度経済成長による車社会の到来により郊外にショッピングセンターが出

現し、人の流れが郊外へ向かう一方で、防災ビルではシャッターを閉める

店が現れるようになり、現在の営業店舗数は数えられるほどになってしま

いました。

東側　現況写真

西側　現況写真

理容モテル ヨシダヤイソノ糸店 金物かじ又 sunny nap 司法書士真野事務所 椙山書店 大鹿結納人形店 司法書士小川事務所

現在の下本町防災ビル(南から北をみる)

第 2工期

（昭和42年10月完成）

木村屋メモリアル
シンエイライフ

黒川すこやかクリニック レストラン星月夜 あづま 井戸重デンキ 両口屋呉服店 旧「松山陶器店」

下本町情報センター・硝子処「玉屋」・

英会話サロン・雑貨屋「屋根裏」

肉の松岡の

第１工期

（昭和41年12月完成）
第３工期第 期

（昭和44年5月完成）（昭和44年5月完成）完和

一心

※防災建築街区造成事業

第二次世界大戦以前の日本の家屋はほぼ木造住宅が占めており、一軒で火災が生じれば町全　　　

体が類焼する危険がありました。鉄筋コンクリート造のビルを建てることで類焼を防ぐことを目

的に行われました。

犬山城へ

犬山城へ

第 2工期

（昭和42年10月完成）（昭和42年10月完成）

第１工期

（昭和41年12月完成）

第 2工期

（昭和42年10月完成）（ ）

第５工期第 期期

（昭和46年昭 6年（ 年

12月増築築築築築築築築築））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））1

第４工期

（昭和45年2月完成）（ ）

第６工期

（昭和47年

11月完成）
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1960年代に日本各地の中心市街地に建てられたRC造共同ビルの更新可能性を探る

防災建築街区の再生・活用に関する研究 
1960年代に建設された不燃共同建築の更新可能性

あじまの家, 2015
時間的連続性を保った居住空間の再編：改修設計による実践



紫野の町家改修, 2011

時間的連続性を保った居住空間の再編：改修設計による実践

ほら貝のRC住宅改修, 2016

時間的連続性を保った居住空間の再編：改修設計による実践



北仲之町の町家改修, 2018～

時間的連続性を保った居住空間の再編：改修設計による実践

改修前

北仲之町の町家改修, 2018～

時間的連続性を保った居住空間の再編：改修設計による実践

改修中



保育園の基本計画（2017～2018）

•住居計画学、住経験レポートが楽しめた 
•設計も研究もどっちもやりたい 
•人がどうやって生きているか知りたい 
•古い家や町が好きである 
•インドとかアジアのごたごたが好きである 
•生活や文化がどう「形」に反映しているかに興味 
•左官、伝統工法、DIY、自分でつくる系 
（木匠塾研究をやりたいOB募集中） 
•旅行が得意である


