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　地球環境問題は、21世紀の人類にとって解

決すべき大きな課題のひとつである。現在さ

まざまな分野でそれに対する取り組みが行な

われており、建築の分野における試みのひと

つに環境共生住宅がある。1990年に「地球温

暖化防止行動計画」が閣僚会議で採択され、

それを受けて建設省では93年に「環境共生住

宅市街地モデル事業」を創設した。ここ数年

の問にその適用地区が相次いで竣工している

が、これらの住宅はまだ手探り状態であり、

環境共生住宅の有効な設計手法は確立されて

いない。また、環境共生住宅に関する既往の

研究は幾つかあるが、環境共生住宅の技術、

設備が居住者に浸透し、活かされているかど

うかは十分に検証されていない。

　本稿では、1992年の第10回まちづくり設

計競技（主催：住宅生産振興財団）で特選に

入選し、その提案に大阪府営河内長野木戸住

宅を対象に環境共生住宅の理念や設計手法を

整理した上で、その利用実態および居住者の

環境共生住宅とそこに用いられた各手法に対

する考え方からその有効性を探り、今後の環

境共生住宅の設計手法の基礎資料とする（図D。

図1パネル1
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2－1．基本コンセプトと実施状況

1）自然の恵み（太陽・風・緑・水・土）を最

大限に享受する

　せせらぎや植栽への灌水としての雨水の利

用、微気候の解読による風の利用、自然地形

を活用した集会所計画、細谷池周辺の自然林

の保全など、自然をパッシブに活用する。し

かし、実施計画では大阪府の意向で太陽光発

電を主としたアクティブな利用となった。

2）配置計画や建築計画で骨格をつくる

　オープンスペースを囲う敷地形状になじん

’だ雁行型の住棟配置を行ない、眺望がさえぎ

られない開放的な計画とする。住棟・住戸計

画は中庭やテラス・ライトウェル（光の井戸）

などを配置し、外部との接触性・連続性を重

視する。また、セットバック形態で住棟を構

成することにより、屋上庭を人工地盤として

利用する。さらに、敷地の中央にビオトープ

を計画し、各住棟から専用動線で結び身近な

小自然として位置づける。しかし、実施計画

では建設コストの面などから建物形態の単純

化等大幅な見直しを迫られた（図2）。

3）生態系に配慮した緑豊かな住環境

　敷地全体を緑化し、20年後には自然林を形

成し、言わば「もりの中に住む」という構想。

もちろん駐車場にも植栽を配置し、公園型の

パーキングとする。また、建物の屋根、外壁、

廊下・バルコニーを積極的に緑化し、微気候

の緩和を図ると共に、エコロジカルな景観を

創る。ビオトープ空間には計画地周辺に生息

する野鳥や昆虫類を呼び込み、環境学習の場

として利用する。しかし、実施計画では管理・

運営上の問題から規模を縮小せざるを得なか

った（写真1）。

4）廃棄物処理と資源の有効活用を図る

　家庭のゴミをコンポストで処理をし、堆肥

として家庭菜園で利用することを提案したが、
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実施計画ではバルコニーにそのためのスペー

スと電源を確保することになった。資源の有

効活用では、リサイクルの建材（砕石、舗装

ブロック、タイル、吹付材）や代替型枠（基

礎部分）、針葉樹の型枠の採用を実施した。

5）原風景となる自然に溶け込んだ景観

　計画地と高野山を結ぶまちの軸線を設定し、

ランドマークとなる高層棟を配置する。遠景

では中層棟が周辺の地形と調和して屋根を連

ね、近景では環境共生住宅のシンボルとして

マウンド形態の集会所が配置されている。さ

らに四季折々の生活シーンを演出する郷土種

を中心とした植栽計画を実施した。

2－2．環境共生住宅の概要

事業主 大阪府、河内長野市

設計 大阪府建築都市部営繕室・E＆A設計㈱

竣工 1997／12／1　　＿．．　．　　　　　　．り一．一．一，．　　　、、

住宅の種類 府営住宅、特定公共賃貸住宅、市営住宅

住戸数 公営住宅230戸・特定公共賃貸住宅270戸

構造・規模 RC造地上7階
面積 敷地面積：4．7ha

эｰ面積：44，832㎡（容積率95．4％）

付帯施設 隣敷地に既設の一般府営住宅がある

特徴 老朽化した府営住宅の立て替え事業

s営桜ヶ丘住宅の一部を除き、全ての住戸が

V規入居者

土 順地工法

水 雨水利用システム、漫透性舗装、

J水貯留タンク

環
境
共
生
手
法

緑 RC建物緑化（壁面緑化・屋上庭園・フラワー

|ット）、緑の保全・再生

風 風の道システム、風力発電

生物 草原のビオトープ、湿地のピオトープ、

?ｹ誘致庭園
エネルギー 太陽光発電（太陽電池パネル）、風力発電（2基）、

n中冷熱利用、日射調節と遮熱、高気密・高断熱、

}ウンド建築
資源・

p棄物

生ゴミのコンポスト化（菜園の肥料）、リサイクル

総ﾞ・建材、リサイクル舗装、代替型枠

安全・

注N・

�K性

日照・風の配慮、都市建築景観上の配慮、

w諶ﾒ・障害者への配慮、

囎ｨ配置・建物設計の工夫

その他 多自然型親水空間、環境共生学習室、

ﾟ隣コミュニティの形成

◎3．環境姓住鋸儲の鰍讃⑳

3－1．調査対象・調査方法

1）調査対象

　大阪府営河内長野木戸住宅は1期から5期ま

で同じ自治会に属する住宅で、4・5期のみが

環境共生住宅（以下環境住宅とする）である

が、一般住宅との比較検討を行なうため1～3

翻
鱗

遣
瓢

写真2太陽光発電装置を設置した高層棟

写真4雨水利用手押しポンプ（約4m3）

写真5順地工法の集会所

写真6風の道システム

写真9廊下緑化（フラワーポットと緑化
ネット）

濾

写真3　非常警報装置の電源と

なる風力発電装置

写真7　住戸玄関前の緑化ネッ
ト

職醍蝉ll
　　～目配．一■一一臓

写真8バルコニーの立体緑化

写真10西側外壁の壁面緑化

写真1115号棟屋上緑化
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写真12駐輪場の屋根緑化

写真13小烏を呼び込む巣箱

団地名

河野長野木

@戸住宅
i環境共生）

河野長野木

@戸住宅
@（一般）

配付部数 486 452

回収部数 141 239

回収率 0，290 0，529

表1アンケートの回収状況

写真14太陽光発電で雨水を循環する湿　写真15障害者用遊具を設置した草原の　写真16環境共生のシンボルとなるマウ

地のビオトープ　　　　　　　　　　　ビオトープ　　　　　　　　　　　　　ンド建築の集会所

期（以下一般住宅とする）も対象に含める。

2）観察調査

　〈環境住宅〉で導入されている環境共生に関

する技術・設備の利用状況や管理状況、また

一般住宅も含めて緑化の程度の観察を行なう。

3）アンケート調査

　調査対象の全住戸に対してアンケート調査

を行ない、環境共生技術・設備に関する居住

者の評価、緑化に対する意識などを調べる

（図3）。

3－2．環境共生技術・設備の実態と評価

1）ビオトープ

　草原のビオトープでは虫の大量発生が、ま

た水を利用したビオトープでは水質悪化が問

題となっている。これらのビオトープは子供

の遊び場になることが確認されている。

2）風の道システム

　風の道システムは効果があると良い評価を

受けている一方で、他住戸の生活音が吹抜け

を通じて響くということが問題となっている。

3）風力発電

　風力発電のプロペラが19棟の屋上に設置さ

れているため、その騒音や振動が下階の居住

者に迷惑になっている。

4）屋上緑化

　屋上庭園では誰でも自由に出入りできるこ

とから不良の溜り場になるなど、防犯上問題

となっている。

5）自治会運営

　〈一般住宅〉、〈環境住宅〉の両居住者で構

成される自治会では月1回の清掃を強制参加

にし、無断欠席は罰金を取るという方針をと

っており、反発する居住者も少なくない。

幽4意漏査の難結果　　◎

4－1．回答者の属性

　回答者の特徴としてはく一般住宅〉は高齢

者が多く、〈環境住宅〉は若年層が多くなって

いる。これはく一般住宅〉は従前居住者の再

入居が多く、逆にく環境住宅〉は30戸の市営

住宅以外は新規入居者ばかりなので、比較的

所得の低い若年層が多くなったことが影響し

ている（表1、図4）。

一般住宅

環境住宅

0％　　　　　20％　　　　　40％　　　　　60％　　　　　80％　　　　100％

㎜20代□30代園40代■50代口60代閣70代
國80代　■90代目■不明

図4アンケートの回答者年齢

㌔

図3全体配置図
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4－2．緑化に対する意識

1）年代別ベランダ緑化実施の程度

　〈一般住宅〉の方が緑化を実施していない

という回答が多い傾向にある。年代別にみる

と高齢者の方が緑化をする率が高く、若年層

になるほど緑化を行ないたいと思っているが

現在は行なっていないという回答が多くなる

という共通の傾向がみられる（図5～7）。

2）廊下・玄関の緑化の満足度

　〈環境住宅〉において、不満という回答が

目立っているのが特徴である。これは廊下の

フラワーポットに最初から入れられている植

物が枯れていることからも想像される（図8）。

3）屋上緑化の満足度

　屋上緑化は団地全体の緑化の満足度と比較



して「満足」および「やや満足」という回答

の割合が低い。前述した防犯上の問題に加え

て、屋上庭園で子供が飛び跳ねたりするとそ

の騒音が下階の住戸に響くこと、そして15棟

にしかないため他の住戸の人にはあまりなじ

みがないことが原因として考えられる（図9）。

4）団地全体の緑化の満足度

　〈環境住宅〉ではまとまった緑化が行なわれ

ているにも関わらず、「満足」および「やや満

足」という回答の割合が〈一般住宅〉よりも低

い。これは駐車場不足が大きな原因と考えら

れる。大阪府では駐車場は全戸数の60％を想

定して設けられているが、実際には50台以上

の車が駐車場の契約待ちをするくらい車保有

者が多い（図10）。

4－3．環境共生技術・設備の認知度

　「設備は知っているが用途は知らない」と

いう回答が多くを占め、居住者の住宅に対す

る意識はあまり高くないと考えられる。入居

時にパンフレット等を配布して居住者に住宅

のことを説明しているが、住民が参加する形

式の方が有効であると同時に必要なことだと

考えられる（図ll）。

4－4．環境共生技術・設備に対する評価

　太陽光発電や透水性舗装のように特に住民

のデメリットが発生しないものは満足度が高

くなっており、逆にビオトープや屋上緑化は

管理状況も含めて問題が多く、それらに対す

る不満が大きい（図12）。

4－5．環境共生住宅の良い点・悪い点

　良い点は「外部空間に緑が多い」「風通しが

良い」などが多くあげられている。逆に悪い

点としては「虫が多い」「緑地の管理に手間が

かかりすぎる」などが共通してあげられてい

る。これらはいずれの環境共生住宅も抱えて

いる問題と思われる（図13・図14）。

4－6．今後も住み続けるか

　回答者年代と同じような傾向を見せており、

環境共生住宅とは関係なく高齢者ほど住み続

けようと考える人の割合が高いことがうかが

える（図15）。

㊥5まとめ ㊥

5－1．調査・分析のまとめ

1）緑化技術に対する評価が低い

　環境共生住宅のインターフェイスとなる技

術と考えられる緑化技術を中心に調査したが、

緑化による熱環境負荷の軽減や修景効果、ガ

一般住宅

環境住宅

　　0％　　　　　2Q％　　　　　40％　　　　　60％　　　　　80％　　　　100％

㎜1積極的に行なっている　　圏2一応行なっている

圃3行ないたいが行なっていない□4行ないたくないし行なっていない

國5回答なし

■　M

図5ベランダ緑化の実施状況

図6年代別ベランダ緑化実施の程度（環境住宅）

図7年代別ベランダ緑化実施の程度（一般住宅）

皿1満足

國3どちらでもない

鰯5不満

図8廊下・玄関前の緑化の満足度

圏2やや満足

□4やや不満

■6回答なし

環境住宅

O％　　　　　20％　　　　　40％　　　　　60％　　　　　80％　　　　100％

皿1満足
團3どちらでもない

幽5不満

團2やや満足

□4やや不満

■6回答なし

図9屋上緑化の満足度

一般住宅

環境住宅

0％　　　　　20％　　　　　40％

　皿1満足
　囲3どちらでもない

　團5不満

図10団地全体の緑化の満足度

60％　　　　80％　　　100％

匿2やや満足

□4やや不満

■6回答なし

家とまちなみ41 2000．3 49



図11環境共生技術・設備の認知度（環境住宅）

　　　14．その他

　13、高断熱・高気密

　12．地中冷熱利用

1Lリサイクル建材利用

　10，マウンド建築

　9．風の道システム

　　8．透水性舗装

　7．雨水利用システム

　　6廊下の緑化

　　　5屋上緑化

　　4ベランダ緑化

　　3，ビオトープ

　　　2．風力発電

　　1．太陽光発電

0　　　10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70

　　回答率（回答者数／全回答者数）％

国1）効果があると思うもの　　■2）効果がないと思うもの

図12環境共生技術・設備に対する評価（環境住宅）

　　　　　　　　8．その他
　　　　7．子供の環境教育によい

　　　　　　6，風通しがよい

5．ベランダや廊下が縁化され、景観がよい

　　　　　4．遊び場や広場が多い

　　3．リサイクル建材を利用している

　2．クリーンエネルギーを利用している

　　　　　1．外部空間に緑が多い

0 10　　　　　　　　20　　　　　　　30　　　　　　　　40

　　回答率（回答者数／全回答者数）％

50 60

図13環境共生住宅の良い点

　　　　　　　　　10，その他

9．付近に緑の多い地域に敷地内の緑化をしすぎ

8．フラワーボックスが邪魔でペランダが使いにくい

7．子供の環境教育に効果がない

　　　　6．風通しが悪い

　　　5．危険な場所が多い

4緑地が多く、駐車場等必要なものが不足している

3．緑地の管理に手間がかかりすぎる

2環境配慮の設備、技術の効果がない

　　　　　　1．虫が多い

0　　　　　10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70　　　　　80

　　　　　　　　　　回答率（回答者数／全回答者数）％

図14環境共生住宅の悪い点
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一般住宅

ﾂ境住宅

0％　　　　　20％　　　　　　40％　　　　　60％　　　　　80％　　　　100％

□τ．今後も住み続ける　　　　　■2，5年以内には住み替える

?．いずれは住み替えたい　　　□4今はわからない

｣5圓答なし

図15今後も住み続けるかどうか

一デニングへの利用などのメリットとしての

評価よりも、「虫が多い」などディスアメニテ

ィとして評価される傾向にある。

2）年齢構成が緑化の管理運営に及ぼす影響は

非常に大きい

　高齢者は時間的余裕があるうえ、知識も経

験もあるが、若い人は緑化に興味があっても

時間がない。

3）維持管理の問題が大きな課題

　環境共生住宅は緑化技術やビオトープなど

に見られるように、日常の維持管理を必要と

するものが多く、居住者の負担となっている。

4）マニュアル化された技術・設備の導入

　ここ数年の間に竣工している環境共生住宅

では建設場所が異なるにもかかわらず似かよ

った技術・設備が導入されている。本当にそ

の場所や、居住者にメリットが享受できる技

術・設備に絞るべきである。たとえば風力発

電装置などは、モデル事業としては意味があ

るが、検討すべき技術であった。

5）環境共生の効果が実感しずらい

　環境共生の技術・設備のほとんどが共有部

分に設置されており、「住宅自体はごく普通の

住宅なので、環境共生と言われてもピンとこ

ない」という意見が多かった。雨水貯留タン

クの各戸への設置などのように住民の日々の

生活において、より身近に実感できる環境共

生技術・設備の工夫が今後求められる。

6）環境共生住宅は入居者を選ぶ

　大阪府でのヒヤリングで「公営住宅は入居

者を選べない」と言っていたが、環境共生住

宅は管理運営に協力してくれる人を好む住宅

である。

5－2．これからの環境共生住宅のあり方

1）住民参加を前提にっくりすぎないことや誘

導のためのしかけを工夫する

　多様な価値観の居住者が入居しているので、

住宅をどこまでっくって提供し、どこから先

を居住者の自由にゆだねるかということが重

要となる。すなわち環境共生の骨格を社会ス

トックとしてしっかりとつくり、枝葉末節は

居住者に任せるという姿勢を取るべきである。



緑化を例にとれば、バルコニーや玄関廻りに

は緑化が可能なスペースを確i保しておくこと、

壁面緑化の下地材は緑化のない場合でもデザ

インされたエレメントになる工夫がされてい

ること、外部の舗装スペースは最小限にし、

居住者の手で菜園やガーデニングが行なえる

スペースを用意しておく等がそれにあたる。

2）環境共生住宅は高齢者対策を合わせて考慮

　環境共生住宅は高齢者の満足度が高い住宅

である。したがって高齢者対応や福祉のまち

づくりに対する配慮が十分行なわれていなけ

ればならない。また資源の有効利用を考える

と建物の長寿命化が必要となる。すなわち、

環境共生住宅は高齢者問題や建物の長期耐用

性など21世紀のキーワードを複合的に持ち合

わせた住宅を目指さなければならない。

3）維持管理を補完する技術・設備の整備

　居住者が維持管理の負担（灌水、草刈り、

除虫、清掃等）を感じていることが明らかに

なった。その負担を軽減する技術・設備も考

え合わせて整備することが長期にわたって維

持してゆくための必要条件である。緑化でい

えば敷地内の緑化や廊下および屋上緑化には

埋設ホースによる給水設備、自動制御による

灌水装置を設けることや植栽を手入れする器

具類を近くに用意することなどがあげられる。

4）環境共生にはソフトの供給も

　自治会のヒヤリングで「大阪府はつくって

渡してそのままほったらかして、何もしてく

れなかった」という意見があった。維持管理

には共生的活動のリーダーや子供たちに環境

学習を教えるインストラクターの派遣、ワー

クショップ活動などが必要で、行政や事業主

は環境共生型ライフスタイルやコミュニティ

形成のための先導的役割も合わせて考えるべ

きではないだろうか。

5）多様な環境共生住宅の供給を

　現時点での環境共生住宅はライフスタイル

を特定した、いわば特殊な住宅である。価値

観の多様化した時代に環境共生型のライフス

タイルを志向する人を河内長野木戸住宅のよ

うにひとつの地区で500戸も設定することに

無理があるように思われる。したがって居住

者のターゲットを絞り込み、たとえば棟ごと

に省エネルギー住宅、リサイクル住宅、雨水

利用住宅、緑化住宅などと特化し、トータル

コストを押え、居住者のニーズに応えること

もひとつの手法だと考えられる。

6）事業者、設計者、住い手の三者一体で創る

　環境共生住宅は多様なしかけがあり、維持

管理のウエイトが大きい。河内長野木戸住宅

の場合、居住者は全て公募による新規入居者

であったこと、一般の府営住宅と同じ業務フ

ローチャートで環境共生住宅を推進したこと、

環境共生住宅専用の推進チーム等が編成され

なかったことなどにも問題があったのではと

思われる。たとえば、コーポラティブ住宅の

考え方を生かした推進体制をとることもひと

つの方策ではないだろうか。

7）環境共生住宅は21世紀を考える住宅

　環境共生住宅に投げかけている問いはつま

るところ、われわれが納得して実行できるラ

イフスタイルとは何かということではないか。

それは押しつけられた環境共生ではなく、各

個人の個性や地域性から答えを出すべきもの

で、イメージやマニュアル化された答えに頼

らない取り組みが重要となる。結果として環

境共生住宅は特別な住宅ではなくごく自然な

当り前の住宅となるはずである。

㊥儲わりに ⑭

　環境共生住宅が初めて建てられてから数年

が経過し、日本の環境共生住宅の序章が終わ

ろうとしている。ここでは、大阪府営河内長

野木戸住宅を取り上げて調査を行ない、その

間題点を検証してきた。わずかひとつの、し

かも公営住宅という「手錠」をはめられた住

宅の分析ではあったが、そこには環境共生住

宅共通の問題点が多く現われていた。このこ

とを踏まえて、「東大坂市営若宮住宅計画」な

ど環境共生をテーマにしたプロジェクトに現

在取り組んでいる。

　環境共生住宅を目指すことは昔の日本の民

家の生活に戻るということではないか、とい

う意見もあるが決してそうではない。生活の

質を下げずに環境を生かし、環境負荷を低減

することへの建築の試みである。その前途に

は機能主義、個人主義、効率性、利便性など

ハードルはいくつもあるが、21世紀は「環境

共生住宅」と呼ばない環境共生住宅の時代に

なるのはほぼ間違いないであろう。

　最後に、今回の調査、研究を担当していた

だいた大阪大学柏原研究室の方々ならびに関

係者の皆様に深い感謝の意を表します。
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