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は企画型住宅の開発を活発化させる。従来の技術先行の商品開発

とは異なり、住まい手の欲求を把握し、設計し、プレゼンテーションす

るという広告屋的な立ち振る舞いが求められるようになったのである。

　もう一つのはじまりはツーバイフォーの洋風住宅の流行である（本

連載第7回参照）。ツーバイフォー構法は1974年のオープン化を契

機として日本での本格的な普及が始まった。そして1978年にツーバ

イフォーメーカーである三井ホームが《ウィンザー》［写真1］と《マッキ

ンレー》という欧米の住宅様式を模した住宅を発売する。これらの商

品を皮切りに洋風のツーバイフォー住宅が流行する。特に1980年

に発売される三井ホーム《コロニアル '80》は、その後の商品化住宅

に対する建築批評の中で代表的な商品として取り上げられることに

なる。ツーバイフォー自体はプレハブとは異なる構法ではあるが、そ

の流行がプレハブ住宅にも強い影響を与えた。

　《ミサワホームO型》などの企画型住宅と《ウィンザー》などの洋風

住宅は従来の木造民家の模倣ではなく、量産住宅独自のスタイル

を模索し始めたという意味では同質の現象といえるだろう。かたやプ

レハブ住宅であり、かたやツーバイフォー住宅ではあるが、住宅商

品のイメージやスタイルを競い合う段階に入り、もはやいかなる構法

かは重要ではなくなっていった。これこそ「商品化」と呼ばれる現象
のはじまりである。

○○のある家

《ウィンザー》が発売された1978年には、商品化時代を代表する商

品が発売された。積水ハウスの《グルニエのある家》［写真2］である。

従来は同社の商品名は《B型》のように構法の名称がそのまま商品

名になっていた。それが1976年発売の《和瓦の家》（BW・BKW型）

やこの《グルニエのある家》（BK-V型）の頃から、商品名と構法の名

称が別 に々なっていく。工業製品の型番ではなく、商品のイメージを

喚起するような名前が求められていたのである。こうした変化の先に

商品化という転換点

日本の住宅産業は1970年代半ばに大きな転換点を迎える。1973

年には第一次オイルショックで住宅需要が冷え込み、さらに同年に

すべての都道府県で住宅数が世帯数を上回り、統計上全国の住宅

不足が解消された。これはプレハブ住宅の世界が「大量生産」とい
う大義名分を失ったことを意味する。当時「量から質へ」という新た
な標語が掲げられたものの、「質」の時代は「量」の時代ほど単純では
なかった。耐震性や断熱性などの住宅のハードとしての「質」は同じ
目標へ進みやすいが、住み心地や暮らしの豊かさといった住宅のソ

フトとしての「質」は、同じ目標を定められるものではない。1970年

代のプレハブ住宅メーカーは「大量生産」という社会的使命を失い、
住宅の「質」とは何かという正解のない問いに向き合い始める。そう
した問いに対して彼らが出した答えの一つが「商品化住宅」である。

商品化住宅のはじまり

「商品化住宅」の意味を明確に定義することは難しいが、そのはじま
りに関しては一般的に二つの語り方がある。

　まず一つは1976年の《ミサワホームO型》の発売である（本連載

第5回参照）。70年代前半までのプレハブ住宅は、自由設計や多数

のプランを用意することで消費者に訴求しようとしていた。ただそれ

では生産効率は下がるためにプレハブ住宅の利点が生かせない。

そこで《ミサワホームO型》はプランを4つに限定しコストカットを図っ

た。いわゆる企画型住宅の登場である。しかし《ミサワホームO型》

が画期的だったのはプランの限定による低価格化よりも、わずか4

種類のプランでも緻密な設計やマーケティング、広告によって消費

者に訴求できることを示した点である。この住宅の登場以降、各社

C P D C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  L e c t u r e講座

日本におけるプレハブ住宅の展開

第8回 

商品化住宅─住宅の「質」とは何か
谷繁玲央 ｜東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 博士課程



2021.9　Kench ikush i   41

商品と構法の関係性が一対一対応ではない時代へと移行していく。

同じ構法でつくられていてもわずかにオプションが異なれば別の商

品として発売されるようになり、逆に同じ商品名で異なる構法が選

択できるような例も現れる。

　《グルニエのある家》は、同社にとって初めてマーケティングの手

法を導入した商品とされている。社史によれば、永福町の住宅展示

場で試作されたツーバイフォー住宅をもとに、来場者にアンケートを

行い、その結果が《グルニエのある家》の開発に反映された。屋根

は5寸勾配となり、深い庇が設けられた。立面も黄金分割を基に端

正なプロポーションとなるよう工夫されたという。そして一番の特徴

が名前にある「グルニエ」（屋根裏部屋を指すフランス語grenier）であり、

外観のアクセントになっている。構法や技術に内在する論理ではな

く、外観などの意匠に対して顧客がどのような印象を抱くかが商品

開発の起点になった。

　《グルニエのある家》以降、当時の日本人には聞き馴染みのなかっ

た外来語、とりわけ建築の部位を表す言葉を冠した「○○のある家」
という商品名が増えた。積水ハウスで言えば《フェトーのある家》

（1981）や《ドーマーのある家》（1983）、大和ハウスでも《チムニー

のある家》（1981）や《ポーチウィンドウのある家》というように付加

的な部品の名称が冠された商品が次 と々登場した。

総2階化とハウス55計画

商品化の過程で、カタログからは構法や技術に関する説明が減り、

どんな生活を過ごせるのかを想起させるような写真や惹句が増えて

いく。しかし、これは決して構法などの技術発展が止まってしまったと

いうわけではない。たとえば先述の「○○のある家」のように、商品
化の過程で付加部品などのさまざまなオリジナル部品が開発された。

そして付加部品の増加とともに、付加される側の本体（＝躯体）の構

法は単純化・合理化されていった。その最もわかりやすい例が総2

階商品の流行だろう。《ミサワホームO型》以降、各社の主力商品の

多くが1階の外形をそのまま2階まで立ち上げた総2階と呼ばれる

形式を取っている。総2階自体は60年代から発売されていたが、ど

こか野暮ったい外観となるため忌避されてきた。その意識が変わった

きっかけは、一つは《ミサワホームO型》のヒットだが、もう一つはハ

ウス55計画の影響がある。

　ハウス55計画（正式名称…新住宅供給システム開発プロジェクト）

は1976年から建設省と通産省が主導した技術提案競技である。

昭和55（1980）年までに100㎡規模の住宅を500万円台で建設す

るという目標を掲げ、高品質・低価格化を推進した。最終的に審査

資料を提出した20グループ90社の中から、「MG55」（ミサワホーム
/昭和電工 /日立製作所 /日新製鋼）、「TOPS」（新日鉄 /竹中工務店 /松下

電工）、「SG-4」（清水建設 /日立化成 /日本通運 /北新合板）の3グルー

プが入選し、この3案は大幅な変更を伴いながらもそれぞれ《ミサワ

ホーム55》［写真3］、《ナショナル住宅55》、《小堀住研ハウス55》と

して実際に発売された。しかし、この3つの住宅がヒットし直接的に

市場に影響を与えたというわけではない。ただこの3つはいずれも

総2階を採用しており、その後の各社の低価格商品の多くが総2階

の形式を踏襲していることから、一連のハウス55計画が低価格路

線とそれに伴う総2階化を方向づけたということはできるだろう。総

2階化により必然的に屋根や外壁などの部品が減少し、生産効率

が向上する。加えて顧客側からすれば、より大きな面積を確保でき

るという利点もあった。先述の《フェトーのある家》について当時積水

ハウスの設計部長だった太田博信は、一種住専での建ぺい率・容

積率で多い30/60や40/80という数値に適し、より広くより多い部

屋がつくれる形が要望されたと述べている［文献3］。このように総2階

の流行には、住まい手側の要望と、生産効率を上げたいつくり手側

の思惑と一致したという側面がある。

　これまでに見てきた企画型住宅や付加部品の増加、低価格化、

総2階化といった変化はそれぞれに連動した現象として捉えることが

できる。低価格路線の中で総2階化という戦略が採られるが、その

ままでは直方体の箱になってしまう。そこでさまざまな付加部品に開

発し、企画型商品として差別化する必要が生まれる。こうして各社は、

毎年多数の新商品を発表し続ける商品開発競争をはじめる。ハウス

メーカーの住宅がそれぞれに小さな差異はあれども、全体として見

れば似通って見えるという現在にも続く不思議な均衡は、この商品

化の時代に決定づけられたといえるだろう。

写真1　三井ホーム《ウィンザー》（出典…『新
住宅』1980年12月号）

写真2　積水ハウス《グルニエのある家》（出典…『社団法人プ
レハブ建築協会50年史』）

写真3　ミサワホーム《ミサワホーム55》（出典…『ミサ
ワホーム技術開発史』）
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商品化住宅と建築家たち

ここまで商品化住宅という言葉の定義を宙吊りにして話を進めてき

たが、最後に商品化住宅とは何かという問いに答えていきたい。じ

つは、商品化住宅という言葉は住宅メーカーの側から出てきたもの

ではない。この言葉は住宅産業に批判的な建築家たちによって盛ん

に使われ始めた。筆者も厳密な初出を明らかにできていないが、

1980年ごろから建築家の石山修武らが使用している。石山は1980

年8月の『新建築』誌上で「商品化住宅の様式化のなかで…」［文献
4］という文章を発表しているが、このタイトルからもわかるように、石

山は「商品としての住宅」一般を「商品化住宅」とし、1970年代後

半以降の多様なスタイルの開発を指して「様式化」と呼んでいる。そ
の後、さまざまな人 が々「商品化住宅」に言及するにつれて、その意
味内容が変化していく。簡単にまとめれば、本稿で見てきたように

《ミサワホームO型》以降の企画型商品や洋風住宅など商品性を重

視した量産住宅の総称というところになるだろう。松村秀一の言葉

を借りれば、「市場での識別性を強く意識した」住宅とも言い換える
ことができる［文献1］。

　では、なぜ80年代の建築家たちは「商品化住宅」に関心を寄せ
たのだろうか。第一に、日本全国に突如として欧米の様式を模倣し

た住宅や見慣れない装飾の付いた住宅群が現れ、そんなキッチュ

な住宅が人気を集めたことへの驚きがあっただろう。そして、80年

代といえばポストモダン建築が隆盛した時代であり、かつモダニズ

ム建築の担い手たちが現役で活躍する時代でもある。『新建築』
1984年4月臨時増刊ではハウスメーカー各社の主力商品を著名な

建築家たちが取材するという特集が組まれているが、ここに当時の

建築家たちの態度が表れている。その中で最も多い反応が、各社の

技術力の高さを称賛しながらも、商品化住宅のファッション性を批

判するというものである。たとえば内井昭蔵は積水ハウスの《フェトー

のある家》や《ドーマーのある家》に対して以下のように述べている。

「なぜアーリー・アメリカンなのか私には理解できない。なぜ日本の
住宅を提案しないのだろうか。部品の質を高めるのは結構だが借り

物のデザインをつくるのは問題である。（中略）もっと生活感覚や歴史、

伝統風土にねざした本物をどうして指向しないのだろうか。」［文献5］

　このように内井は様式の模倣性を批判している。建築家たちの中

で唯一この借り物のデザインを評価しているのがナショナル住宅 

［写真4］を見学した北川原温である。

 「確かに「日本の家」と名前をつけさえすれば良いのである。これを
疑問に思う人はボードリャールやクリステヴァを読まないといけない。

（中略）ナショナル住宅のジョージアン・スタイルも本物ではないのだ

が、そのように記号をいかに散りばめて行くかが商品化住宅の面白

いところである。」［文献5］

商品化の技術

総2階化のようなわかりやすい変化ではないが、70年代後半から

80年代にかけて、構法などの技術面でさまざまな見えない変化、見

えづらい変化が起きた。たとえば大和ハウスの《チムニーのある家》

（1981）では従来のC型とは異なるG型［図1］と呼ばれる新しい構法

が開発され、構造形式やモジュールの変更や各部材のパネル化な

どが行われている。積水ハウスも80年ごろから「THES」と呼ばれる
従来のB型構法の改良を行っている。このような動きは各社に見ら

れ、60年代の黎明期から引き継いできた構法の見直しが70年代

後半以降に行われている。この他にも70年代には工場のオートメー

ション化が進むとともに、積水ハウスの「オデッセイ」のように積算な
どの機能を持った現在のBIMに近い独自のCADも開発されるケー

スもあった。

　こうした生産システムの発展と同時に重要だったのが、住まい手と

なる顧客とのコミュニケーションの技術である。その一つにインテリ

ア・コーディネーションがある。80年代初頭、床材や壁材、照明や

衛生部品など内装に関わる部品が多様化し、全体の調和をとること

が難しくなっていた。1980年に積水ハウスは「オリジナルカラー20」
というカラーコーディネーションのシステムを開発し、翌年にこれを

継承して「SHIC（Sekisui House Interior Color coodinate）システム」
と呼ばれる内装計画手法を導入する。

　「SHIC」は顧客と営業担当が段階的にインテリアを決定できるマ
ニュアルであり、積算・発注システムとも連動していた。客の要望の

変化に対応して素早く積算が行えたのである。こうした技術は顧客

に無数の選択肢から選んでもらうためではなく、ある意味で特定の

方向へ選ばせるための技術ともいえるだろう。多様な住まい手の要

求をどのようにコントロールするかが商品化時代の課題だったのだ。

図1　大和ハウスG型の構法説明図（出典…『工業化住宅・考  これからのプレ
ハブ住宅』）
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　両者の立場の違いはそのまま建築観の違いを表している。モダニ

ズム建築の流れを汲む立場からすれば、工業化や量産化という目

標を失った商品化住宅に大義はなく、ポストモダニズム建築の立場

からは商品化住宅は興味深い対象だろう。伊東豊雄はこうした状況

を「踏み絵」と表現した［文献6］。伊東自身「〈商品化住宅〉という踏
み絵」という論考を発表した1981年頃、商品化住宅研究会を組織

し、自ら商品化住宅の企画を行っていた。この試みは結局いくつか

の住宅作品に結実していくが、量産化・商品化という意味では成功

しなかった。この後伊東は、1987年に長谷川逸子ら数人の建築家

とともに積水ハウスのイズ・シリーズの構法で住宅を設計する《イズ・

プレタポルテ》というプロジェクトに参加している。商品化住宅を企

画する立場から、数年後にはプレハブ住宅メーカーのシステムのも

とで設計する立場となった。この頃から現在に至るまで建築家が基

本設計を行い、プレハブ住宅メーカーが実施設計・施工を行うよう

なプロジェクトはいくつか例がある。しかし、そこにはもはや《セキス

イハイムM1》のようなブレイクスルーはない。石山は、商品化住宅に

関わろうとする建築家に対して以下のような言葉を投げかけている。

 「そのシステムへのかかわり方の内には、徹底した批判と離脱とい
う方法が含まれる事は言う迄もないが、それは十二分に歴史的な状

況認識を踏まえたものでない限り、又、最低限、そのシステムの社

会的存立基盤を認知し、その圧倒的優位をも確認したものでない限

り、無効で、滑稽なものだけに終りかねないだろう。」［文献4］

　この言葉は建築家たちに向けられたものだが、商品化以後の膠

着した状況のプレハブ住宅メーカーにもそのまま適用できるだろう。

住宅の「質」という答えのない問題を解き始め、「商品化」を経て次々
と新商品を投入できる独自のシステムを完成させた。しかし、後にパ

ワービルダーという柔軟で強力な競合相手の登場し、改修・ストッ

ク活用という新たな役割も生まれる。この時、工業化住宅にとって一

番の障壁となるのが自らのシステムである。システムへの批判と離脱

はプレハブ住宅メーカーにこそ課せられた課題なのである。

1994年愛知県岡崎市出身。2018年東京大学工
学部建築学科卒業（隈研吾研究室）。2020年同大学
大学院工学系研究科建築学専攻修了（権藤智之研
究室）。現在は同研究室博士課程で住宅メーカー
の歴史を研究している。専門は建築構法と建築理論

たにしげ・れお

※不正解の場合は、単位に登録できない場合が
あります。
※自習型教材の選択欄における会誌『建築士』
選択項目は、平成28年1月より建築士会会員
のみの表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問1

ハウス55計画の説明として 
正しくないものは次のどれか。

a. 高品質化と低価格化が目標だった。
b. 小堀住研を中心とする 
企業グループの案が入選し、 
その後小堀ハウス55として発売された。

c. 入選案はいずれものちに事業化し 
実際に発売された。

設問2 

商品化住宅に関する 
建築家の活動や意見の説明として 
正しくないものは次のどれか。

a. 石山修武は80年代に商品化住宅に
関する批評活動を行った。

b. 伊東豊雄はセキスイハイムブランドで
住宅設計を行った。

c. 内井昭蔵は商品化住宅における 
様式の模倣を批判した。

写真4　ジョージアン様式を取り入れたナショナル住宅《ソーブル半切妻》（出
典…『創業30年記念  人とくらしと地球を見つめて  新くらし文化 ISM』）
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