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浮島浮島 浮島浮

中川運中川運河河

緩やかに繋ぐぐぐぐぐ 緩やか緩 に繋ぐに繋ぐぐ

農地

寝室寝室寝室寝室寝室寝室寝室寝室寝寝寝寝棚田浄化のシステム

汚水の農地循環

蜂の家の柱をつたって 2 階の農地に⽔を運ぶ。
農地を順番に経由しながら浄化し、親⽔空間や
⽔⽥から浄化された⽔を中川運河へと還元する。

浄化した⽔を流すことで気化熱により
空気環境を改善するとともに
⽔の流れを誘発し、空気を含ませる。

水のサウンドスケープ

⼆ホンミツバチの巣⾨
50 ⾓のガラスの棒材を 7mm
の間隔を空け設置する。
スズメバチなどの天敵が⼊っ
てこない⼤きさとする。

上部壁

屋根

下部壁

⽊材の構造体

床スラブ

ガラスの腰壁
蜂にとって圧迫感を
感じなく、下階から
蜂の様⼦を⾒ること
ができるようにする

ガラスの蔀⼾

蜂の家

浮島により⽔質改善と多様な植物の⽣育が⾏え、
⿃や⽔⽣動物の⽣息場になり、
⽣物多様性の創出を⾏う。

遮光による植物プランクトンの発⽣抑制

浮島浄化のシステム

蛇籠 

植物が育つことにより
昆⾍の住みかとなる

プランクトンの増加により
⼩⿂の漁礁となる

⿂が集まることで釣りなどの
アクティビティーが発⽣する

動物プランクトンの増加による
植物プランクトンの摂取

微⽣物による脱窒効果

護岸を整備した際に排出される、コン
クリートを⽤いて、蛇籠を設置する。

養蜂箱

はちの加⼯場を間近で⾒る事ができる

釣りするスポット
浮島の⽔⾯下は⿂の住みか
⽔上は⾍の住みか

住宅から下りてくる浄化された
⽔は親⽔空間を経由して川に

ウッドデッキにコーヒーをもって上がって

ウッドデッキでは川の⾵が流れる ⾈の⼈とアイコンタクト

3 グリッドはコモンスペース
コーヒーをもって机で勉強

⾈に乗るときのゲート

昔ながらの⼿漕ぎ⾈

ハレの⽇のマーケット
のための道具や家具、
または蜂蜜の保存庫に
なる

マーケット空間

マーケット空間 マーケット空間

壁に本⽇のメニュー

採れた作物を⽤いた料理を提供。
⽣産者の顔が⾒える⾷堂。

マーケットは地域の⼈を繋ぐ場

夏は床下に⽔が流れることによる住環境の冷却や
冬はボイラーによって温めた⽔をあげることによ
る住居の暖房効果となり冷房負荷の緩和になる。

パッシブ冷暖房

親⽔空間に近づくに連れてさらにレベルが落ちていく

蜂

ミツバチの巣周辺の⾏動範囲
30 〜 50cm

空いた屋根から
農地へ光が差す

農場

六次産業
親水空間

都市と住宅街を緩やかに繋ぎながら、ニホンミツバチや農業を媒体として⼈と緑地がつながる⾃然
ネットワークを構築し、コニュニティの受粉を起こす｡⽣態系を循環させることが稼ぐに繋がる｡

管理⼈

受粉 加⼯

加⼯ 販売販売 消費管理

多様な家族形態

第 1 次産業 第 2 次産業

第 3 次産業

核家族 単⾝者 SOHODINKS ⾼齢者夫婦

⽣産

農業 養蜂 作業員

⽣産

12-1 ⽉10-12 ⽉9-10 ⽉
4-6 ⽉

7-8 ⽉1-3 ⽉

養蜂や農業を⽤いて、その⽣産物を加⼯し販売する
6 次産業を⾏い⽣活。⽣活に必要な分を⽣産しなが
ら加⼯品を販売することによって必要な経費を賄う。

⼈が⼈間関係を維持することが可能で、顔と名前が⼀致する範囲である 150 ⼈以内を 1 つのユニッ
トとして建築をしていくことがこれからの集合住宅を形成していく上で安⼼して暮らせる要素と
なると考えられる。
今回、48 世帯の 144 ⼈前後の住まう半径 100ｍの環境を 1 つの圏域として考える。

農地 (15 〜 20 ㎡ )×10 加⼯・直売所 ×1カフェ・レストラン ×1

貸農園は市内各所に点在し、貸し出し待ちができる
ほど周辺住⺠から需要がある。
貸農園は 1 か所につき 20 〜 15 ㎡が貸し出される
→1 世帯が⼗分できる範囲と仮定し住宅に挿⼊する

100m 以内に蜜源があると円形に回り仲間に知
らせる習性をもつ。100ｍ以内を範囲として蜜
源を設置することにより蜂群の定着に重要な初
期の段階をコントロールする。

100100ｍ10000ｍ

河川の⽚側 50ｍに 5~6 世帯分が暮らす住宅と農地、産業空間を取り込んだ基本ユニットを建築、これらを
⽚側の直径 200ｍに 4 ユニット、両岸合わせて合計 8 ユニットを挿⼊し 48 世帯の暮らす 100ｍ圏域を建築
する。ハチは建物を避けようとして上空へ上昇、緑地へと下降する。⼈と動線は交わらず蜂の家同⼠は繋がる。

提案する集合住宅に住⼾・農業・六次産業の空間を挿⼊する。
上階から住⼾、農業、六次産業と下階に⾏くにつれて空間の
スケールが広がって⾏き、パブリックなスペースとなる。

浮島

⼩さな⾍が寄ってくる

ミツバチ⾷堂

⾃分たちで消費

⽣態系集合住宅 都市部の周辺住⺠コミュニティ促進

受粉

⽣産物

⿃が緑を運ぶ

農と養蜂によってもたらされる
⽣態系の循環 ⽣態系の循環よってもたらされる都市

環境の変化が周辺住⺠に還元される直売所

運河の軸上がミツバチの動線となり、それを媒介として緑が広がるこ
とにより、連鎖的に都市部に⽣態系や緑地が再⽣する。都市に新しい
暮らし⽅が⽣まれる。

⼈々の⽣活の表側から裏側へと変化していったインフラストラクチャーに⾃然
を挿⼊することで都市部に最適な⾃然形体を作り出し、⽣態系を再⽣するた
めに⽣物を挿⼊する。都市部の⽣態系の循環には⼈⼯河川を再⽣させること
が必要だと考える。

部分⽴⾯図 1/800

塀によって境界が分けられ、
隔離された。

境界が隣⼈との関係を⽣み出
す公共空間へと変化する。

作物⽣産場所や農具の置き場、はさ掛けの要素を抽出し、幅 2730 の
グリッドの格⼦を建築に挿⼊し、可変的な空間を構成する。

農地を挿⼊することにより
境界に空間が広がる。

隣地境界を線から空間へ

野菜を干すことによってできる季節のファサード容易な農場のビニールハウス化

季節によって展開されるマーケットが地域と住民の交流を促す

50000

08-a.   ⽣態系集合住宅 プログラム

08-b.  ⽣態系集合住宅 形態

10.  ⽣態系集合住宅 建築提案

06.    都市で暮らす多様な家族形態と産業形態

07.  川に沿って広がる⽣態系が都市部に緑をもたらす

09.  農地とつながる住⼾

当該敷地の中川運河とそれ
に続く堀川は江⼾時代に建
設資材運搬のために開削さ
れた⼈⼯河川で、⼈々の⽣
活を⽀える役割を果たして
いた。

1km

２km
⽩川公園

（主要蜜源地）

計画地

鶴舞公園
（主要蜜源地）

名古屋には都市公園や緑地など多くの花や緑
が存在し、年中花を咲いているため、ニホン
ミツバチが多く、蜜を集めることができる。
安定した主要蜜源での採蜜から⼩さな都市緑
地での採蜜に波及し、⼆ホンミツバチの⾏動
範囲内にある緑地が花粉交配の恩恵を受ける。

⽣態圏域‐ニホンミツバチ‐都市部の⼈⼯河川

中川運河と堀川の⽔質の改善、⽔の滞留時間
を短縮するために松重閘⾨の活⽤やポンプ所
から流量の増強が 2025 年までの名古屋市の
重点整備計画に予定されている。

堀川
⽔⾨

治⽔治⽔治⽔

中川運河
松重閘⾨重松 ⾨

⾈運業が衰退し､汚⽔の流れ
る現在でも、名古屋の⽂化
財となる運河や閘⾨ととも
に形として残されている。

都市に空いた余剰空間 中川運河と堀川を結ぶ松重閘⾨
01-ｂ.  中川運河の治⽔と価値の再構成

01-ｃ.  都市部に⽣態系をもたらす

01-a. 敷地 名古屋の現状

05. ⽣態系で稼ぐ - ⼈と緑地がもたらすコミュニティの受粉 -

断⾯図 1/150

1 住宅 1 家族が形成された背景に、消費社会の⼤幅な変化があると考えられる。コンビニなどで⾷料を⼿軽に⾝近に
供給される時代は、⽣産と消費の⽴場を切り離し単に消費するための住宅づくりを促進する要因となっている。

野鳥が都市にやってきて害虫

を食べたり、種を遠くまで運ぶ。

実った作物を消費した時に出る残

物や枯れ木などをコンポストにする。

健全な土に密な植物が成

長することで土に住まう微生

物、植物の実りを求める生物

が恩恵を受け、生物のオア

シス空間となる。

周辺に緑や草花が増える。

それにより、人もミツバチも元

気になり生活が豊かになる。

残物の再利用から生まれた

健全な土壌は、水質の改

善や緑化をもたらす
農 蜂

授粉した木々、草花が実をつけ作物が実る。庭やベランダの植物も、より豊かに実る。

住宅 × 養蜂 × 農業   - ⽣態系で稼ぐ -
養蜂を⽤いて都市部に⽣態系の循環を⽣み出し、そこで農と⼈が暮らす⾏為を⾏うことにより、それぞれが共⽣しあう。
それは蜂をはじめとする⽣物と共に暮らすことにつながり、農地で住⺠が住み稼ぐ新たな暮らし⽅に変わってゆく。

買う暮らしから作る暮らしへの変換を⾏うことで⽣産と消費の関係をつなぎ、それぞれが共⽣する環境を構築する。
住宅に住みながら稼ぐ為には⽣産と消費を繋ぐ循環の流れを再⽣させる必要があると考える。

⽶
砂糖⼩⻨野菜

⿂介類

平成 17 年度 
⾃給率 40％

昭和後期 
⾃給率 73％

野菜

砂糖

⿂介類

⼩⻨

⽶

外からの供給に頼る現状

( 輸⼊）

( 輸⼊）

30％

ポリネーションによる農作物⽣産量量

ダニ、ウイルス
農薬散布による⽔質汚濁

害⾍、天敵害⾍

都市では、ポリネーターが少

なく授粉できないままの植物

が多く存在する。

ミツバチはポリネーターとなり

授粉や結実を助ける。

用

さらに⽣産と消費の⽴場を切り離す要因として
⽣産者の⾼齢化、後継ぎ不⾜が起きている。

1/3 がミツバチの花粉交配の
受粉によりもたらされている

⽣産量の低下につながり、他のさらなる供給源に
頼らざるを得なくなる。

⾷品⾃給率の低下 近年のミツバチの⼤量死問題

02. 社会背景 1 住宅 1 家族、消費をするためだけの住宅

03. 提案  都市で養蜂と農を⾏う - ⽣態系の循環 -

ニホンミツバチの円形ダンス 現在の都市で暮らす⼈々の農の姿
04-a. システム ⽣態系の環境装置を定着させるためのプロトタイプ住宅圏域

04-ｂ   住宅圏域で暮らす⼈々の姿

配置図配置図配置図置図兼⼀階兼⼀階兼⼀階兼⼀階平⾯図平⾯図平⾯ 1/71/7/700000000

⼆階平⾯図 1/350 住宅の境界に農地を挿⼊し、境界線を空間で緩やかに分ける。農地が住⺠同⼠の交流の場となり⼲された農具や野菜は季節を映し出すファサードとなる。

格子のグリッドを利用し、用途に応じて様々な大きさに領域を変化させていく。定期的に開催されるマーケットは地域と住民のコミュニティの場となる。
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備品倉庫 器具
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器具
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ミツバチ⾷堂
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親⽔空間 親⽔空間

親⽔空間親⽔空間

船着き場

船着き場

器具備品倉庫
器具備品倉庫

器具備品倉庫器具備品倉庫
⽣産加⼯場

⽣産加⼯場

親⽔空間

親⽔空間

親⽔空間

親⽔空間

管理棟

管理棟

船着き場

船着き場

⽣産加⼯場
⽣産加⼯場

⽣産加⼯場 ⽣産加⼯場
⽣産加⼯場

⽣産加⼯場

34
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25
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00
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20

護岸により分けられた運河と人を護岸を削ることで繋いでいく。運河によってアクティビティが発生し人が集まる空間となる。

棚⽥

蜂のコア

農地を流れつき、浄化された⽔は棚
⽥を通して川におちてゆく。

となりのユニットの蜂の
コアや棚⽥と連動する。

蜂のコアに伝ったパイプからコンクリート
中を通して農地へ⽔が流れ落ちる。

農地を巡るたびに⽔は浄化されていく。

核家族 ( 四⼈ ) の家 核家族 ( 三⼈ ) の家

SOHO の家

SOHO の家

単⾝の家

屋根の⼀部をスケルトン化した空間
は、農地と⼈と光の共有部となる。

⼟間でつながる

コンポスト

踊り場が拡張され、バルコニーとなる。
住⺠の交流空間となる。

ウッドデッキは⾒晴らしが良い

トタン屋根

農地にたまりきった⽔は⽯畳
を通って次の農地へ移る。

⽯畳

1 ユニット分の平⾯計画例、約 50ｍ×16ｍの空
間に 5~6 世帯分の住⼈が住まう空間を設計する。

様々な家族形態

人は古来より、自然と共存することで生活に豊かさを出し､四季の移ろいを感じてきた。

しかし､現在は周囲を遮断し、四季の移ろいも暦の上でしか感じることができなくなっている。

古来の生活をニホンミツバチを媒体とし、現代に再考することで人と生物と農業が循環しなが

ら持続し、継続することで買う暮らしから作る暮らしへと変化する。

四季の美しさ、生態系を稼ぎながら都市に四季の移ろいを映し出す

新たな集合住宅の風景を想像する。

～ニホンミツバチを媒体とした地域コミュニティの再生～

住宅の中にある蜂の家を中⼼に住⺠の⽣活が広がり、⼈々の寄り添う共有空間となる。


