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１．はじめに

　人は，目，鼻，皮膚，口，耳の受容器官の働きで

ある官能を通じて，周囲を取り巻く事象や現象を捉

えている。建築物は，人と周囲の関係を調節する役

割をもっている。そのため，設計者は設計過程にお

いて人が周囲を捉える官能を考慮し，建築物を創出

することで役割を果たしている。本研究では，設計

過程で捉えた官能の概念により建築物に多様な作用

が及ぶ性質を官能の多態性と定義し，官能の多態性

を明らかにすることを目的とする。

２．研究対象

　設計者の言語描写として十分な資料を得ることが

でき，かつ継続的に建築作品及びその解説文を掲載

している点を考慮して建築専門誌『新建築』1) を研

究資料とする。その中でも執筆者の文責が明らかで

ある1950 年から 2015 年までを対象期間とし，設計

者自身の作品解説文の中で，官能と建築の関係が記

述されている1,369 事例を研究対象とする。

３．＜官能＞・事物・操作・効果の定義と分類

　研究対象とした記述の中で，受容器官または受容

器官を通じて事物を捉える動きを示す語句を＜官能

＞，設計者が＜官能＞を考慮したときに着目した対

象を示す語句を事物，事物に対しての設計手法を示

す語句を操作，＜官能＞によって建築物及び建築空

間に生じる現象や影響を示す語句を効果と定義し，

それぞれ抽出し，分類する（図１，表１〜４）。

４．事物と操作の組合せからみる操作手法

　抽出した事物と操作の組合せを集計し，クロス集

計表を作成した。両者の分類の相関と意味内容を

整理した結果，46 種の操作手法を導出した（表５）。

その結果，心理に作用を及ぼす側面，境界に作用を

及ぼす側面，＜官能＞を誘導する側面の 3 つの枠組

みを捉えることができた。心理に作用を及ぼす側面

では，＜官能＞が捉える建築物及びその部分の素材

や規模に対する操作により印象を操作していると考

えられる。境界に作用を及ぼす側面では，開口部や

吹き抜けによる空間の連続することにより，＜官能＞

で空間を仕切る部位の向こう側を捉えることで，境

界を曖昧にしたり，強めたりしていると考えられる。

＜官能＞を誘導する側面では，周辺環境などに即し

て事物の位置を決めていることにより，＜官能＞を

誘導していると考えられる。
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分類名 箇数 分類名 箇数 分類名 箇数 分類名 箇数

【眺める】 231 【可視化】 50 【視界の確保】 29 【見上げる】 22
【視覚】 201【視線の誘導】 47 【聴覚】 29 【不可視化】 19
【見通す】 123【視線の交錯】 35 【視線】 27 【見せる】 14
【触覚】 102【視点の変動】 33 【視界の制御】 24 【五感】 7
【見る】 81【視線の遮断】 31 【遮音】 23 【覗く】 7
【見渡す】 71 【嗅覚】 31 【聞く】 23
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【視線の制御】 57 【視点】 30 【見下げる】 22

表１　＜官能＞の分類

分類名 箇所 分類名 箇所 分類名 箇所
［居心地］ 81 ［鋭敏］ 26 ［中心性］ 11
［象徴性］ 75 ［非日常］ 25 ［公共性］ 10
［連続性］ 74 ［居場所の形成］ 24 ［把握］ 10

［内部空間の多様さ］ 68 ［自然の感受］ 23 ［透明感］ 9
［周辺環境との調和］ 55 ［主張］ 20 ［外部の感受］ 8

［移変り］ 53 ［雰囲気］ 20 ［期待感］ 8
［一体感］ 50 ［安全性］ 18 ［季節感］ 8
［交流］ 46 ［街並みの形成］ 18 ［美しさ］ 8

［広がり］ 45 ［継承］ 18 ［距離感の変化］ 7
［機能の向上］ 44 ［プライバシー］ 17 ［思想空間］ 7
［機能の付加］ 44 ［新規］ 16 ［明るさ］ 7

［開放感］ 43 ［切取り］ 16 ［可変性］ 6
［活気］ 42 ［風景の展開］ 16 ［存在感］ 6

［快適性］ 40 ［存在感の消去］ 15 ［独立性］ 6
［気配］ 38 ［軽快さ］ 14 ［浮遊感］ 5

［行為の誘導］ 29 ［緩衝］ 13 ［快適環境］ 4
［躍動感］ 28 ［土地の有効利用］ 13 ［自然の具現化］ 3
［親近感］ 27 ［安心感］ 11 ［内包感］ 3

［地価の向上］ 27 ［体験］ 11 計 1369

表４　効果の分類

分類名 箇数 分類名 箇数 分類名 箇数 分類名 箇数
《室》 176 《家具》 43 《柱》 20 《構造》 9

《建築全体》 155 《外観》 41 《吹き抜け》 18 《庇》 8
《建築部分》 142 《床》 41 《仕上げ材》 17 《平面》 8

《開口》 104 《建具》 36 《屋根》 14 《梁》 5
《動線空間》 104 《半外部空間》 34 《内装》 14 《外構》 4
《外部空間》 94 《外装》 30 《ルーバー》 13 《柱間》 4

《壁》 93 《設備》 27 《自然》 11 《敷地》 4
《内部空間》 67 《天井》 24 《基部》 9 計 1369

表２　事物の分類

2011

分類名 箇数 分類名 箇数 分類名 箇数
〈透明〉 111 〈高低差〉 18 〈歪曲〉 12
〈仕上げ〉 89 〈埋込〉 18 〈不揃い〉 11
〈連続〉 67 〈着色〉 17 〈継承〉 10

〈追従配置〉 62 〈浮遊〉 17 〈縮小〉 10
〈配置〉 57 〈規則配置〉 16 〈表面加工〉 10
〈穿孔〉 56 〈傾斜〉 16 〈隔離〉 9
〈設置〉 49 〈分離〉 16 〈披露〉 8

〈中央配置〉 46 〈回転〉 15 〈蛇行〉 7
〈周状配置〉 39 〈創作〉 15 〈質素〉 6

〈意匠〉 39 〈被覆〉 15 〈セットバック〉 5
〈材変〉 38 〈不規則配置〉 15 〈固定〉 5

〈方向配置〉 36 〈重層〉 14 〈突出〉 5
〈機能の付加〉 32 〈消去〉 14 〈隠蔽〉 4

〈拡張〉 29 〈上昇〉 14 〈演出〉 4
〈凹凸〉 23 〈統一〉 14 〈軽薄〉 4
〈開放〉 23 〈構造〉 13 〈吊る〉 4

〈配列配置〉 23 〈組合せ〉 13 〈拡大〉 3
〈集約配置〉 22 〈段状〉 13 〈屈折〉 3

〈植栽〉 22 〈抑制〉 13 〈分岐〉 3
〈吹抜け〉 20 〈横断〉 12 〈形態操作〉 2
〈調整〉 19 〈挿入〉 12 〈人の気配の付加〉 2

1369〈異形化〉 18 〈包囲〉 12 計

表３　操作の分類
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できない＜官能＞に作用を及ぼすために，建築形態

を操作している。

６．＜官能＞と効果からみる＜官能＞による設計意

図

　＜官能＞と効果によるコレスポンデンス分析を行

い，散布図から両者の分類の相関を整理し＜官能＞

による設計意図として，緊張感による周囲への意識，

位置によって変容する建築の表情，視覚への働きか

けにおける距離の創出，探求による既存への付加の

4 つの傾向を導出した。緊張感による周囲への意識

では，周囲からの刺激に対して，遮断と受動を示す

＜官能＞がみられ，心理的な動きに影響を受ける＜

官能＞に対して，居心地を形成する空間が追求され

ている。位置によって変容する建築の表情は，位置

として捉えられた＜官能＞がみられ，受容器官の位

置の移動に対応して，建築物を不均一な形態で構成

することで，多彩な表情をもつ建築物が追求されて

いる。視覚への働きかけにおける距離の創出では，

範囲として捉えられた＜官能＞がみられ，範囲の中

で，建築物によって人に距離感が与えられることで，

広がりや快適さなどの空間としての質が追求されて

いる。探求による既存への付加では，意志をもって

事物を捉えようとする＜官能＞がみられ，既存の周

辺環境を積極的に活用することで，良好な周辺環境

との関係が追求されている。

７．建築物の様態と設計意図からみる＜官能＞の多

態性

　前章までに得られた，＜官能＞による建築物の様

態と＜官能＞による設計意図のそれぞれの傾向を組

み合わせ，原文の意味内容を考慮し複合的に整理し

た結果，＜官能＞の多態性の類型として少なくとも

20 種の類型を導出した（図２）。A は，建築物を見

る角度が変わることによって，建築物に立体感を生

み出す陰影が変化し，新たな印象を創出している様

子を描写している。B は，視覚に捉えさせる要素を

調整するために建築物の位置が決定されている。ま

た，捉えさせる要素を明確にすることによって，建

築物の機能の向上を促進する様子を描写している。

C は，体の大きさや姿勢によって変わる視点に対し

て，建築物を用いて注視する対象を規定し，利用環

境を調整している様子を描写している。D は，開口

部やガラス素材により，外部の要素の移り変わる性

質や，視点移動による捉えられる外部の要素の変化

を利用することによって，内部空間にも変化が付帯

されている様子を描写している。Fは，建築物によっ

て視線を操作することで，敷地面積などの与条件に

捉われることなく，利用者の建築物に対する居心地

を生み出している様子を描写している。G は，複数

５．＜官能＞と操作手法からみる＜官能＞による建

築物の様態

　＜官能＞と操作手法によるコレスポンデンス分析

を行い，散布図から両者の分類の相関を整理し，＜

官能＞による建築物の様態として，受容器官による

建築物への印象の付帯，探求による建築物の新規性，

視覚領域における建築物の形態操作の 3 つの傾向を

導出した。受容器官による建築物への印象の付帯で

は，受動を示す＜官能＞がみられ，受容器官が建築

物の表面と関係をもつことで，建築物を印象深くし

ている。これは，受容器官に対して，建築物の存在

を主張するために建築物が装い飾っている。探求に

よる建築物の新規性では，能動を示す＜官能＞がみ

られ，捉えようとする動きを調整するために，建築

物が創造されている。また，建築物が多角的に捉え

られることで，建築物に新規性が生まれる。視覚領

域における建築物の形態操作では，方向性や範囲，

位置をもつ＜官能＞がみられ，直接操作することの

125
89

分類名 組合せ例 箇数

｛内部空間の形成｝

｛外部空間の創出｝ 21

｛建築物の表層選定｝

｛建築物容態の多様性｝ 21

｛内部空間の表出｝ 82

｛建築物の透過度の選定｝ 19

｛内部空間の表層選定｝ 80

｛部位の意匠化｝ 18

｛開口部の創出｝ 68

｛動線空間の表出｝ 17

｛開口部の配置｝ 63

｛外部空間の分断｝ 14

｛建築物の配置｝ 54

｛内部空間の配置｝ 14

｛室の配置｝ 51

｛家具の形成｝ 14

｛内部空間容態の多様性｝ 48

｛開口部の規模操作｝ 13

｛建築物の形状操作｝ 46

｛半外部空間の連続性｝ 11

｛建築物の形成｝ 41

｛半外部空間の創出｝ 9

｛建築物の規模操作｝ 39

｛部位の画一化｝ 9

｛内部空間の連続性｝ 38

｛外部空間の形成｝ 8

｛吹抜けの形成｝ 35

｛既存の利用｝ 8

｛素材の適応｝ 33

｛建築物の機能の付加｝ 8

｛内部空間の機能の付加｝ 30

｛半外部空間の形成｝ 7

｛外部空間の配置｝ 29

｛建築物の意匠選定｝ 6

｛家具の配置｝ 28

｛建築物の植栽｝ 6

｛動線空間の形成｝ 27

｛土地の利用｝ 5

｛部位の排除｝ 26

｛動線空間容態の多様性｝ 5

｛建築物の創出｝ 25

｛内部空間の分断｝ 5

｛動線空間の創出｝ 25

｛半外部空間の配置｝ 5

｛外部空間の連続性｝ 22

計 1369

｛外部空間の植栽｝ 22

表５　操作手法の分類

〈質素〉《内部空間》

〈被覆〉《外装》

〈仕上げ〉《内装》

〈穿孔〉《開口》

〈配置〉《開口》

〈配置〉《建築全体》

〈追従配置〉《室》

〈高低差〉《床》

〈調整〉《建築全体》

〈重層〉《建築部分》

《庇》〈抑制〉

〈連続〉《内部空間》

〈吹き抜け〉《室》

〈材変〉《建築部分》

《室》〈機能の付加〉

〈配置〉《外部空間》

〈追従配置〉《家具》

〈蛇行〉《動線空間》

〈隠蔽〉《設備》

〈創作〉《建築全体》

〈挿入〉《動線空間》

〈連続〉《外部空間》

〈質素〉《外部空間》

〈創作〉《自然》

〈高低差〉《建築全体》

〈透明〉《建築全体》

〈調整〉《構造》

〈穿孔〉《動線空間》

〈横断〉《梁》

〈集約配置〉《内部空間》

〈歪曲〉《家具》

〈拡張〉《開口部》

〈連続〉《半外部空間》

〈挿入〉《半外部空間》

〈統一〉《壁》

〈包囲〉《外部空間》

〈継承〉《壁》

〈機能の付加〉《建築全体》

〈蛇行〉《半外部空間》

〈意匠〉《外観》

〈植栽〉《建築部分》

〈傾斜〉《敷地》

〈凹凸〉《動線空間》

〈隔離〉《室》

〈質素〉《半外部空間》

〈透明〉《建築全体》

※図中は｛　｝は操作手法，〈　〉は操作，《　》は事物を示す。
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の建築物に対して開口部を設けることで，視線の抜

けを確保し，視線によって一度に捉えられる空間が

連続的につながり，一体感が生まれることで，建築

物が統制される様子を描写している。Iは，開口によっ
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探求による建築物の新規性受容器官による建築物への印象の付帯 視覚領域における建築物の形態操作

【視界】｛開口部の配置｝［風景の展開］

「食堂においては，南北両面に視界が開き，内
部と外部が広く連続し，ともすれば外部では見
逃しがちな自然の美しさを再認識させてくれる
ショーウィンドーのような効果を意図した．」　                
　　　　　　　　　　　　　　　 p.65，2011.9

P: 不可視による発見 (45)

【不可視化】｛建築物の配置｝［鋭敏］

「直接海が見えないようにそれぞれの建物を配
した .…汐の匂い，そして静寂の中で海の音だ
けを感じることできる．」　      p.97，2000.2

T: 家具による目路 (14)

【眺める】｛家具の配置｝［居心地］

「あえて窓面の真ん中に据えられた手塚建築研
究所設計の薪ストーブは ,海を眺めて和むため
の大切な装置 ,夜でも夜景を妨げず ,家族を照
らし出す…」                  p.182，1962.11

【見通す】｛家具の配置｝［プライバシー］

「鏡で，外への視線（外からの視線）をねじる
ことができるので，風呂から海が見え，プライ
バシーも同時に確保できる．」    p.153，2005.2

Q: 消去による興味の誘発 (16)

【見る】｛部位の排除｝［行為の誘導］

「学生が他の実験の様子を見ることで参加意識
が高まるように 166m× 494m の見通しのよい
無柱の大空間…」              p.84，2014.10

【眺める】｛開口の配置｝［行為の誘導］

「緑を望む東南面は，透明ガラスにより建物内
外の隔絶感から解放し，おのずから人々を誘
致せずには置かないであろう．」  p.88，1955.5

【触覚】｛建築物の表層選定｝［居心地］

「手を触れる部分や目に…自然素材や厚みのあ
る無垢の材料などを用いる…心地よさを感じ
られる場へと醸成・結実させていくものと考
えています．」　             p.148，2009.10

R: 家具による場の創出 (13)
【視線の誘導】｛家具の形成｝［居心地］

「弧を描く 6台のべンチ /テーブルは ,プラン
や人の流れと街のパノラマのどれからも少し
浮いた存在としてあることで .座る人の視線
をずらし ,透明な空間の中での居場所をつく
り出す．」    　　　　    　  p.203，2010.9

S: 家具による建築物の存在の強弱 (8)
【視点】｛家具の配置｝［躍動感］

「高架側の電車からの視線の位置（2〜3階 )
に府立大の象徴となる本棚を設置することで，
中庭や街区の外側に人びとのアクティビティ
を見せる建築と計画とした．」   p.157，2009.2

E: 意匠による空間の広がり (13)

【視覚】｛部位の撤去｝［広がり］

「カウンター側面に貼られたステンレスミラー
に足場板が映り込み，床が連続して視覚的な
水平方向の広がりがつくられる．」
                  　　　　　　　　　 p.165，2010.10

【視覚】｛部位の撤去｝［広がり］

「既存の天井仕上げを剥がし木軸架構を見せる
ことで ,垂直方向への広がりができた。これ
らの水平と垂直方向への視覚的な広がりが ,
小さいスペースに物理的な広がり以上の奥行
を与えている．」              p.165，2010.10

【見せる】｛部位の意匠化｝［広がり］

「梁を意匠的に見せることで階高抑制しながら
天井高を確保した .」          p.126，2011.3

L: 表層による印象操作 (49)
【視覚】｛内部空間の表層選定｝［軽快さ］

「日本文様である「麻の葉」をモチーフとして
視覚的に重くなりがちなアルミキャストを繊
細な線の集合体とし，さらに重層させること
で軽やかな様相にしつらえ…」  p.122，2012.7

【視覚】｛素材の適応｝［象徴性］

「純木質によって構成された内装は，自然の木
目を輝かせて，目にも耳にも自然の寛容さを
もたらすに違いない．」         p.201，1997.4

J: 音による形態形成 (14)
【聴覚】｛内部空間の形成｝［一体感］

「ホールの基本形式を「シュー・ボックス・タ
イプ」で行こうという方針…シュー・ボック
スは空間に満ち溢れるような一体感ある響き
が特徴．」                    p.173，1994.9

【聴覚】｛内部空間の形成｝［一体感］

「ドームの空港側は空港からの騒音を遮断する
ために高い金属壁によって構成される．…強
い内包感を醸し出す．」         p.203，1997.6

D: 透過がもたらす場面展開 (7)
【見る】｛開口部の創出｝［移変り］

「ラスターボードを表面とする壁にはすべて正
方形の開口が開けられる．…異なる風景が正方
形の中で展開する．」　         p.159，2007.12

G: 見通しによる物体の統制 (12)
【見通す】｛内部空間の連続｝［一体感］

「開口はまた，いくつかの視点からボリユーム
相互をまたいで視線が抜けるように計画されて
いる .…全体が一体的に体験されるようになっ
ている .」　 　　　　　　      p.160，2008.3

H: 見通しによる開放 (10)
【見通す】｛建築物の表層選定｝［開放感］

「外の界壁と塀にはネットフェンスが張られ，
はっきりとした境界を示しながらも，風，や光
や視線が通り抜ける開放的なつくりとなってお
り…」                         p.87，2008.8

O: 内部活動の表層化 (79)
【眺める】｛開口部の創出｝［象徴性］

「西には那須連峰を望む開口部をそれぞれ用意
し，…それぞれの開口は図書館の場所を特徴付
けており，利用者が位置を把握しやすい仕掛け
となっている…」               p.65，2011.9

【可視化】｛開口部の配置｝［主張］

「店舗の内部が路地からも見えるように，…ガ
ラスの出窓を配置し，すべての建物の面に店舗
の顔が出てくるよう…」　      p.154，2006.12

I: 開口による外部化 (30)

【視界】｛開口部の配置｝［風景の展開］

「南北両面に視界が開き，内部と外部が広く連
続し，ともすれば外部では見逃しがちな自然の
美しさを再認識させてくれるショーウィンドー
のような効果を意図した．」　    p.215，1998.5

【眺める】｛開口部の創出｝［交流］

「作品鑑賞の合間に吹き抜け空間の反対側を通
る人びとの姿が目に映る . 外には季節によって
移ろう庭園と街路樹の自然が望まれ，…人と人
が出会うための理想的な環境をつくることを目
指した．」　                     p.83，2005.9

【視界】｛開口部の配置｝［風景の展開］

「南北に開いた開口部は ,光や風を通すだけで
はなく視覚的スクリーンとしてはたらき ,それ
ぞれの場所をまったく異なった雰囲気として感
じさせる．」　                  p.115，1988.4

A: 視点移動による建築物の表情の豊富さ (24)
【視点の変動】｛内部空間様態の多様さ｝［移変り］

「チューブは，いくつものレベルをもち，…見
る角度や高さの変化につれて，表情を変え動い
ていく．」                                             p.157，2000.6

【視点】｛素材の適応｝［移変り］

「格子の素材は，まな板にも用いられる耐候性
の強いクサマキ無垢材とし，…この木格子は，
見る角度によりがらりとその表情を変え，室
内に落ちるその影は木漏れ日を感じさせる．」
                                                          p.102，2008.6

【視点】｛建築物の表層選定｝［移変り］

「表面にブラスト処理を施したアーキテクチュ
ラルコンクリートによって，見る角度や時間
帯で表情が変化するよう工夫している．」
                                                          p.145，2009.5

F: 視線操作による付加価値 (26)
【視線の誘導】｛室の配置｝［機能の向上］

「水平方向に展開する諸室において，垂壁や腰
壁が視線を奥へと誘導し，単身者のための効率
的な空間に広がりを与えている．」 p.120，2007.2

B: 建築物の位置による発展 (20)
【視線の誘導】｛室の配置｝［機能の向上］

「サークルゾーンは…学生のサークル活動をよ
り活性化するために相互の活動を見合えるよう
な配置の工夫をしている．」
　　　　　　                  p.173，2001.8

C:＜官能＞の位置が生み出す快適性 (8)
【視点】｛開口部の配置｝［快適性］

「くつろぎを誘うように，…川側の跳ね上げ窓
は，小学校低学年の子の座った視線より高く，
大人の視線より低い高さに設定した．」  
                                                           p.185，2009.9

K: 連続による賑わい (82)
【視線の交錯】｛動線空間の導出｝［交流］

「大屋根の下で開放的な空間に各棟を結ぶ導線
や中庭を挿入し，学生が自由活発に動き，お互
いの視線が通ることで自然に交流が生まれるこ
とを意図した．」                                 p.120，2015.2

【遮音】｛内部空間の形成｝［一体感］

「クラスコーナーとオープンスペースの対が , 
オープンスペースを介して L字を構成…音を遮
りつつ ,ひとまとまりの空間…」p.235，1988.7

【見下げる】｛建築物の規模操作｝［街並みの形成］

「最上階の５階には特別室と青島を見下す展望
ラウンジをおいた，…ひとつの景観を形づくっ
ていると思う．」　  　　　　　 p.213，1972.10

N: 遮断による建築の有効利用 (15)
【遮音】｛室内空間の機能の付加｝［機能の向上］

「騒音の遮音については，壁と屋根の厚さの中
に数層の遮音材を設けることで，…マイクを通
さぬ生きた声で礼拝を行える…」p.78，2008.11

M: 全体を捉えるうごきによる街の更新 (37)

※図中，縦軸は＜官能＞と効果のコレスポンデンス分析により得られた傾向，横軸は＜官能＞と設計手法のコレスポンデンス分析により得られた傾向を示す。
※各類型において，代表的な組合せを示す。各類型の末尾の（　）は事例数を示し，…は省略箇所，「　」内に記述例，続けて掲載ページ，年月を示す。

図２　＜官能＞と操作手法と効果からみる官能の多態性
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て太陽や，風で揺れる葉などの動的な自然現象を壁

の一部とすることで，静的な内部が移ろいを付帯す

る様子を描写している。J は，波動によって放射状

に空間に伝達する音に対して，広がりを元に建築形

態を決定づけることで，角のない曲面による一体感

を生む様子を描写している。K は，人同士が意思疎

通を図る手段として視線を用い，視線を交流の媒介

とすることで，空間の連続により視線の交差を増や

し，出会いを生んでいる様子を描写している。L は，

人が物体をとして捉える表面の素材を，利用者への

身体への配慮し選考することで，居心地の良さなど

の人の心理状態に働きかける様子を描写している。

Mは，見下げるなどの全体を把握する＜官能＞によっ

て，注目する範囲が拡大することで，街や都市の概

念が生まれ，建築物が周辺環境と連携を取り出して

いる様子を描写している。N は，遮音によって外部

との関係を良好に保つと同時に，内部空間に静寂を

もたらすことで利用者の行為を強調し，用途として

の機能を最大限に生かしている様子を描写してい

る。P は，周囲の情報を主に捉える視覚を意図的に

遮断することによって，他の受容器官が敏感になり，

空間の新たな側面発見するだけでなく，期待感も生

み出している様子を描写している。R は，人の行為

を誘発する家具によって視線が規定され，他人の領

域との調整を図ることで私的な領域を確保している

様子を描写している。S は，人の行為を体現する家

具が建築物の一部となることで，建築物が，物体と

しての存在感を弱め，人の活動に焦点を当てている

様子を描写している。T は，体の向きを規定する家

具を配置することで，着目させる対象を操作し，利

用環境を向上させている様子を描写している。

８．建築物の言語描写における官能の多態性

　本章では，前章までに導出した 20 種の類型を用

いて，建築物の言語描写における官能の多態性を論

考する。P，J，M にみられるように受容器官にとっ

て捉えられる建築の表層に対して色彩や素材の選定

などを行うことで，利用者によって良質な空間を創

出し，Cにみられるように動作や姿勢などによって生

まれる多様な＜官能＞の位置に即して開口部が設け

られ，日常の生活の中で自分とは異なる活動を同時

に捉えさせることで，空間に賑わいを創出していた

りなど，＜官能＞の位置によって，人へ与える建築

物の印象を付加していく傾向がみられた。E，N にみ

られるように調節操作することのできない＜官能＞

に対して作用を及ぼすために，＜官能＞が捉えられ

る範囲によって，建築部位の位置が決定付けられた

り，J にみられるように，＜官能＞に事物が捉えられ

ないようにするために，事物そのものを隠そうとする

ことによって建築形態が決定付けられていく傾向が

みられた。A にみられるように，建築物に高低差な

どの不均一な様相をもたせ，変動する＜官能＞によっ

て，建築物の様相を捉えることで，不動の建築物に

動きが与えられ，建築物を人工物から自然物のよう

な存在へと昇華させていたり，T，Qにみられるよう

に，建築を構成する部位によって，人の行動を誘導

し，＜官能＞が捉える事物を特定することで，内部

空間に広がりや開放感などの，実際の空間以上の印

象を人々に与えている傾向がみられた。G，H，I，K
にみられるように官能の中でも特異な線としての性

質をもつ官能によって，開口部や吹き抜けなど，建

築物に抜けを与え，階層の異なる空間を一度に捉え

ることによって，空間を一体化したり，Dにみられる

ように，視線の抜けを考慮し，透過度を重視した素

材選定など，複数の空間の結合調整を行っている傾

向がみられた。T，M にみられるように全体を捉えよ

うとする意志を持った＜官能＞によって，周辺環境

に対して，建築物が主張や調和などを示しているこ

とから，敷地範囲外である周辺環境も建築物と同時

に形成されていくひとつの要素として捉えられること

で，建築物が街の価値を向上させていたり，P にみ

られるように高い壁面や回遊性などをもった建築形

態によって，対象とする事物を捉えさず，建築物に

対する期待感を抱かせたりすることで，建築物の存

在価値を高めている傾向がみられた。

　以上より，＜官能＞の性質である位置，範囲，変動，

線，意志性の側面から建築物の言語描写における官

能の多態性を考察した結果，設計者は，建築領域に

おける官能を，建築物に立場と動的な性質を付与す

る装置として捉えていた。

９．結論

　官能は，零次元である点としての存在から四次元

である変異としての存在まで次元を超えており，官

能によって心理的距離を調整する建築物，周辺要素

の中で存在感を調整する物体，集合体の一部として

の建築物，動的な建築物が創出されている。また，

官能の中でも特異な線としての性質をもつ官能は，

能動的に建築物に穴を開け，建築物によって生まれ

る境界の両側を結ぶことによって空間への価値の付

加の自由度を高めている。つまり，人とその外界を

調整する役割をもっている建築物は，官能によって，

性質を変化することで，人と外界に新たな関係を生

んでいる。したがって，官能は次元によって物体と

しての存在を操り，建築物を能動的に人と周囲の調

整を行う生体としていることが明らかとなった。
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