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地方都市における標準設計 51C の実態論的考察

－福岡県に建設された事例を対象として－
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「この nLDK の基本が完成し
たのは 1951 年、公団住宅の
51C 型でのことです。」

「51C 型というのは、ひとつ
の住宅という箱の中だけの
革命ではなく、同時に集合住
宅という形式の発明とセッ
トになっているのだと思っ
ています。」

「つまり <51C 型 > のダイニン
グキッチンというのは、住宅
の中での行為の時間差にまで
踏み込んで、ようやく獲得す
ることのできたギリギリのス
ペースなのである。」
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図 1　標準設計 51C 平面　

図 3　公営住宅標準設計の変遷

図 2　51C に関する論説　
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51C 平面構成の設計意図

・就寝室２つを確保するため、食事のスペー

スを台所の中にとった

・就寝室間を壁で仕切って独立性を高めた。

ただし、面積がこま切れになるのを恐れて、

１室は台所に対して開放的に扱った

・コンクリートは本来、寸法は自由なもので

あるから、畳の３尺単位にとらわれず、就寝

室として適当な大きさにとった
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注 2）

1.　はじめに

　「51C」は 1951 年度公営住宅標準設計 C 型の略称で

ある。その住戸プランには、建築計画学者たちが極小

住宅の調査から導き出した「食寝分離」、「寝室分解」

などの理論が反映されていることから、重要な事例と

して住宅史のなかに位置づけられてきた（図 1）。また、

近年では、建築以外の分野においても 51C について語

られ、議論が繰り広げられている。しかし、その際に

取り上げられるのは住戸平面図のみであり、実際の住

宅としての 51C の姿が登場することは全くと言ってよ

いほどない。

　本論文では、福岡県内に残る 51C の実例を対象に、

実測調査による図面採取および、住まいに関する聞き

取り調査を行い、それをもとに実際の住宅としての

51C の姿を考察する注1）。

2.　51C に関する論説

　51C についての見解が盛んに語られるようになった

のは、1990 年以降のことである（図 2）。

　建築史家の藤森照信は著書『昭和住宅物語』のなか

で、ダイニング・キッチンを備えた最初の住宅事例と

して 51C を取り上げ、「日本の建築計画学が日本の戦

後住宅に与えた最初で最後でそして最大の贈り物」と

表現している。他分野の人物が建築計画学の成果とし

て、51C を住宅史のなかに明確に位置づけたのである。

　その後は、様々な分野で 51C が語られている。例え

ば、建築家の山本理顕は、自らのデザイン理論を展開

するなかで 51C を引き合いに出す。また、上野千鶴

子、西川祐子といった建築以外の分野に属する学者た

ちも、日本の住宅に影響を与えた事例として 51C を認

識し、論じている。しかし、それらの論の中では、ダ

イニング・キッチンの元祖としての 51C が、公団住宅

2DK、さらに現在の nLDK 型住宅へと繋がる大きな時代

の流れの中でしか解釈されていない。

3.　戦後期の公営住宅標準設計の展開

　3 章では、当時の公営住宅政策のなかで、51C がど

のような存在であったのかを検証する。

　図 3 は、1948 年から 1954 年までの公営住宅標準設

計について、同規模の型を並べたものである。まず、

台所に着目すると、その位置は 7 年間を通じて終始不

安定であり、北向き、南向きが混在している。また、

51C で成立したダイニング・キッチンが 53 年度に姿を

消すなど、必ずしも以前の方針が継承されていたわけ

ではない。つまり、当時の標準設計は試行錯誤のなか

で作成されており、51C もその中の試みの一つに過ぎ

なかったのである。後にダイニング・キッチンと呼ば

れ、日本の住宅に定着する空間を生み出した 51C だが、

当時それが、特別な成果として捉えられていたかにつ

いては疑問が残る。

注4）



7-2

1950 1951 1952 1953 1954 型合計
49A 80 80
50B 392 392
50D 148 144 148 440
50P 40 40
51A 104 96 200
51B 104 104
51C 392 224 316 932
51D 30 30
51S 216 192 408
52B 36 18 54
52C 102 12 114
52F 96 96 192
52T 42 42
53C 114 114
53D 54 54
53F 270 124 394
54B 160 160
54C 260 260
54D 60 60
54F 128 128
54T 26 26
その他 10 108 88 41 113 360
合計 630 1108 1024 921 901 4584

：協会住宅　木造
：協会住宅　ブロック造
：協会住宅　ＲＣ造

大里土地区画整理事業域

戦前の市街地

戦後に拡大した市街地

：門司市営住宅　木造
：門司市営住宅　ブロック造
：門司市営住宅　ＲＣ造

：51Ｃ型住棟を含む

大里地区

門司港地区

馬寄団地

福岡市 324 戸

門司市 
152 戸

戸畑市 88 戸

小倉市 
160 戸

八幡市 
96 戸

久留米市 24 戸

大牟田市 64 戸

若松市 24 戸

図 4　協会が福岡県内に供給した 51C

図 5　旧門司市における戦後の公共住宅建設地（1945 ～ 1954）

表1　協会の型式別供給戸数注 5)

注 5)

注 6)

4.　福岡県における 51C の供給

4-1.　供給主体

　福岡県内において 51C は、公営住宅として建設され

たもの（以下「公営 51C」）の他に、福岡県住宅協会に

よる住宅として建設されたもの（以下「協会 51C」）が

相当数あったことが分かった。

　公営住宅は県営と各市町村営に分けられるが、福岡

県における戦後期の県営住宅建設実績は、市町村営に

比べてかなり少ないため、公営 51C はおおむね市町村

営住宅として建設されたと思われる。

　福岡県住宅協会は、戦後に制定された住宅金融公庫

法に対応して 1950 年に設立された組織である。その

事業は耐火住宅の建設に特化しており、実際に設計や

管理を行っていたのは、県の建築部住宅課の技術者で

あった。表 1 は、1950 年から 1954 年までの 5 年間に

おける協会の供給実績を住戸型別に示したものであ

る。協会は標準設計にもとづく RC 造集合住宅を建設

しており、その中でも 51C は際だって多く建設されて

いた。51C は 1951 年から 1953 年にかけて 932 戸供給

されているが、それは 3 年間に建設された総住戸数

（3053 戸）の約 3 割を占めており、協会の主流に位置

づく住戸タイプだったと言える。そして、その供給場

所については、福岡市、現北九州市の 5市、久留米市、

大牟田市など、いずれも福岡県内の主要都市圏であっ

た（図 4）。

4-2.　立地特性

　ここでは、当時の公共住宅建設の状況を示すととも

に、その中における 51C の立地特性に注目する。

4-2-1.　旧門司市の戦後期公共住宅と 51C

　まず、旧門司市を対象に戦後の公共住宅建設の状況

を見ていく。当時の門司市は、大きく門司港地区と大

里地区に分けられる。戦前から町としての骨格が完成

していた門司港地区に対して、大里地区は戦後の区画

整理事業に伴い急速に住宅地が拡大した地区である。

　当時、門司市に建設された公共住宅として、福岡県

営住宅、門司市営住宅、福岡県住宅協会の住宅が考え

られるが、ここでは、その中でも建設戸数の多い市

営住宅、協会住宅を取り上げる。図 5 は 1945 年から

1954 年までに旧門司市内に建設された市営住宅と協会

住宅の分布を示したものである。木造住宅が市内に満

遍なく建設されている一方で、51C などの RC 造住宅は

当時の市街地の周縁部に供給され、その多くは区画整

理の事業域に組み込まれながら建設されていることが

分かる。これは、当時の RC 造住宅の建設が、ある程

度まとまった土地を獲得しながら行われた結果である

と思われる。また、馬寄団地の周辺においては、木造、

ブロック造、RC 造など、異なる形式の住宅を混在させ

ながら住宅建設が行われている。

4-3-3.　住棟配置

　さらに、馬寄団地を対象に当時の住宅地建設の状況

を見ていく。図 6 は建設当時の馬寄団地の配置図であ

る。団地としての一定のまとまった敷地を持っておら

ず、既存の一般住宅や地形などと折り合いをつけなが

ら、建設がすすめられた状況が窺える。

　団地内には市営住宅だけでなく、協会住宅や、国鉄

の官舎も建設されていた。協会の RC 造集合住宅 3 棟

のうち 1 棟は 51C 型である。市営住宅の多くは木造や

ブロック造であり、RC 造の 51C はその中のごく一部に

建てられた目立つ存在であったと思われる。　
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0　20　  　   60           100m 図 11　公営 51C 南立面図（北九州市営馬寄団地 9棟）

図 12　協会 51C 南立面図（白金町団地 1棟）

図7　公営51C住戸平面図
（北九州市営馬寄団地9棟）

図 8　協会 51C 住戸平面図
（白金町団地 1棟）

図 6　馬寄団地配置図（建設当時）

図 9　公営 51C 住戸断面図（北九州市営馬寄団地 9棟）

図 10　協会 51C 住戸断面図（白金町団地 1棟）
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ず標準設計に変更が加えられて設計されていた。しか

し、実現した空間には明確な差が現れていた。その要

因として標準設計に対する態度の違いが考えられる。

　公営 51C は標準設計図面の順守が念頭に置かれてい

るのに対し、協会 51C は、経験の少ない RC 造住宅の

設計に際して標準設計を参考としながらも、独自の空

間の実現を試みた結果であるように感じられる。

5. 公営 51C と協会 51C の比較

　以下では、実際に福岡県に建設された事例にもとづ

いて、公営 51C と協会 51C の建築的特徴を比較する。

公営 51C の実例として北九州市営馬寄団地、協会 51C

の実例として大牟田市の白金町団地を取り上げる。

5-1.　平面

　馬寄団地の平面構成（図 7）は、一見、標準設計（図

1）とほぼ同じに見えるが、実際の空間はかなり異なる。

独立した空間であった 2 つの居室は「続き間」に変更

され、台所に対して開放的に計画されていた南側居室

は、2室間に壁が設けられ分節されている。

　白金町団地の平面（図 8）は、さらに独自の変更が

加えられている。居室間が「続き間」となっている点

は馬寄団地と共通だが、バルコニーが住戸幅いっぱい

に拡張されている点や、浴室が確保されている点は、

協会 51C のみに見られる特徴である。また、南側の 2

室間が開放的に設計されている点は、公営 51C よりも

標準設計の空間に近いといえるだろう。

5-2.　断面

　断面で注目すべき点は、室とバルコニーの関係で

ある。馬寄団地（図 9）ではバルコニーが室内から約

60cm 下がったところに設けられているが、白金町団地

（図 10）では室内からの連続性が考慮され、幅も広く

設計されている。

5-3.　立面

 馬寄団地の立面（図 11）が標準設計にならっている

一方で、白金町団地（図 12）は立面からも設計変更が

行われたことがうかがえる。標準設計ではバルコニー

が 2 つの住戸ごとに分節されているが、白金町団地で

は拡張されたバルコニーが住棟全体を覆っているた

め、水平ラインの強調された立面をつくりだし、外観

の印象に変化を与えている。

5-4.　公営 51C と協会 51C の違いについての考察

　公営 51C と協会 51C のどちらについても、少なから
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図 13　公営 51C での住まい方（北九州市営馬寄団地 Y宅） 図 14　協会 51C での住まい方（白金町団地 M宅）

　Mさんは、1970 年の当選を機に白金町団地に引っ越して
きた。当時、都市ガスのひかれた浴室付きのアパートは珍
しかったという。娘 2人が高校を卒業するまでの間、家族 4
人で白金町団地で過ごした。
　南側居室を居間兼夫婦の寝室として、北側居室を子ども
の寝室として使っていた。布団は全て北側の押入に収納し、
南側の押入には入居当初から仏壇を置いていた。バルコニー
は改造して、子どもの勉強部屋にしていたという。
　食事は台所で「テーブル」を使って行っていた。ダイニ
ング・キッチンというよりは、「テーブル」で食事すること
への憧れがあったそうだ。
　現在、北側居室を寝室に、南側居室を居間として使って
いる。夫婦 2人で暮らすには十分な広さの住宅だという。
台所の小さなテーブルで食事を行っている。 台所のテーブル

　Yさん夫婦は、1969 年に息子 1人を含めた家族 3人で馬
寄団地 1に入居した。当時鉄筋コンクリートの住宅が憧れで
あり、10 回目の抽選でようやく入居できたという。
　子どもが幼かった頃は、北側居室を夫婦の寝室、南側居室
を子どもの寝室にしていた。これは、深夜に帰ってくる夫が
子どもを起こさないようにとの配慮であった。子どもが成長
すると、南側居室は子ども部屋として使い、入居時は南側居
室でとっていた食事も北側居室でとるようになった。台所で
食事をとったことはなかったという。
　子どもが独立し、夫婦 2人となった現在も、居室の使い方
はほとんど変化していない。食事と就寝は北側居室で行って
おり、南側居室は、整頓されてはいるが物置のような部屋に
なっている。食事をとったことのなかった台所は、時代の経
過とともに増加した家電製品などの物でいっぱいである。 北側居室（居間）
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独自の拡張されたバルコニーではないだろうか。室内

と連続的につながる縁側のようなバルコニーは、日常

生活の中での様々な利用が考えられ、南側居室が居間

として選択されることは、必然であったように思う。

7.　まとめ

　現在 51C は、住宅史の中でその位置づけが確立され、

日本中に普及する nLDK 型住宅の根源であるかのよう

に語られている。

　しかし、戦後期の公営住宅標準設計は、試行錯誤の

なかで作成されたものであり、少なくとも当時、51C

が特別な成果として扱われるような状況にはなかっ

た。また、地方において 51C は、標準設計プランがそ

のまま建設されたわけではなく、各供給主体により独

自の設計変更が行われ実現に至っており、住まい方に

ついても、規範とは異なる多様な住まい方が展開され

ていた。

　地方の現場で建設に携わる人々や居住者の意思が反

映された個別解としての住宅こそ 51C の実態だったの

である。そしてそれは、51C に今の住宅にはないポテ

ンシャルがあったということであり、60 年住み続けら

れてきたという事実がそれを物語っている。

6.　住まいとしての 51C

　以下では公営 51C、協会 51C について、代表的な住

まい方の事例を示すとともに、その傾向を述べる。

6-1.　公営 51C（事例：馬寄団地 Y宅）

　公営 51C では、北側居室は居間として、南側居室は

子供部屋として使われる傾向にあった。食事も台所で

はなく、北側居室で行われていた。

　これらの傾向は、台所での食事、北側居室での夫婦

の就寝など、51C 開発時に想定された住まい方と異な

る。その要因として、設計変更により台所と南側居室

が独立した室としての性格を帯びたことや、続き間化

によって手前の北側居室と奥の南側居室という空間配

列が成立したことが考えられる。

6-2.　協会 51C（事例：白金町団地 M宅）

　逆に協会 51C では、調査を行った全ての世帯におい

て南側居室が居間として使われていた。一方で北側居

室は子供部屋として使われ、夫婦の寝室は居間を兼ね

た南側居室となる傾向にあった。また、台所にテーブ

ルを置き食事が行う世帯も多く見られた。すなわち、

協会 51C では、おおむね標準設計で想定された住み方

が実践されていたと言える。

　南側居室が居間として使われた理由として、先に述

べたように、台所と開放的につながる空間として設計

されたことがあげられる。しかし最大の要因は、協会

注1）　調査は 2007 年から 2009 年にかけて、今川橋団地、馬寄団地、白金町団地、大杉町団地の 4団地
　　　 について行った
注 2）　久米建築事務所の実施設計図をもとに作成
注 3）　鈴木成文『住まいの計画・住まいの文化』彰国社、1988　より
注 4）　1948 年度は一般的に標準設計として扱われていないが、ここでは変遷を示すために掲載した
注 5)　福岡県住宅復興促進協議会『福岡県住宅復興誌Ⅰ』福岡県住宅復興促進協議会、1959　をもとに作成
注 6）　原田秀一『門司市全図』和楽路屋、1937　『門司市街地図』塔文社、1960 年頃　北九州市都市計
　　　 画局『大里土地区画整理誌』北九州市、1973　などをもとに作成


