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 Abstract 

 
     This study aims to consider, by focusing on opinions about the DOUJUNKAI Aoyama 
Apartments’ Redevelopment Project stated by the people who are neither property owners nor the 
interest parties, 1) What kind of roles do their comments play. And aims to also clarify 2) How did 
they try to inform their objection to this project and 3) Was there a shift in their insistent, which is 
demanding Architectural Preservation of the DOUJUNAKI Aoyama Apartments. 
     By analyzing articles and documents, this paper shows that i) The group who demanded 
architectural preservation of the DOUJUNKAI Aoyama Apartments changed their minds through 
many meetings with the old inhabitants ii) their states and actions succeeded to convey those 
Apartments’ information widely through mass media. 

 
 

１．はじめに     
１-１．研究の背景 
日本の都市部においては多くの建物が、価値があると認め

られながらも建替えが行われる。これらの建替えは一般的

に、正当な手続きを経て、指定された制限をクリアしたも

のである限り自由に行うことができ、正当な権利を持たな

い者から妨げられることはない。 

しかしそれと同時に、これら建替えによって立ち上がる、

或いは失われる建築物のファサードや形状、様態、またそ

れら改造そのものは、建替えを行う主体やその建替えによ

って利害を被る者以外の者によってはしばしば景観として

体験される。 

この建替えを景観として体験する建替えの非当事者であ

る主体が出すコメントは、計画や事業に対して強い影響を

与え得ないが、その計画や事業への影響の小ささという点

から、この主体の働きかけの意義が小さいと結論づけてよ

いのだろうか。価値が認められた建築が建替えられるとい

う都市空間の出来事において、この非当事者である主体の

コメントが果たす役割や意義はないと言えるだろうか。 

１-２．研究の目的 
このような背景を踏まえて、本研究では、建替え計画の事

業者などの計画主体でも利害関係者でもない、非当事者で

ある主体のコメントを取り扱う。このような主体からコメ

ントが出やすい、景観的に価値があるとされる建築の建替

え時に、非当事者である主体によって出されたコメントと

行われた活動に着目して、１）コメントをどのように伝え

ようとしているか、２）コメント内容に変容はみられない

か、を明らかにすることにより３）当事者以外の者のコメ

ントが持つ意義や果たす役割を考察することを目的とする。 

１-３．研究の位置づけ 
本研究は、Ａ）モダニズム建築の保存運動に関する研究、

Ｂ）旧同潤会、特に青山アパートを対象とする研究に関連

を持つ。 

Ａ）には曲田ら1による日土小学校に関する保存運動の研

究や、磯田ら2による熊本における一連の保存運動に関する

研究がある。これらの研究は、本研究が目的とする、当事

者以外の者のコメントが持つ意義や果たす役割を考察する

こととは立ち位置が異なる。 

Ｂ）同潤会アパートを対象とする研究は数多く行われてき

た。中でも、青山アパートに関するものは、住まわれ方か

ら所有形態、周辺利用の変遷に及ぶ野村ら3の一連の研究、

アパート内部用途の商業化プロセスを追った篠原ら4の研究、

水沼5による考察があるが、これらは建替えに関する保存要

望等を取り扱うものではなく、本研究が目的とするところ

とは異なる。 

１-４．研究の方法と構成 
２章では、まず研究の背景と目的が満たされるような研究

対象を選定し、建替えの動向に着目して、時期を区分する。

３章では、２章で選定した研究対象の同潤会青山アパート

とその建替え事業が世論にどのように伝えられてきたかを

新聞雑誌などのメディアの分析を行うことで把握する。４

章では、建替え事業の進行過程を、住民説明会等で配られ

た資料を元に追跡し、再開発を行う組合内やその周辺住民

との間で、どんな意見が交わされていたかを把握する。５

章では、研究対象をたまに訪れる人や学識経験者等、非当

事者が事業に対してどのような意見を述べ、または伝える

かを把握する。６章において、２章から５章でまとめた事

実をもとに総合的に考察し、７章で結論を述べる。 

１-５．非当事者の概念設定と本研究の構成の関連性 
そのため本研究において取り扱う非当事者を次のように

限定する。１）建替え当事者や行政に対して、建替え計画

の再考を迫る主体、２）建替え当事者や行政に対して意見

は述べないものの、建替え自体を世論に広く伝えようとす

る主体。これらの限定により、本研究において非当事者の

コメントが果たす役割や意義という観点で、総合的に考察

できることは、「非当事者による建替えへのコメントが世論

に対してどのようなプロセスでどのような影響を及ぼす

か」ということになる。 



２．研究対象の選定とその概要    
２-１．同潤会によるアパート 
１９２３年に起きた関東大震災の後、被災者に安定した住

宅を提供することを目的とした義捐金に端を発する同潤会

は、１９２５年から１９３４年の間に、現在の東京都内に

１４地区、横浜市内の２地区に都市中間層向けの不燃住宅

を供給した。２０世紀末の三田アパート、中之郷アパート

を皮切りに、現在では２つを除くすべてが建替え、もしく

は解体されることとなった。（表１） 

こういった中で、日本における DOCOMOMO20 選に、同潤会ア

パートが選出されることとなった。この時期は、同潤会に

よるアパートの約半数が建替え或いは建替えが都市計画決

定された時期に当たる。 

２-２．神宮前４丁目市街地再開発事業の特徴 
２－１．に見たように、多くの同潤会アパートが解体され

ていく中で、学術的な視点から一連の同潤会アパートの歴

史的・文化的重要性が述べられた。この中でも、青山アパ

ートの建替え事業は、次の点で特殊な事例であることを示

している。１つめは建築学会による保存要望書が提出され

たこと、２つめは周辺住民による景観的な価値判断に基づ

いた、計画案（表２）の再考を求める意見が出されていた

ことである。神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業に

係る都市計画案が公告・縦覧により、渋谷区民・権利者・

周辺住民による賛成６通、反対９通の計 19 通の意見書が提

出された。中でも、反対意見の内の４通は青山アパートの

景観的価値を認めた上での、都市計画決定への反対意見で

あり、これらは、周辺住民（権利者ではない神宮前住民）

３名と神宮前以外に住む渋谷区民から提出されたものであ

った。（表３） 

同区内にある代官山アパート、都市計画決定時期が最も近

い清砂通アパートの再開発に寄せられた意見書では、景観

という観点から住民が反対することは見られていない。こ

れらの点より、本研究では同潤会青山アパートとその建替

え事業である神宮前４丁目市街地再開発事業を対象とする。 

２-３．青山アパートと神宮前の変遷 
神宮前４丁目地区市街地再開発事業の際に使われた資料

と、渋谷区への問い合わせ、新聞による報道より、青山ア

パート建替え事業である神宮前４丁目地区市街地再開発事

業に関するものを抜粋すると、表４を得る。 

この表を、建替え動向に着目することにより、表４中右に

示すように７つに区分することができる。これらは、ⅰ）

三井不動産建替え準備期、ⅱ）森ビル建替え準備期、ⅲ）

一体整備案検討期、ⅳ）個別建替え案推進期、ⅴ）建替え

決定期、ⅵ）建替え期、ⅶ）新建物期に区分することがで

きる。 

青山アパートの底地を東京都が長らく保有していた間、払

い下げの前に大きく２回、三井不動産と森ビルによって建

替えが推進されていた。三井不動産建替え準備期において

も建替えの寸前までこぎ着けた上での頓挫であったことが、

当時の報道などから把握することができる。 

２-４．２章まとめ 
同潤会によるアパートは、残存数が減っていく中で、学術

的な立場から、歴史的・文化的重要性が認められてきた。

中でも、青山アパートにおいては、学術的な立場ではない

人々から醸し出す景観を評価すべきであるという意見が出

ていた。これらのことより本研究では、青山アパートの建

替え事業である、神宮前四丁目第一種市街地再開発事業の

経過とそれをめぐるコメント、それらを取り上げるメディ

アを精査する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２ 当該都市計画概要 
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表１ 同潤会アパート年表 

竣工年 解体年
三田 1928 シャンボール三田 1978 任意等価交換方式
中之郷 1926 1988 セトル中之郷 1990 市街地再開発事業 押上二丁目 1985
住利・東町 1930 1992 ツインタワーすみとし 1994 市街地再開発事業 住吉・毛利 1989
柳島 1927 1994 プリメール柳島 1996 市街地再開発事業 横川五丁目 1991
代官山 1927 1996 代官山アドレス 2000 市街地再開発事業 代官山 1991
鶯谷 1929 1999 リーデンスタワー 2001 市街地再開発事業 東日暮里五丁目 1995
虎ノ門 1929 2000 大同生命霞ヶ関ビル 2003
清砂通 1929 2002 イーストコモンズ清澄白河 2005 市街地再開発事業 白河三丁目 1998
青山 1927 2003 表参道ヒルズ 2006 市街地再開発事業 神宮前四丁目 2001 ○
江戸川 1934 アトラス江戸川アパートメント2005 旧区分所有法
大塚女子 1930 2004 ○
三ノ輪 1928
上野下 1929

地区名 都市計画
決定

存続期間 建築学会によ
る保存要望書旧名称 新名称 建替え

竣工年 建て替え手法

表３ 同潤会アパート再開発に対する反対意見書数 
代官山地区 白河三丁目地区 神宮前四丁目地区

賛成 ６通７１７名 ４通４名 ６通６名
反対（内景観） ０通０名（０通０名） ５通５名（０通０名） ９通９名（４通４名）

表４ 青山アパートと関連事項年表 
YYYY MM DD 旧同潤会青山アパート関連事項年表（灰字；周辺の出来事） 区分
1927 同潤会青山アパートメント完成
1945 東京大空襲で、周辺地域が焼けおちる
1951 アパートが住宅営団から東京都に移管され、建物の払い下げが始まる

底地は引き続き東京都から賃借という形をとる
1968 建て替えへの活動が開始される
1975 三井不動産に建替えに関する協力要請し建替え計画検討開始
1980 三井不動産より建替えの第１回提案が行われる

青山アパート団地管理組合法人が設立される
三井不動産より建替えの第２回提案が行われる
三井不動産より建替えの第３回提案が行われる
（特定民間再開発事業を活用）
全員の合意のもと東京都に対し土地払下申請手続実施。
払下価格が高く不調に終わる
特定民間再開発事業の事業認定の見通しも立たず、
事業計画は再検討を迫られる

1989 三井不動産より建替え計画の提案が白紙撤回される
1990 森ビルにより再開発の提案が行われる

（渋谷区の地区整備計画に対応）
1991 12 18 第１回神宮前地区まちづくり懇親会
1992 5 15 第５回神宮前地区まちづくり懇親会

1 阪神大震災を契機に建替え機運が高まる
4 同潤会アパート区分所有者連名で東京都知事宛に建替え事業への協力と

地代の据え置きの要望書を提出
1996 6 同潤会青山アパート定期総会にて早期建替えを決議
1998 10 10 東京都より底地払下が実施される

10 15 第一回任意地元説明会
区議会教育長「民間施設との共用は好ましくない」と発言

12 5 第五回任意地元説明会　安藤忠雄出席
2 14 模型展示会実施現況、個別建て替え案、一体整備案の２つの模型が展示され

展示会の観覧者に両案のどちらが望ましいかというアンケートが行われる
3 23 神宮前小学校と住環境を考える会が渋谷区長区議会議長に、

一体整備案を認めず、小学校をそのままにするよう求める陳述書を提出
24 神宮前地区町会連合会が周辺商店会・振興会・町会１９団体の押印のもと、

渋谷区議会長に陳情書を提出
12 12 管理組合臨時総会において、個別建替え案による早期着工方針が決議される
4 神宮前四丁目市街地再開発準備組合設立
12 17 神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業に係る都市計画（原案）

に関する説明会
1 25 都市計画案の公告が行われ、計画案の縦覧が始まる。
2 8 縦覧期間満了。意見書の提出が締め切られる。
2 15 渋谷区都市計画審議会で建て替えプランの概要が了承される。
3 27 神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画決定告示
10 18 神宮前四丁目地区市街地再開発組合設立
3 20 神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業に関する権利変換計画認可
5 解体着工
8 工事着工
1 表参道ヒルズ竣工
2 11 表参道ヒルズ開業 (vii)新建物期

(vi)建て替え期

(v)建替決定期

(iv)個別建替え
案推進期

(iii)一体整備案
    検討期

(ii)森ビル
建替え準備期

1985

1988

1995

(i)三井不動産
建替え準備期

2003

2006

1999

2000

2001

2002



３．青山アパートと建替え事業の世論への伝えられ方  
３-０．３章の目的と方法 
本章では、青山アパートの建替えがメディアを通じて世の

中に対してどのように伝えられるかを把握し、考察を行う。

区分した時期に応じて「伝えられていること」と「伝えら

れないこと」にも意味を見いだして考察を試みることから、

対象を変動させないためにも、特定の新聞や雑誌に限定し

て分析を行う。対象とする雑誌は、都市空間や都市の風景

に絞ったメディアとして、文化情報雑誌『東京人』を、建

築業界における情報伝達の役割を果たす建築系雑誌として

『新建築』、『日経アーキテクチュア』、『GA』、『建築ジャー

ナル』を扱うこととする。また扱う新聞は、発行部数が多

い全国紙４紙の中で、青山アパートの記事を最も多く記述

している朝日新聞を取り扱う6。 

３-１．朝日新聞による報道 
朝日新聞を対象に、青山アパートに関して記述している記

事を抽出7すると全部で 76 件となった。記述内容について事

実追認（当該アパート建設経緯、建替えの経緯、設計計画

案）、意見主張の取り上げ（事業者、アパートの住民、専門

家、その他）、描写（室内景、外観、ランドマーク）を含む

か否かを数え上げ、整理した表が表５である。 

この表の記事数の合計欄、記事数／年の欄の観察により、

「(ⅴ)建替え決定期」以後、記事に取りあげることが多い

こと、「(ⅴ)建替え決定期」に建物そのものに関する記事が

多いこと、「(ⅵ)建替え期」に住民、室内景などの使われ方

の記憶の記事が多いこと、「(ⅶ)新建物期」に設計や事業者

など、意図を伝える記事が多いことがわかる。 

３-２．『東京人』への掲載 
『東京人』は「都市を味わい、都市を批評し、都市 を創

る」をキャッチフレーズに 1986 年 1 月に創刊された。東京

都の歴史・文化・風俗・建築物・文学・風景を主なテーマ

に据えている。１９９７年４月号以降、同潤会アパートが

扱われることも多い。（表６） 

３-３．建築系雑誌への掲載 （表７） 
日経アーキテクチュアでは、(ⅵ)建替え期に当たる 2004

年 2 月 12 日号から 2005 年 10 月 31 日号まで、「定点観測」

と題した特集記事を掲載した。これは、青山アパートの建

て替えを定点から俯瞰したものであった。 

３-４．３章まとめ 
朝日新聞の報道では、(ⅴ)建替え決定期に以前以後では、

その報道の量と伝えられる内容が異なることがわかった。

建替え決定以後は、その青山アパートでどのような生活が

なされていたかという記憶を取り上げる特集が組まれた。

建築系の雑誌においては、日経アーキテクチュアが「建替

え」そのものを特集にするという記事を連載した。 

４．青山アパートの再開発事業の進行と意見の対立  
４-１．再開発組合による事業進行 
１９９８年、組合の通常総会で東京都からの底地払下が決

議されると、同年１０月１０日に実際に払い下げが行われ

た。その翌年の１０月１５日、法令には基づかない任意の

建替え計画案の説明会が神宮前地区町会連合会の呼びかけ

により行われた。説明会にて説明された案は、青山アパー

ト敷地のみで建替える計画案（本研究では個別建替え案と

記している）と、１９９６年に設計者として依頼を受けた

安藤忠雄により提案されたとされる青山アパートと神宮前

小学校、東京電力健保会館の範囲を総合的に計画した案（一

体整備案と記している）が紹介された（図１）。説明会は同

年１２月まで計５回行われ、第５回には安藤忠雄が設計者

として参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４-２．周辺住民による神宮前小学校取り込みの反対 
第一回の説明会では、組合側の説明内容への賛意が相次い

だが、第二回以降は一部の人を除いた大多数の人からは、

学校と商業施設の一体整備には反対する声が相次ぎ、第五

回まで行われたいずれの説明会においても、説明や質疑は

一体整備案に集中したとされ、青山アパートの保存に関わ

る質問や景観に対する要請などは記録や前掲の地域情報紙

は確認できない。 

４-３．一体整備案と個別建替え案をめぐる陳情書 
第５回説明会翌年の２月１４日から３月５日まで、青山ア

パート団地管理組合は青山アパート３号館の１０１号室に

て「青山アパート立替計画概要と神宮前小学校等の周辺環

境に対する提案」に関する環境模型展示に一体整備案と個

別建替え案の２案を展示した。（図２） 

これらの模型展示がメディアによって伝えられた中で、先

述の住民説明会において、一体整備案に質問・反対の意見

を述べた８名が発起人となり、「神宮前小学校と住環境を守

る会」が発足する。同会は、渋谷区２０００年３月２３日

に神宮前小学校のあり方に関する陳情書」を提出し、小学

校を取り込まない整備計画を要望する。 

翌日２４日、先述の神宮前地区町会連合会は青山アパート

の一体整備案の推進を要望する陳情書を、周辺商店会・振

興会・町会１９団体の押印のもと、渋谷区議会長に陳情書

を提出する。 

４-４．都市計画案の公告・縦覧に係わる意見書 
神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業に係る都市計
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(I)三井不動産建替え準備期 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.08
(ii)森ビル建替え準備期 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 5 0.63
(iii)一体整備案検討期 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 2 1.00
(iv)個別建替え案推進期 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.86
(v)建替え決定期 3.7 7.4 3.7 0.9 0.9 0.9 2.8 0.9 2.8 5.5 12 11.08
(vi)建替え期 1.8 4.6 3.1 0.6 3.1 0.6 1.8 3.7 2.2 2.5 39 12.00
(vii)新建物期 2.7 6.7 4.7 2.0 1.3 1.3 0.7 0.7 0.0 5.3 16 10.67

記事数／年

言及数／年
描写意見主張時実追認

記事数合計

表５ 朝日新聞の記事内容 

表６ 青山アパート関連情報を掲載している東京人 
年 月 号

(!)森ビル建替え準備期 1997 4 no.115 「同潤会アパート」集合住宅の原点 出版時近年のアパートの写真紹介、個人の青山アパート体験談
(")一体整備案検討期 2000 9 no.157 「同潤会アパート」集合住宅ルネサンス 一体整備案と個別建替え案２案の紹介

2002 11 no.184 「同潤会アパート」７８年の奇跡 竣工当時の写真紹介
2003 4 no.189 現代建築ガイドブック２００３ 設計者安藤忠雄が語る神宮前４丁目プロジェクト

(#)建替え期 2004 11 no.208 銀座７０話 森都市研究所による表参道２００６展の紹介
($)新建物期 2007 2 no.236 建物保存再生物語part２ 大月敏雄による同潤会に関するコラム

出版 表題 内容

(%)建替え決定期

時期区分

表７ 青山アパート建替えを取り扱う建築雑誌 
時期区分 新建築 日経アーキテクチュア 建築ジャーナル GA JAPAN

(!)森ビル建替え準備期
(")一体整備案検討期 !"#$$$%!!&

(#)個別建替え案推進期 !"#$$!%#&

($)建替え決定期 !"#$$#%!!& !"#$$'%#&

(%)建替え期 !"#$$(%!#& )"#$$*%#+*+,+!!-#$$(%*+!$&

(&)新建物期 !"#$$)%(& !"#$$)%*& !"#$$)%(.)&

図１ 一体整備案と個別建替え案 

図２ 展示された模型 



画案が 2002 年 1 月 25 日から 2 週間、公衆による縦覧が行

われ、計 19 通の意見書が提出された。19 通の内、6 通が賛

成意見、9 通が反対、4 通がその他の意見の表明であった。

権利者以外からの反対意見はすべて建物を残すべきだとの

主張を含んでいた。 

４-５．4 章まとめ 
以上見てきたように、一体整備の建替え計画案が発表され

ると、地域の町会や商店会、住民組織によって表に出され

る意見は、一体整備か否かに収束しており、各種説明会の

質問においても保存の話題は出なかった。しかし４－５．に

みたように、発言自体は見られないものの、景観の価値を

認めた意見も存在していたことがわかる。 

５．非当事者よる青山アパート建替えへの言及  
５-１．専門家団体から寄せられた要望 
５-１-１．日本建築家協会による保存要望書 
２０００年６月、日本建築家協会は、青山アパート管理組

合、渋谷区長、東京都知事に宛てて、保存を求める要望書

を提出した。保存を求める理由として、青山アパートは生

活文化史・建築史的価値が大きい、表参道のケヤキ並木と

一体となった景観は東京を代表する街並みであるとし、古

いものと新しいものが共存し、奥行きのある都市空間を形

成していくことが求められていると述べた上で、青山アパ

ートの街並みとしての独自性を現地に保存していくことは

技術的に可能だとした。 
５-１-２．日本建築学会による保存要望書 
2001 年 7 月、管理組合理事長、森ビル(株)社長、東京都

知事、渋谷区長に宛てて、日本建築学会より同潤会青山ア

パートの保存活用を要望する要望書が提出された。これら

は、ⅰ) 日本最初の公的住宅供給機関「同潤会」による実例
としての意義、ⅱ)日本最初期の耐震耐火構造の都市型集合

住宅を代表する建物としての意義、ⅲ）山手に建つ同潤会

アパートメントハウスとしての意義、ⅳ）地域の景観形成

における意義の４つの観点から青山アパートが極めて高い

価値を持つものであると判断を示している。 

５-２．非専門家団体による保存要望活動 
本節では、青山アパートの保存を組合に対して求めた有志

団体「DO+」を取り上げる8。本来であれば、DO+がどのよう

な活動を行い、その活動や心境にどのような変化が起こっ

たかを当該団体にヒアリングすることで把握することが望

ましいが、今回はヒアリングがかなわなかったため、別掲

の書籍とウェブページから把握を試みる。 

５-２-１．有志団体「DO+」の活動の経緯とその目的 
1999 年 11 月の建替え計画発表を受けて、建築系のメーリ

ングリスト登録者内で青山アパート建替えの話題が起こり、

保存を望む有志により結成される。活動の目的として、青

山アパートの保存を実現することの他に、まちづくりを考

える場の構築9を掲げた。 

５-２-２．５-２-３．活動内容とその影響 
活動内容と団体を取り上げたメディアを表８に示す。また、

これらの活動の記録を自身のホームページに公開し、青山

アパートに関する過去の資料等をアーカイブしている10。 

2002 年 3 月に行われた写真展はマスメディアの注目を浴

び、２人の活動を基にした記事や特集が組まれた。 

５-２-４．活動目的の変化 
これらの記事の中で、活動に関する考え方が変化したと表

明された11。 

６．総合的考察     
以上、２章から５章より、次のように考察することがで

きる。青山アパートは、学術的にも大衆的にも景観的な価

値が認識されていた。組合によって建替え計画案が発表さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れると、地域では、一体整備か否かに意見が集約された。

こういった中で、学術団体ではない非当事者のひとつであ

る「DO+」が果たした意義については次のように説明するこ

とができる。当初、DO+のアパート建替えを回避したいとい

う望みは、建替えたいという地権者の望みとトレードオフ

の構造であった。再開発の進行や会談に伴って DO+の活動目

的が変わり、組合との建替えをめぐる対立構造がほぐれる

と、写真画展の開催という当初から団体が掲げていた『全

員で楽しくまちづくりを考えていける場を構築』という目

標に合致した活動が実施され、それがメディアによって大

きくとり上げられることとなった。これにより、同潤会青

山アパートそのものの存在や建替えについて広範な周知に

貢献するに至った。 

７．結論      
本研究の結論は以下の通りである。 

１．各主体の動向について、時系列に並べた。 

２．有志団体 DO+は、当初、組合に対して建物そのものの

保存を訴えていた。会談等の活動を経て、そのスタンス

を変えた。 

３．本研究の事例では、建築の建替え自体には影響を与え

なかったが、建物の存在や建替えの情報などを広く発信

するという役割を担った 

 
                                            
1曲田清維他「日土小学校の保存運動に関する研究」日本建築学会四国支部研

究報告集 (5),pp.45-pp.46,2005 
2磯田節子他「近代建築の保存・活用をめぐる考察」日本建築学会研究報告九

州支部 3 計画系(39),pp.565-pp.568,2000 
3野村徹也他「同潤会青山アパートメントの研究」日本建築学会学術講演梗概

集 pp.591-pp.594,1989、「同潤会青山アパートメントの研究」日本建築学会

学術講演梗概集 pp.381-pp.384,1990 

108,pp.29-pp.42,2001 
4篠原靖幸他「表参道周辺と同潤会青山アパート住戸の商業化プロセスに関す

る考察」日本建築学会学術講演梗概集 pp.221-pp.222,2003 
5水沼淑子「同潤会青山アパートメントハウスについて--史的意義と保存に関

する一考察」関東学院女子短期大学短大論叢 
6聞蔵 II ビジュアル（朝日）、ヨミダス文書館（読売）、日経テレコン（日経）、

毎日ニュースパック（毎日）を用いた 
7 『聞蔵２』において「同潤会」と「青山」を含む新聞記事を検索し、その

後、青山アパートに関する記述ではないものを目視により除外した。 
8INAX 出版『リノベーション・スタディーズ』五十嵐太郎、リノベーション・

スタディーズ編において、当時、同様の活動を行っていたグループはないと

この団体は話している。 
9 「地域住民と表参道を通行する人々のこころを汲んでみたい。つまり単純

な反対運動ではなく、計画に絡む総ての人々が対話出来る場、全員で楽しく

まちづくりを考えていける場を構築していきたい」としている。 
10 前掲９ 
11ふたりは活動の原点ともなった「大好きな青山アパートが消えてしまうこ

とをみんなに知ってもらいたい」という思いに立ち返る。当初はアパート全

体の保存だけを考えていたが、住民と話し合ううちに利便性や安全性の向上
を訴える声を聞き、考えを改めた。保存活動と並行して行っていた、地権者

や建築家との話し合いが大きな意味を持つことに気付いたという。（表８に示

す帝国タイムズ内にて） 

表８ DO+プロジェクト活動内容 
YYYY MM DD DO+プロジェクト関連事項年表 区分

11 建築建替え計画発表の情報が流れた建築情報メーリングリストの有志がＤＯ＋を組織する
街頭にて青山アパートが取り壊されることをアナウンスするフライヤーを配布

5 18 設計者安藤忠雄と会談
7 23 「同潤会青山アパートメント保存要望書」を渋谷区長、東京都知事、青山アパートメント団地

管理組合法人に提出
森ビルの担当者と会談

9 16 原宿でまちづくりワークショップ
2001 12 18

公開シンポジウムにてレクチュア（INAX出版　リノベーションスタディーズ） (iv)個別建替え
案推進期

3 19 同潤会青山アパート写真画展を開催
4 3 朝日新聞掲載
4 19 JAPAN TIMES掲載
5 3 朝日新聞掲載
11 27 散歩の達人取材
1 7 毎日新聞
1 17 雑誌nonnno取材協力
2 5 京都新聞取材
6 6 女性セブン取材
7 15 業界紙帝国タイムス掲載
12 21 朝日新聞掲載
3 24 朝日新聞掲載

2005 8 8 日経アーキテクチュア８月８日号掲載

2003

(ｺ)建替え期

2002

(v)建替え決定期

(iii)一体整備案
       検討期

2000

1999 (iii)一体整備案
    検討期


