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前書き 論文執筆の契機と動機 

 

筆者は 1988 年、サレジオ学園・ドンボスコ記念聖堂の設計から建築設計の仕事をスタート

したが、そこから 1991 年坂倉建築研究所の一員として聖イグナチオ教会の設計を担当するま

での間は、全世界のカトリック教会堂設計への激変が我が国に押し寄せて来た転換期であり、

設計指針の大きな変更（第二バチカン公会議による典礼刷新）が現実のものとなり、カトリッ

ク教会堂設計に多大な影響を与えた時期である。典礼（祭儀礼）が変更され、現実の聖堂設計

に直接影響する事態となり、自らそれを具体化する立場に置かれたのである。 

「第二バチカン公会議」典礼による変更のポイントは『現代化 up to date』であるが、具体

的には「食卓を囲むというイエスキリストの記念祭儀」の原点に戻ることも含み、一方「地域

化・現地化」として地域・国の固有の文化を尊重することが挙げられる。これらは、ラテン語

ではなく個々の国語を使用することや、地域文化に固有な要求への寛容などが含まれている。

この中で最も規範的な部分は、「食卓を囲むというイエスキリストの記念祭儀」をどう具体化

するかということである。そこに、人・モノ間の相対距離、相対角度などの具体的な規範（数

値的制限）が現れて来るのである。 

この変化に、日本全国の教会関係者、すなわち教会所属の信者のみならず、司祭等の聖職者

も含めた全ての関係者が、変化に就いて行こうと必死であったとも言える。その中で、教会堂

建築設計者として、一方では最新の知識や考え方を専門家から学び、一方ではそれらを聖堂設

計に何とか反映しようと心を砕き、更にはその結果を司祭団等の聖職者と共有しながら、一方

では『変化』に馴染めず容易に受容れようとしない信者さんや、特に中心となる建設委員会等

の関係者に変化の内容を伝え、時に説得し時にワークショップ等で共に考えながら、何とか新

しい設計指針の変化に対応すべく、必死に努力を続けて来た 30 年であった。多くの建築設計

者は変化に対応出来なかったため、著名な教会堂設計者もコンペティションの度に選ばれず、

仕事を続けることが出来なかった激動の時代である。その中で、筆者は多くのコンペティショ

ンで選ばれ続け、多くの設計業務を行うことが出来た。それ自体がかなり奇跡的なことである

と共に、選ばれ任され続けたことにはそれなりの理由があると感じるし、そしてその内容がこ

れからの教会堂設計の大きな指針となることは、間違いないであろう。 

 これからも教会堂建築が造り続けられることは、人類が 2000 年続けて来たように間違いな

い。しかしそれを、設計を取り巻く多くの指針・条件に合うものとして行うためには、上記の

稀な設計経験で得られた情報を客観的なデータに基づき明示化する必要がある。本論文でそれ

が完了する訳ではないが、そのことの道筋をつけることは出来るであろうし、しなければなら

ない。そうした強い想いが、筆者が本論文を書こうとした大きな動機であり、執筆に 10 年近

い努力を続けて来た原動力である。 

 筆者は 30 を超える聖堂・礼拝堂の設計を経験して来た。しかしこのことは、極めて稀な事

であると断言できる。そこには教会堂・教職者の教会建築に対する基本的考え方と、設計者と

してそれを十分に理解しているという信頼があったからだと考える。本論文が我が国における

教会堂設計に新しい示唆を与え、より良い設計の指針とまでは直ちに行かないまでも、良い方

向に向かう契機となれば幸いである。 
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1.1. 研究の背景 

1.1.1. 本研究の背景 

1.1.1.1. はじめに 

今日的課題である環境問題の具体的解決のためには区々たる環境システムを切り出して解析

するスタンスに代わり、異なる空間スケールを有する環境物理システム、それを操作する人間

システム、粒子としての人間の集積体である社会システムの３つのセクターを、総合的・相互

浸透的に俯瞰する研究モデル｢人間―環境―社会システム｣を、概念構築する必要がある *1。す

なわち建築物の機能、用途毎の使われ方や環境を個別に抽出分析する既往のアプローチに代わ

り、都市建築室内環境を連関的俯瞰的に捉え直すことである。このことは、本来空間として繋

がっている各個別システムは熱・光・音といった物理的エネルギーでもリンクせざるを得ず、

更に社会存在として俯瞰するならば当然のこととなる。人の集まりが一定の行動を繰り返し、

それに対応して空間の設計が導かれていることが当然になっている現代社会では、空間とエネ

ルギーの集合体としての研究対象を説明する最終的なイデア、｢人間―環境―社会システム｣の

構築に向けた具体的対象として典型的な研究素材を必要としている。 
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1.1.1.2.  研究対象としてのキリスト教会の選択 

本研究では、長い間ヨーロッパ社会の歴史の中で、建築都市の成立を導いて来た宗教建築で

あり、都市における建築要素でありながら人間社会システムとの関わりが深い存在としてのキ

リスト教会建築を考究対象にする。背景となるキリスト教は世界人口約 70 億人中 22 億人超の

信者を持つ世界宗教であるにも関わらず、現代の日本社会でキリスト教会建築を設計するには、

その建築環境としての基本的構造要件 *2 を指示する設計資料・指針が乏しく（1.1.1.3.にて詳

述）、更に言えば建築室内環境の具体的設計条件となる祭儀等の空間内行動を踏まえた設計資

料はほとんど知られていない現状である。そのため本研究では、教会堂（聖堂/礼拝堂）の中で

再現的に行われる祭祀儀礼を規定する最新の典礼規則原則（第二バチカン公会議典礼を指す）

に注目し、その単純で明確化された現代典礼原則に従って設計を行った事例を再検証すること

で、｢人間―環境―社会システム｣として構築される教会建築を環境システムの中に位置づける。 

「第二バチカン公会議」典礼は、具体的にはキリスト教祭儀の原点に戻ることを含み、一方

「地域化・現地化」として地域・国の固有の文化を尊重することが挙げられる。この中で最も

規範的な部分は、「食卓を囲むというイエスキリストの記念祭儀」をどう具体化するかという

ことである。そこに、人・モノ間の相対距離、相対角度などの具体的な規範（数値的制限）が

現れて来るのである。また元来、建築とは、それが置かれた敷地、街、都市、社会、そして人

との関係により成り立っているシステムであり、システムとは要素とその関係のことであるか

ら、｢人間―環境―社会システム｣として存在している。 

 

1.1.1.3.  設計指針や設計資料の乏しさ 

 我が国における教会建築設計について述べた既往研究文献は、日本建築学会の専門文献デー

タベースには少ない。そこにおいて「キリスト教会×設計」で検索されるのは 2 件*3*4 しかな

く、そのうちの１件は筆者らによるものである。また所蔵図書 DB において検索されるのは、1

件*5 であり、設計資料集に該当するものである（当初検索日時：2014 年３月）。このように、

教会建築史と背景となるキリスト教研究については、比較的多くの文献・論文・発表があると

言えるが、現代教会設計をどう進めて行くかという観点での研究では言及が極端に乏しく、本

研究のような種別の研究の現状を示している。キリスト教研究は踏まえつつも、その内部での

空間－行動論的設計条件および環境工学的客観指標を踏まえた実証科学的な立場での、教会設

計の指針あるいは設計根拠資料は極めて乏しいと言える。 

従って関連先行研究を遡ると、環境工学的客観指標を踏まえた実証科学的な立場での研究と

しては、木村幸一郎らの『建築計画原論』にまで遡行することとなるし、空間－行動論的設計

条件を実証科学的な立場で抽出しようとした研究としては、吉武泰水らの『建築計画研究』ま

で遡行することとなる。 

 

1.1.1.4.  研究の動機・契機 

筆者が、キリスト教会を研究対象とした契機を付け加えれば、 

・当初は東京藝術大学大学院修士設計として行ったサレジオ学園ドンボスコ記念聖堂設計以来、

設計者として余り類を見ない数的経験を積み重ねて来た経緯や、教職者・教会信徒と共に造り

上げる設計内容に深く共感したこと 

・教会建築設計を続けている中で感じて来た合理性のある設計方法への希求と、「人間－環境

－社会システム概念」の適用モデルとしての可能性と魅力 

・欧米特に欧州の文化・社会・建築の在り方を導いて来た教会建築を正しく受容し、その設計
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の方法を出来るだけ合理的なものとして示し、後進の設計者が「恣意」や「感性」等で設計す

ることのないような指針を確立することは、国際社会に対する一つの責務であるし、またそれ

を以て多くの教会関係者に失望を与えないようにしたいという責任感 

・教会建築設計者としての研究作業として、一般講座以外に修道会神学院にて典礼に関する集

中講義を半年に亘り受け、また修道会黙想施設においてキリスト教全般に関する講義を、24 時

間体制の外界から隔絶された環境で修道会管区長等から直接受けるなど、設計の背景となるキ

リスト教自体についても、資料収集および学習して来たこと 

・研究者の立場で多くの教会の祭儀（カトリック教会／ミサ、プロテスタント礼拝）に参加経

験し、祭儀時の行動と空間の関係について観察して来たこと（本論文２章に詳述） 

等々であり、最終的に後述の先行研究に示すように、 

・工学分野に不可避な設計という行為の方法的合理化を目指した先人の歴史を辿り、教会建築

設計という分野において、設計方法の合理化を目指し成果を示して貢献したい 

という６点を挙げたい。筆者のような経験を与えられることは極めて稀であり、そのような

経験に恵まれた者の責務として、研究成果が自律的に集成して行くような礎を築きたいと考え

ている。 

 

1.1.2.  本研究の経過・既往研究 

1.1.2.1.教会設計研究と教会建築史・キリスト教研究 

 筆者は、教会設計研究・教会建築研究としては、国内ばかりでなく海外事例も多く訪問調査

している。特に独カトリック・ケルン教区からの招聘による、カトリックおよびプロテスタン

ト教会に関するドイツの事例調査（２回）、カトリック修道会・イエズス会招聘によるイタリ

ア・スペインの修道院調査、諸宗教の聖地イスラエルと中東諸国、正教会形式のものを多く含

むロシア・ルーマニア・ブルガリア、原始キリスト教の残るエチオピア、また例は少ないが米

国事例等も訪問調査している。 

また本論文では直接関係しないため、教会建築そのものの類型研究には触れていないが、教

会建築設計者としての立場で一定の歴史的変遷の知識と理解は必要である。これについては、

２篇の査読論文（註記参考論文*10 の C1,C2）にまとめている。 

 

また背景となるキリスト教研究も設計の一部には必要であるが、2000 年も続けられている神

学論争を踏まえては工学的研究にならない。従って、種々の議論がある教義的な問題には立ち

入らず、あくまで教会建築設計者としての立場で、教会関係者とのコミュニケーションに必要

な内容を選択考察し、２篇の査読論文（註記*10 の B1,B2）にまとめている。また「祈りの空

間」としての特性や宗教によって特定的に定められている祭祀儀礼により規定されて来る「空

間行動」との関係についても、学会査読論文（註記*10A)としてまとめている。 

 

 

1.1.2.2.実験研究としての聖堂・礼拝堂設計事例 

筆者は、1989 年献堂の東京サレジオ学園ドンボスコ記念聖堂の設計より現在まで、30 を超

える会堂を設計して来た。それらから 16 事例を選び、使われ方研究（1.2.2）に止まることな

く、設計物の形状等の物理的特性の解析・考察を通して、教会設計の環境システムへの位置づ

けとこれからの設計指針を得たいと考えるものである。 
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1.1.2.3.関連する研究論文 

 キリスト教会の具体的設計に直接反映する研究として、近年では以下の論文を発表している。

特に本論文では直接触れなかった、本研究の背景となるキリスト教やキリスト教会については、

これらを『参考論文』として添付している。 

◇教会設計資料形成のための音・光環境に関する実測報告―キリスト教会建築における都市-

建築-環境システム概念の研究- 日本建築学会技術報告集第 20 巻第 44 号(註記*10X) 

◇教会建築における空間と祭祀行動に関する研究－教会建築設計の背景となる典礼等宗教的

行事の整理と考察（日本インテリア学会論文報告集 23 号 2013.3 註記*10A） 

◇教会建築設計資料としての原始キリスト教から中世信仰復興と改革までのキリスト教変遷

に関する研究 －教会建築設計の背景となるキリスト教変遷の考察（日本大学工学部紀要

No.55,No.2,2014.3 註記*10B1 ） 

◇教会建築設計資料としての宗教改革から第二バチカン公会議までのキリスト教変遷に関す

る研究－現代教会建築の背景となる宗教改革以降の教会現代化に繋がるキリスト教変遷の考

察（日本インテリア学会論文報告集 23 号 2013.3 註記*10B2） 

◇建築設計指針としての教会堂建築の様式と形態の変遷に関する研究−原始教会を始点としゴ

シック教会を頂点とする教会堂建築の複雑化と大型化に至る変遷を踏まえた考察− 

（日本大学工学部紀要 Vol.56No.2,2015.3 註記*10C1） 

◇教会建築設計資料としてのルネサンス・宗教改革以降の様式と形態に関する研究 

－現代教会建築設計の基盤となる原点追及とその反映の考察（日本大学工学部紀要、No.55, 

No.2,2014.3 註記*10C2） 

 

1.1.2.4.既設計事例の客観的指標化研究 

実験研究としての聖堂・礼拝堂設計を踏まえつつ、既設計事例を客観的指標により相対化し

ながら、そこから今後の設計のための指針を得るため、実験や研究作業として様々な研究や調

査・分析を行いつつ、これを実際の設計にフィードバックし、多くの関係者に批判や指摘を受

けて修正すべきものは受容れ、改善を繰り返して来た。その間に行った様々な実験や関係者と

のやり取りを反映した設計作業は 30 年に渡る大きな実験でもあり、その結果は教会に特化し

収斂したデータでもある。その筆者が行った教会堂設計事例結果(表 3-1／8 事例―16 会堂、お

よび旧聖イグナチオ教会）を相対的客観的に比較考察可能とするために、数値により多角的に

指標化するという分析作業を行った。本論文３章では前記の典礼規則原則が 20 世紀に大きく

変化した（第二バチカン公会議典礼と呼ばれる）ことに注目して、その単純で明確化された原

理に従って設計を行った設計事例結果が大きく変化したことを検証することを目的とし、これ

により典礼規則原則の変化による設計の目標・条件の時代的変化が、設計結果の変化に対応し

ているかを確認して、｢人間―環境―社会システム｣としての現代キリスト教会の設計指針確立

への糸口としようとするものである。従って、設計目標に関わる要因 *2、すなわち聖堂の平面

（規模・面積、形状、縦横比、信徒席数・面積、内陣・祭壇面積、等）特性、聖堂断面（高さ・

容積、形状、ステンドグラスを含む開口部面積・高さ、等）特性、および相互位置関係（距離・

角度×祭壇・信徒席・象徴等）について比較可能とするため、それらを分析考察可能なように

数値化するという分析作業を行っている。 

 

1.1.3.本研究に先行する研究 

 建築の設計作業あるいはその方法の合理化を目指した総合的研究に絞って、関連する先行研
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究を挙げる。本研究もこれらの研究が切り拓いた内容を、キリスト教会という研究対象におい

て慎重にトレースせざるを得ず、２章以降に示される。 

 

第１は、建築に関する主に物理的な挙動の中で音・光・熱等の物理的ファクターについて研

究したもので、木村幸一郎等による「建築計画原論」＊２に始まる。これは現在の建築学分野で

は「環境工学」分野と呼ばれる分野に発展し、当初より動線分析や群衆流動等の理論や感性評

価・官能検査に係る心理生理的評価も含んでいたが、多くは物理的要因を扱っている。この建

築計画原論は、例えば建築計画的には建物配置方向や奥行深さ、隣棟配置等の基礎理論となり、

また建築空調設備あるいは照明設備設計に対しては、建物の熱収支や室外天空光と室内照度分

布の関係性を与えて、設計作業時の種々のシミュレーションを可能にした。建築設計を合理的

なものとする研究活動の手始めとして、設計条件・設計要因のうち「理」で解決できる物理的

要因を抜き出して骨格とするための研究であったと伝わる。 

また建築計画原論の発展として、地球上の凡てのエネルギー源泉となっている太陽輻射エネ

ルギー研究（木村建一等）＊6 等をベースとして、地球環境科学といった分野も重要なものとな

った。これは地球が受けるエネルギー入力の全てである太陽エネルギーの、直接的な活用が注

目されがちだが、現代の都市生活においては地球規模の環境問題が直接個々人の生活に影響を

与えるレベルまで人工エネルギーの影響が増大しており、正に地球全体を一つの家（オイコス・

エコ）と考える必要があると言える。そうしたことも含め、地球環境から建物環境・室内環境

まで、レベルの異なる対象システムが繋がっているのであり、「人間－環境－社会システム」モ

デルが重要なものとなる。 

この観点の研究を教会建築において行ったものが２章の主内容で、一部は３章に示される。 

 

第２は、建築空間内の人間行動と空間の関係を、定性的な反応・対応だけでなく定量的な関

係として明らかにするもので、吉武泰水に始まる「建築計画研究」＊7である。これは調査実験

研究および結果分析の手法において、確率分布を取り入れる等さらに「建築計画原論」より精

緻化したが、基本的に既に設計し実際に使われている既存建築空間を対象に、先ずは既存事例

を型別に分類して類型を蓄積し、その中で想定した人間行動と設計した空間との矛盾や破綻を

見つけて必要量を推定して行こうとするもので、既存建物の現状を主な研究対象にしたという

特色もあって、別名「使われ方研究」と呼ばれた。これらの研究は先ず学校や病院などの分野

で、社会から求められたより現実的な設計の資料を提供した。吉武らの「使われ方研究」を要

約すると、自然科学と異なり既存事例を研究対象事象として、構造的にも統計的にも詳細に調

査研究した対象の『類型化』を手始めに、設計した空間がそこでの行動とどのような齟齬があ

るか、使われ方を観察調査して建築設計にフィードバックすべき情報を得る方法を示したもの

であった。もちろん既存の建築物が直ちに直接改善される訳ではないが、設計アウトプットと

しての実際の建築物のレベルを、設計時に用いるべき設計情報・設計資料の精度を高めること

で、高めようとした設計研究であったとも言える。またそのデータに基づき、多くの型設計を

示して規範となった。 

この観点の研究を教会建築において行ったものが、３章に示す内容である。 

 

第３は設計の精度を、用いる資料や情報、条件の的確性・適格性だけによるのではなく、よ

り良い過程を辿ることでより良い結果・成果を得ようと考えるもので、「設計方法研究」と呼ば

れた。我が国では菊竹清訓の研究が先駆的である。菊竹は所謂「か－かた－かたち」＊8理論等
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を通じて、設計作業が段階的に進行することと、その段階により扱う設計情報の内容が異なり、

それ故その扱い方（方法）も異なることを示した。現在では目的や状況により、分けられる段

階も中身の同定も様々に提案されているが、しかし菊竹の３段階説をベースにした企画－計画

－設計＊6 とか、構想－基本設計－実施設計などの３段階分けが社会的に定着している。またそ

の過程時点での設計情報の性質も、方向性を示す程度の指針から具体的な数値を指示する設計

基準的なものまで、段階に沿って変化して行く。設計に必要な情報を設計過程に沿って整理す

るため、設計過程の基本構造として内容的に４つに分節して捉えたものが、「目的－要求－機

能－空間」＊9 という整理である。また本研究が下敷きとする谷本潤の「人間―環境―社会シス

テム」モデル＊１では、木村らの物理的モデルに基礎を置きながら、解析の対象を個別に切り出

して扱うことの限界から、個々の人間行動～環境、そして社会システムまでを同一スコープで

把握し、それぞれのレベルのモデルの架橋を考えることになるが、その際にも設計を構造的に

分節することは重要である。 

４章では、本研究で行って来た設計事例を、この設計過程分節を基軸に示している。 

 

1.1.4. 関連研究の現状批判 

関連研究の位置づけおよび批判として、先ず従来の設計姿勢に対するきちんとした批判が必

要であるが、それを行うには設計という行為について出来る限りインプットとアウトプットを

明確に定義することが先ず必要である。 

設計のインプットとしては、設計に用いる指針や資料を出来るだけ明示することと、アウト

プットとしては設計結果として在るべき姿を出来るだけ明示することが必要である。その上で、

これらのインプットとアウトプットを結ぶ方法について、幾つかのフレームを明示して行く必

要がある。それらが出来れば、あとは設計事例の蓄積によって、関連する知見は自律的に充実

し、より良いものとなって行くであろう。 

筆者による、現状への批判点を列挙すれば、 

 

批判１ 一部の設計者に見られるような、個人的な範囲設定と解釈に基づく「理解」や、「恣

意」や「感性」等で設計することは大変疑問であり、後述するような社会性に十分留意して設

計すべきである。特にヨーロッパ社会では社会の成立ちや制度等にキリスト教は大きな影響を

与えていること、また地域形成という面でも教会を中心にしながら集落や都市が出来て来たこ

とを考えると、教会建築を異国からもたらされた一つのファッションのように考えることは、

大きな間違いを生む原因となる。 

 

批判２ 人間の精神性を高度に結合し相互に高め、且つ満足させる場としての教会空間を設

計するには、人間の共通的な特性や相互関係、個の主張を折り合わせる中で生じる社会性や公

共性、それらを踏まえた上での社会科学的な理解と状況解明のプロセス等、本来、工学の持つ

「理」や「知」や「解」という部分をきちんと基軸にした設計というものが、実行される必要

がある。設計対象に関する深い理解と知識（理解知）が必要である。 

 

批判３ 教会堂設計においては事例の少なさにも原因はあるが、設計に必要と考える方法や

情報の一定の型を示し、蓄積可能とすることの作業が殆ど行われていない（残響時間等の一部

の設計情報については、ホール設計資料の延長の蓄積はある）。本研究に示すような設計指針・

資料を組み立てて、教会建築設計方法論に繋げるために、 



7 

 

・設計の諸事項を設計のプロセスに段階別に沿って整理し 

・ステージ毎の設計計画内容を整理しつつ明示し 

・具体的に必要な設計指針および資料を示して設計作業の進め方を整理 

・よって多くの設計者が独善的な設計過程を辿らないような教会建築設計方法へと発展させる

といった研究プロセスを進めて行く。     といったことが求められる。 

 建築設計の実作を専門にする中では、定性的・定量的な設計論を提示して社会に問題提起

しようとすることは少なかったと言えるが、先行研究を追いつつ出来る限りの工学的アプロー

チを採りながら、多くの実作活動の分析評価結果を知見として蓄積可能とすることを考えるべ

きである。 

 

 批判４ キリスト教が、欧州社会の形成に果たしてきた役割を考えると、先に述べたように

キリスト教と欧州社会の構造・制度等の関係は深いので、社会秩序や制度などとの関係も考え

る必要がある。公会議による衆議によって重要な結論を出して来たやり方は、欧州社会のデモ

クラシーの基盤形成とも関係し、また法やルールに基づく運営や法治社会体制などとも関係深

い。設計に当たってはそうした社会性を深く考える必要がある。 

 

 批判５ 欧州社会の都市形成では、しばしば教会を先に造り、その周囲に街が形成されると

いう事例があった。教会は単に一つの建築であるばかりでなく、都市の交通や上下水道等の社

会インフラの結節点でも有り得た。教会を単独の建築と考えて設計することは適当ではない。

教会と都市、街づくりといった観点を踏まえながら「人間―環境―社会システム」（谷本）＊１

といった、連関したシステムとして捉えることが必要である。 

 

 批判６ 現代は経済だけでなく、政治・文学・哲学・思想や様々な社会的流行が、国境を越

えて繋がっているグローバル社会である。日本だけの特殊な解釈や存在としないことが重要で、

キリスト教会に関しても、日本だけの特殊な解釈の対象や社会的・都市的存在では許されない

と言える。そうした特殊な存在にしないことが大切である。 

 

 以上のような現状の問題点・課題に応えるためには、第一に当該設計の明確な指針や設計資

料の一端を示し、それらを充実させることで教会建築設計の方法論確立に繋げて行くことを目

指す。しかし機能的な建築の代表格のように言われる病院でさえも、単純な官能検査等では明

確に出来ないことが多々あるので、教会建築においては必ずしも容易ではないが、先の述べた

ように曖昧性のある部分と、共通的な理知や理解の及ぶ部分と切り分けることで、研究目的を

達成する。 

設計対象である教会建築は、欧州社会では都市形成の中心であり、広範な空間スケールにま

たがる環境モデルであると言って良い。その設計に当たっては、個々の人間の温熱感、静寂感

等から、集会する室の快適性、都市の中の一要素としての建築空間、街区スケール、都市スケ

ールといった背景を持ち、しかもそれらが繋がって一つの環境モデルとなる。本研究では「人

間―環境―社会システム」（谷本）＊１モデルを適用し、研究対象の部分を切り出しながら架橋

し、一つ一つ明らかにして行きたいと考える。 

 筆者は、教会堂（30 を超える聖堂・礼拝堂）を設計する中で、設計プロセスを合理化しつつ

設計指針を立て、設計資料を蓄積して来た。教会建築設計を出来る限り構造分解し、合理性に

基づく設計の方法の基礎を築き、後進への参考としたい。ものをつくる学である工学において
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設計という分野を捨象することは出来ないが、一方で工学の持つ「理」や「知」や「解」とい

う部分と設計というものを、工学系の機械や回路、ラインといった創り出すべきシステムとの

対応の中で、どの分野も十分には定義できていない現状がある。しかし後進の設計者のために

も、また社会への貢献という意味でも、ill-defined な部分は範囲を限定し、well-defined な

部分を基軸にして、少しでも構造的にデータを蓄積して、理想に近づけたい。 

 

1.2. 研究の目的 

1.2.1.本研究の最終目的 

 本研究の最終目的は、建築種別としても特色ある欧州起源のキリスト教会建築について、こ

れまでに人類が産み出した建築設計結果を踏まえつつ、自ら行った設計結果を代表事例として

活かしながら、今後により良い設計結果を社会に産み出すために、教会建築設計の方法と必要

な情報について考察研究することである。 

教会建築設計に関する現状の様々な課題を超えて、その設計作業の結果がより良いものとな

るには、設計情報、設計方法、設計評価の３つの側面について理解・整理し、特に設計対象種

別によって異なる、設計結果への評価体系についても良く知ることが必要である。対象の捉え

方はクライアントやユーザーそれぞれに異なり、また設計者とも異なるからで、設計者の評価

を関係するステークホルダーと刷りあわせていく必要がある。 

研究の当面の目標としては、正しい設計指針を示し設計情報を設計過程に沿って示すことで、

吉武らが行ったように設計事例が増すごとに自律的に設計への知見が蓄積され、社会的に大き

な祖語の無い設計資料が集成されることを目指すことになる。 

 

1.2.2.研究の最終目的を達成するための背景と研究対応 

 建築設計を行う際に重要な指針として、先験的に言われているものを挙げれば、 

1) 建築が機能を果たすための空間を創出すること 

2) 快適と感じられる環境を創出すること 

3) 建築に求められる社会的要求を満たすこと   ということになる。 

 少し詳述すれば、 

1)柱梁等の架構を形成して空間（アキマ）を作ること（スペーシング） 

建築の主要な意味は人間の行動を受容する空間にあるが、空間そのものを造ることは出来な

いので、床壁天井などを造ることで空間を限定し室内空間を形成する。教会建築では、空間構

造技術に強い要求があった時代もあるが、現代では余り差し迫った要求はない。 

・人間がある程度の時間居る空間環境として快適な居心地を創ること 

 人類が建築を創ったのは、その室内空間に限定して暖かさや静かさや安全性等を確保して、

生活をより快適なものとするためであった。そこで人間が取る行動に応じて快適性というもの

は変化するが、行動に対応して快適性を確保するためには、物理的な解析やシステマティック

な設計作業が必要とされる。教会建築においても、最も多いクレームは「寒い暑い」「うるさい」

「暗い眩しい」といった、居心地に関するものである。一方、人の感じるものは多様であり、

環境工学の理学的な部分である温度や湿度についても、同じ温度を暑いという人もあれば寒い

という人もあるのが当然である。物理的な指標でも人間の受取り方感じ方は、多くは正規分布

して幅を持つものことが報告されている。 

・人間行動の社会的まとまりを受容し齟齬の無い規模と形状の空間を造ること 

建築環境としての基本的構造要件とは、スペーシング、居心地、社会性、等であることが知
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られているが、建築は社会的要求によってスタートするものであるので、それが教会であれ何

であれ、それが本来求められている社会的要求に沿うことが最も重要である。 

 ものを創る工学分野では常に設計と云う分野が不可欠であるが、上記のような一般的な設計

指針を基軸にしつつ、教会建築における設計の方法と情報につき何をどこまで明らかに出来る

か、４章において設計事例を通して示す。 

工学分野の中でも建築設計結果の評価は、ユーザーの要求と空間機能の整合だけでなく、他

の都市要素との広義の整合という都市性や、社会の中で求められる意味や意義と言った解釈を

含む多様な社会性や、存在物として望ましいとされる美しさ等の芸術性等々、多くの多様な評

価項目を持っていることが特徴である。それらも含めて、合理性・機能性・社会性・感性・総

合性といった幅広い総合的な評価範囲を持つ設計という行為に対して、その合理化のために構

造的な分解を行い、社会性・感性・総合性といった曖昧性を持つ部分以外を出来るだけ明確に

し、再現・検証可能にして、教会建築設計を合理的なものに近づけて行くことが必要である。

人間の精神性を高度に結合し相互に高め、且つ満足させる場としての教会空間を設計するには、

人間の共通的な特性や相互関係、個の主張を折り合わせる中で生じる社会性や公共性、それら

を踏まえた上での社会科学的な理解と状況解明のプロセス等、本来、工学の持つ「理」や「知」

や「解」という部分をきちんと基軸にした上で、設計というものが位置づけられ理解され実行

される必要があると考えられる。 

それが本研究の基本姿勢である。 

なお教会堂に求められる条件整理については次項で、また事例毎の設計結果に前提として対

応すべき、キリスト教会からの与条件・設計条件・設計目標等の設計問題の構成要因整理につ

いては、参考論文の中では扱っているが、本論文では扱わない。 

筆者は、教会堂を設計する中で、設計プロセスを合理化しつつ設計指針を立て、設計資料を

蓄積して来た。教会建築設計を出来る限りシステム分解し、合理性に基づく設計方法の基礎を

築きたいと考えるものである。 

 本研究に示すような設計指針・資料を組み立てて、教会建築設計方法論に繋げるために、 

・設計の諸事項を設計のプロセスに段階別に沿って整理し 

・ステージ毎の設計計画内容を整理しつつ設計事例として明示し 

・具体的に必要な設計指針および資料を示して設計作業の進め方を整理する 

 

1.2.3.設計の正しい指針と対応する資料を得るための設計過程の整理 

 前述したように、本研究では設計過程を４つに分節して捉えている。これを教会建築に適用

して簡述する。 

・目的―要求―機能―空間 

 

教会堂に求められる条件整理（目的 要求 機能 空間） 

ａ．聖堂の目的（典礼による祭儀、祈り） 

典礼祭儀が定められたように行えること、そして、それ以外の時間ではカトリック教会聖堂

は、自由に入って祈れることが目的とされる。そのため、「典礼を実行するため、より良く見

えて・聞こえること」、「祈りを行うための条件が満たされていること（快適な温湿度等の環境

条件、静かな音環境、落着きある室内の視覚的環境、等々）」 

ｂ．聖堂の要求（行動的参加可能、受容感） 

上記の目的を満たすため、典礼が目指す『行動的参加』がより良く行えることが求められ、
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司祭および信徒相互が「良く聞こえる」「良く見える」「長時間（約 1 時間）苦痛なく聖堂内

に居られる（寒くなく暑くなく集中して）」ことである。その中には、入室者が聖堂に受容さ

れていると感じられることも求められる。 

ｃ．聖堂の機能（空間形状、距離、視角度、FFE 等） 

上記の良く聞こえ良く見えるためには、先ず空間の形態的機能が必要で、それにより司祭が

人の重なりなく見える（その分よく聞こえる）、距離が総体的に近い、信徒相互も良く見える

（よく聞こえる）角度関係にある等が必要である。また親しさや体温を感じられることが、平

面的・断面的あるいは立面的形態と距離によって満たされていることが必要である。また受容

感といったものは，床壁天井の仕上げ（Finish）、動作・居心地を阻害せず安心できる家具

（Furniture）、そして適正な温熱環境を担保する設備機器（Equipment）等、いわゆる FFE と

まとめられる機能にも支えられる。空間の平面的・立面的形態、断面的位置取り等を基本的な

条件とし、いわゆる FFE にも依存、精神的要求をどのように組み入れるかも含めて、取捨選択

をしながら発現するための装置である必要がある。 

ｄ．聖堂の空間  

上記のような機能を発現する空間は、バシリカのような長堂式平面では難しいことが共通し

ており、必然的に信徒席が横に広がった形態空間であることが典礼上求められる。また上記の

各段階のプログラムで、『祈り』という行動は上方への上昇感というプログラムを内蔵してい

るが、そのために過大な天井高を設定することなく、それぞれのプログラムの不適合部分を折

り合わせながら、空間を設定せねばならない。以上を踏まえて空間の形態、支える力学的構造、

そして床壁天井に関わる FFE の総体として、取捨選択をしながら実際の聖堂空間が発現する。 

 以上をまとめると、以下のようになる。 

ａ．聖堂の目的（典礼による祭儀、および祈りを行うこと） 

ｂ．聖堂の要求（典礼に行動的参加が可能／良く見え聞こえる、人に受容感が感じられること） 

ｃ．聖堂の機能（良く見え聞こえる空間形状・距離・視角度、動作・居心地を阻害しない FFE

等） 

ｄ．聖堂の空間（祭壇に向かい信徒席が横に広がった空間形態・祈りをアフォードする上昇

感を持つ空間＞支える力学的構造、床壁天井に関わる仕上げ・家具・機器装備を持つ空間） 
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1.3.本論文の概要 

1.3.1.総説 

 本論文では本研究の最終目的であるキリスト教会建築について、今後により良い設計結果を

社会に産み出すための教会建築設計の方法と必要な指針・情報について考察研究するため、次

のような手順で記述を行う。 

先ず１章では、この論文の示す研究の背景・目的・先行研究・方法・構成を述べた上で、論

文の全体像を示す。 

２章では、建築設計合理化のための嚆矢となった木村幸一郎らの建築計画原論に倣い、建築

空間とって基本となる快適な居心地に関する物理的研究を、音・熱・光といった環境工学的側

面から示す。具体的には、教会堂内で行われる（典礼規則という行動規範により予め）プログ

ラムされた行動を考究し、２つに類型化している。祭儀への参加者が司祭に同調して行う行動

には様々あるが、その音的特徴により「人声祭儀」(場合により voice と略して表記する)と、

「音楽祭儀」(場合により music と略して表記する)に分類する。この２つは、音的特徴が異な

ることから教会堂設計指針として堂内の残響時間等の音環境設計が異なるばかりでなく、その

際に行われる行動の特徴から、求められる光環境設計も異なる。 

３章では吉武らの使われ方研究をキリスト教会に適用して、既存建築事例の分析を通じて、

教会堂内の想定人間行動と教会堂空間の最適対応を考える空間行動論的側面から、事例より導

かれる設計指針と設計情報を示す。 

１～４節では、教会堂内にて行動規範により発現する行動の集積として例えば動線があるが、

さらに人・モノ間の相対距離、相対角度においても行動に齟齬がないか検証し、一定の範囲に

収まっていることを、実データに基づいて検証している。 

５節では、以上に述べた行動規範と、それによる行動類型の体験的理解と同意を形成するた

め、同意形成型設計プロセスにおいて必須の設計手法である『ワークショップ』実施事例を示

している。 

４章では３章を始めとする本研究・考察のバックデータを総括的に示し、本研究が行って来

た実験設計研究のデータを、設計作業の進行過程を踏まえつつ段階的に最適な設計を考える設

計プロセス論的側面から、設計過程に沿って示す。 

以上、３つの各側面から考察を行い、より良い設計のための指針・資料形成へと繋げて行く。

これはまた言い換えれば、設計の方向性を定める要求条件（プログラム）について、建築室内

音響等の音環境や光・熱環境という環境工学的要因を第１層とし、次に空間内想定行動への空

間対応という設計要求条件（プログラム）として、想定というよりも祭儀において一般的に定

められている行動手続き（祭式）という行動に関するプログラムを採用して第２層としている。

これは病院であれば術式あるいはクリニカルパスと呼ばれる一連の行動のプログラムに当た

る。最後に設計要求条件（プログラム）の第３層として設計プロセス論的側面を捉え、ほぼ同

様の設計指針に基づいて設計プロセスを進めた 30 余りの設計事例データをベースに、設計指

針・資料と設計結果との対応を考察する。 
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1.3.2.章別の概要 

第１章「緒言」では、研究の目的、先行研究概要、論文概要を示している。なお研究対象と

するキリスト教会の設計建設の背景や設計要求条件（プログラム）の裏打ちとなる、キリスト

教およびキリスト教会の歴史的変遷や現代の存在条件・要求条件については、本研究に必須の

ものとして参考論文にまとめた※７。 

なお初代教会の原点的・根源的行動プログラムであり、「最後の晩餐」の記念として聖餐卓を

囲むという祭儀の在り方については、本論文の内容の通底的な背景となる。 

 

第２章「教会建築設計資料形成のための音・光環境に関する実測報告」では環境工学的観点

に基づき、教会堂における設計の条件を決定づける要求条件（プログラム）を考察する方法を

示す。具体的にはカトリック教会とプロテスタント教会の、それぞれプログラムされた行動の

違いを現場実測により測定し、具体的な数値で明らかにする。これにより具体的な設計条件の

差異を、客観的なデータに基づき明らかにする。実測したのは、質的に異なる祭儀の時間（分

布）と室内（教会堂内）の照度分布である。 

 

第３章「キリスト教会の空間機能と対応する形態」では、行動の容器である建築として求め

られる行動と空間の対応を対象に、聖餐卓を囲むという原点に戻った（第二バチカン公会議典

礼に基づく）現代教会の設計事例を、使われ方研究・建築計画研究に基づき事例の現場実測デ

ータにより整理し類型学的に考察した。すなわち空間行動論的観点に基づき、求められる行動

に対応して求められる個々の行動条件に矛盾しないような空間条件を創り出す設計が得られ

たかを、明らかにする。 

 

なお、教会堂において想定される行動を分類整理し考察したものは、註記*7A に示した。ミ

サという呼称で集団行動として行われるものと、基本的には個人の行動として行われる「祈り」

という行動に対し、それぞれ対応できることが求められる。例えば、祭壇と信徒席の平面的位

置関係および距離に関する考察については、 

１）平面的位置関係と距離関係に関する考察 

２）祭壇と内陣高さおよび距離の関係考察 

３）祭壇中心シンボルへの見上げ角度と祭壇後壁までの信徒席からの距離関係考察 

などが、挙げられる。 

また吉武らに倣い設計結果の類型化を目指す中で、種々の型別の整理と類型を見出せる。 

これらを整理すると、 

１）距離または領域を指標として 

〔収容席数、教会堂面積、教会堂形状・形式、平面形状の縦横比〕など  

２）祈りの場のしつらえとなる光の配置等から見た教会堂 

３）典礼儀式の中心となる内陣面積と信徒席の面積の分析         等となる。 

 

 設計資料の範疇には時代的変化も含めたキリスト教の内容資料も必要であり、設計作業時に

教会関係者（神父・牧師、信徒、等）および近隣等との打合せ時に必要であるが、これは註記

*7B1,B2 にまとめた。2000 年の歴史を持ち、多くの研究が為されて来たキリスト教を集約する

ことなど困難とも言えるが、あくまで神学的範疇や歴史学的範疇などではなく、設計作業時に

設計者と施主・関係者との打合せ場面で必要な、コミュニケーションの基礎資料として示す。 
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 またもう一方、設計の指針としては過去に建設された教会堂の事例も、コミュニケーション

の基礎資料となる。現存しない著名な事例の参照もないではないが、多くは現存する著名な教

会堂であり、両者にとって共通体験し得るものであること、また教職者においては何らかの形

で訪問経験のあることが多く、その意味でもコミュニケーションにおける最も分かり易い共通

項になるものであることから、設計の要望や評価を受ける際に有用なコードとなる。これは註

記*10C1,C2 に示した。 

この章で採り上げた対象設計事例数は 17 であるが、下記の事例につき特に考察している。 

Ａ．カトリック麹町教会聖イグナチオ教会主聖堂（新/旧） 

Ｂ．東京サレジオ学園ドンボスコ記念聖堂 

Ｃ．カトリック神戸中央教会主聖堂 

Ｄ．カトリック調布教会聖堂 

Ｅ．カトリック菊名教会聖堂 

Ｆ．カトリック鹿児島司教区ザビエル記念聖堂 

Ｇ．浦和福音自由教会主礼拝堂 

Ｈ．山口カルメル会修道院聖堂 

 

 第４章「設計事例の分析・現代キリスト教会に求められる空間機能と、対応する教会形態」

では、設計方法研究に基づき、実際の設計プロセスを「目的－要求－機能－空間」の４段階に

整理しつつ、現代キリスト教の行動規範・プログラムに基づき、どのように設計が進められた

かを簡述し、その結果を諸元のデータとして示した。研究対象とした設計事例の具体的なデー

タを示すものである。 

先ずは現代キリスト教会の概要と求められる設計条件を示し、次に「目的－要求－機能－空

間」の４段階に分けて、共通的な設計要件を整理した。設計の方向付けとなる当初のプログラ

ムを簡潔な言葉で表したが、それについては背景別に次のように整理できる。 

・設計競技を通して設計者からコンセプトとして先に宣言したもの 

・設計競技の要項にうたわれたもの、 

・ワークショップによるユーザー参加で模索して宣言したもの 

この空間に込められた想いを現し設計作業を導く「ことば」は、先ずは設計の「目的」を明

確に指し示してくれる指針である。そして「目的」を「要求」に、そして「機能」「空間」とブ

レークダウンして行くすべての過程に、この「ことば」が設計者とクライアント・ユーザー間

の共通理解として関わっている。 

 

第５章「結語」では以上で得られた結論をまとめ課題点等今後の展望について述べる。 
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2.1． 緒言  

 本章では、１章に示した先行研究のうち、木村幸一郎らの研究 *1 に則り、キリスト教会の物

理的環境が社会的に求められる機能条件を満たしているか、あるいは満たすための方向性を備

えているかを、実測による客観的データに基づき考察することを目的としている。  

今日的課題である環境問題の具体的解決のためには、個別に環境システムを切り出して解析

するのでなく、異なる空間スケールを有する物理環境システム、それを操作する人間システム、

粒子としての人間が集積体を成す社会システムの３つのセクターを連関的に総合俯瞰する｢人

間―環境―社会システム｣*2 イデアを踏まえる必要がある。すなわち建築物の機能、用途毎の使

われ方や環境を個別に抽出分析する既往のアプローチに代わり、建物の室内環境を背景となる

環境と共に連関的俯瞰的に捉え直すことである。  

本章では、建築と社会的機能性が深く関わり、全世界約 70 億人中 20 億人超の信者を持つ現

代キリスト教会建築を事例に採り、その大部分を２分しているカトリックとプロテスタントと

の祭儀の差異が、室内環境の特性差として如何に具現しているかを、実測による客観データに

より考察することを目的としている。  

その背景となるキリスト教は世界宗教であるにも関わらず、日本においては祭儀（行動）を

踏まえた設計の資料・指針が乏しいことは、既に指摘した通りである。キリスト教会礼拝堂・

聖堂の室内環境構成法に関して、本稿では特に説教・聖書朗読等の人声を主とした祭儀（以降、

人声祭儀と略す。表中等では簡略に voice と表記している）と、聖歌朗唱・オルガン等の音楽

を主とした祭儀（以降、音楽祭儀と略す。表中等では簡略に music と表記している）の２分類

を行い、その比率に注目した。この２つは、聴覚環境として求められる明瞭度（一般に残響時

間が指標とされる）が異なると共に、視覚環境としても手元の書を読む行為と祭儀に関する人

を視る行為で求められる照度やその均斉度が異なることに注目する。  

すなわち一般論として、人声祭儀では明瞭性の高い音環境と明るく均斉な光環境が求められ、

一方、音楽祭儀では残響のあるライブな音環境とやや暗い落ち着いた光環境が求められるとい

う差異があって、設計指針として異なる。カトリックとプロテスタントでは祭儀の理念が異な

るだけでなく、その時間構成が異なる傾向があり、そのことを空間環境特性にどう反映して設

計しているかが問われる。 

本章ではこれまでに報告の無い上記課題に対し、2 種 5 事例、計 10 事例の実測データを採

取し検討を加え、設計上の有用な基礎資料・指針として蓄積するものである。  
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2.2． 手段 研究方法 調査方法 

2.2.1. データ採取方法・教会概要 

主日（日曜日）にプロテスタントの礼拝、カトリックのミサに参加し、祭儀の録音・観察を

行った。教会名、会派、採取日及び時間を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 データ採取教会と測定日・時間一覧  

 

 

データを採取した教会は、比較的よく知られている現代日本の教会から抽出した。プロスタ

ント 5 教会（日本基督教団銀座教会、日本基督教団渋谷教会、日本基督同盟教団横須賀中央教

会、ホーリネス教団淀橋教会、浦和福音自由教会※／日本基督教団はプロテスタントの中でも

大きな組織であり、淀橋教会・浦和教会とも著名な教会である）、カトリック 5 教会（麹町教会
※、菊名教会※、関口教会、北浦和教会、京都桂教会／麹町教会は信徒数が日本最大の教会であ

る）の全 10 教会である（筆者設計は※印)。 

 

聴覚環境に関しては、ボイスレコーダーによる音環境実測データに基づき、人声祭儀（説教

／聖書朗読、等）と音楽祭儀（賛美歌等／奏楽／慣用句朗唱、等）が、どのような順序・構成

でどの程度続くのかを測定した。毎回同じものである祈りの言葉などの慣用句朗唱は、音楽祭

儀に分類した。 

 

視覚環境では、建物竣工時の光環境採取データから照度分布を整理するとともに，祭儀中の

視る行為の種類（場面）を分類した。すなわち特に視線に制約の無い行為（以下、表中等では

簡略にαと表記する）、聖書・聖歌集等を視るために手元を視る行為（以下、表中等では簡略に

βと表記する）、そしてやや集中して祭壇・司式者等を視る行為（以下、表中等では簡略にγと

表記する）、の場面頻度を抽出する。 

  

教会名 所在地 開始 ～終了

A.銀座教会 東京都中央区 プロテスタント 日本基督教団 2012年 6月17日 10時30分 ～11時40分

B.渋谷教会 東京都港区 プロテスタント 日本基督教団 2012年 6月24日 10時30分 ～11時56分

C.横須賀中央教会 神奈川県横須賀市 プロテスタント 日本同盟基督教団 2012年 7月8日 10時30分 ～11時36分

D.淀橋教会 東京都新宿区 プロテスタント ホーリネス教団 2012年 7月15日 10時30分 ～12時8分

E.浦和福音自由教会 埼玉県さいたま市 プロテスタント 福音自由教会 2012年 12月12日 11時30分 ～12時40分

F.麹町教会 東京都千代田区 カトリック 東京司教区 2012年 4月15日 10時30分 ～11時20分

G.菊名教会 神奈川県横浜市 カトリック 横浜教区 2012年 8月19日 10時30分 ～11時28分

H.関口教会 東京都文京区 カトリック 東京大司教区 2013年 2月17日 18時30分 ～19時20分

I.北浦和教会 埼玉県さいたま市 カトリック 浦和司教区 2013年 3月3日 9時00分 ～10時8分

J.桂教会 京都市 カトリック 京都司教区 2013年 3月3日 19時00分 ～19時49分

会派　教団　教区 採取年月日
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2.2.2. 解析方法と手順 

実測の結果を、音環境と光環境に分けてデータ化した。これらの基礎データとなる祭儀の中

での時間と相互関係を、プロテスタント教会とカトリック教会それぞれについて分析する。基

礎となるデータの表は、歴史的に先行するカトリック教会を先に示すこととし、表 2-3 でカト

リック教会の祭儀礼(ミサ)における各場面の時間（人声／音楽等）、表 2-4 ではカトリック教

会祭儀礼(ミサ)における各場面の時間(視る行為)の測定値を示す。 

祭儀礼（礼拝）の構造が教会ごとに異なるプロテスタント教会については、カトリックに対

抗して設定された歴史も踏まえつつ、表 2-5 に教会別に測定値をまとめて示す。 

 

カトリック教会の祭儀礼(ミサ)の流れは典礼暦による差異は若干あるが、基本的に世界共通

である。下記に測定の元となる基本的な祭儀礼(ミサ)の流れをしめす。 

開祭  

入祭行列→入祭挨拶→回心への招きと祈り→憐みの賛歌→栄光の賛歌→集会祈願 

言葉の典礼 

旧約聖書朗読→答唱詩編→使徒書朗読→アレルヤ唱→福音崇敬と朗読 

→説教→信仰宣言→共同祈願 

感謝の典礼 

奉納の歌→奉納の儀→感謝の賛歌→奉献文→記念唱 

交わりの儀 

主の祈り→平和の挨拶→賛歌→信仰告白→拝領 

閉祭 

派遣の祝福・閉祭退堂 

 

プロテスタント教会の祭儀礼（礼拝）は説教中心であることと、教会ごとに順序も入れ替わ

るので、実測調査は観察と礼拝式次第およびヒアリングをもとに表記した。表 2-2 は要素を列

挙したものである。 

 

表 2-2 プロテスタント教会の祭儀礼（礼拝）の場面の種類  

 

  

ア イ ウ エ オ

カ キ ク ケ コ

サ シ ス セ ソ

タ チ ツ テ ト

ナ ニ ヌ詠唱 感謝のことば 朗読と説教

献金感謝 頌　　栄

祝祷　 報告 後奏 紹介 挨拶

讃詠･讃美（歌） 罪の告白・赦し 主の祈り

交読文 使徒信条 聖書朗読 牧会祈祷 説　　教

祈　　祷 沈黙の祈り 奏楽

※教会毎の祭儀礼(礼拝）の表現は若干調整　

祭儀礼（礼拝）の各場面の種類

前　　奏 礼拝招詞
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表 2-3 カトリック教会の祭儀礼(ミサ)における各場面の時間（人声／音楽等）  

 

 

 

  

人声祭儀 音楽祭儀 人声祭儀 音楽祭儀 人声祭儀 音楽祭儀 人声祭儀 音楽祭儀 人声祭儀 音楽祭儀

180 130 110 70 60

10 70 40

40 60

40 60 50 70 50

70 150 50

80 100 15 180 75

70 40 135 200 60

140 190 115 145 255

70 90 95 130 40

50 10 25 20

80 170 150 190 320

310 610 610 440 425

70 70 40 60 120

130 90 130 200 135

200 150 190 160 120

130 125 220 120

120 50 70 50

140 65

190 240

50 130 150 60 60

80 60 20 60

780 540 220 440

230 110 150 630 30

660 2340 1000 2480 1120 1920 1160 2920 980 1970

祭儀礼（ミサ）の場面　

2950

信仰告白

330

奉納の儀

感謝の賛歌

入祭唱・行列

入祭のあいさつ

憐みの賛歌

栄光の賛歌

170 230
回心への招き祈り

アレルヤ唱

福音崇敬と朗読

答唱詩編

使徒書の朗読

集会祈願

旧約聖書朗読

合計

F 麹町教会　　

単位：秒（S)

派遣の祝福,閉祭

3000 3480 3040 4080

240
拝領

150 190 330
賛歌

主の祈り

G 菊名教会 H　関口教会 I 北浦和教会 J 桂教会

小計

平和のあいさつ
40 90

340
記念唱

奉献文
310

共同祈願

奉納の歌

説教

信仰宣言
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表 2-4 カトリック教会祭儀礼(ミサ)における各場面の時間(視る行為) 

 

 

 

 

 

  

α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ

180 130 110 70 60

10 40

40 60

40 60 50 70 50

70 150 50

80 100 15 180 75

70 40 135 200 60

140 190 115 145 255

70 90 95 130 40

50 10 25 20

80 170 150 190 320

310 610 610 440 425

70 70 40 60 120

130 90 130 200 135

200 150 190 160 120

130 125 220 120

120 50 70 50

140 65

190 240

50 130 150 60 60

80 60 20 60 60

780 540 220 440 180

230 110 150 630 30

780 410 1810 540 410 2530 220 475 2345 440 675 2965 180 490 2280

3000 3480 3040 4080 2950

J 桂教会

330

70 170 230

310 340

150 190

G 菊名教会

90

H　関口教会 I 北浦和教会

α ：視野の特定なし　β ：手元の書を視る　γ ：内陣の祭儀礼を視る　単位：秒（S)

小計

合計

賛歌

信仰告白

拝領

派遣の祝福,閉祭

主の祈り

平和のあいさつ
40

奉納の儀

330
感謝の賛歌

奉献文

記念唱

アレルヤ唱

福音崇敬と朗読

説教

信仰宣言

共同祈願

奉納の歌

憐みの賛歌

栄光の賛歌

集会祈願

旧約聖書朗読

答唱詩編

使徒書の朗読

祭儀礼（ミサ）の場面　

入祭唱・行列

入祭のあいさつ

回心への招き祈り

F 麹町教会　　
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表 2-5 プロテスタント教会の祭儀礼（礼拝）における人声／音楽等の各場面の時間と視る行

為の各場面の時間 

 

 

 

  

人声祭儀 音楽祭儀 α β γ
ア 前奏 180 180

イ 礼拝招詞 40 40

ウ 讃詠･讃美（歌） 50 50

オ 主の祈り 50 50

カ 交読文 130 130

キ 使徒信条 60 60

ウ 讃詠･讃美（歌） 210 210

ク 聖書朗読 340 340

ケ 牧会祈祷 320 320

ウ 讃詠･讃美（歌） 140 140

コ 説教 1820 1820

サ 祈祷 70 70

セ 献金感謝 455 455

ソ 頌栄 95 95

タ 祝祷 40 40

チ 報告 225 225

2985 1240 635 3110 480

A 銀座教会

α ：視野の特定なし　β ：手元の書を視る　γ ：内陣の祭儀礼を視る　単位：秒（S)　　

各場面の時間（人声・音楽等） 各場面の時間（視る行為）

4225

小計

合計 4225

祭儀礼の場面

人声祭儀 音楽祭儀 α β γ
ア 前奏 130 130

ウ 讃詠･讃美（歌） 220 220

オ 主の祈り 60 60

カ 交読文 110 110

ウ 讃詠･讃美（歌） 180 180

ク 聖書朗読 80 80

サ 祈祷 360 360

ウ 讃詠･讃美（歌） 330 330

コ 説教 2175 2175

サ 祈祷 125 125

シ 沈黙の祈り 30 30

ス 奏楽 370 370

ニ 感謝のことば 160 160

ソ 頌栄 50 50

タ 祝祷 30 30

チ 報告 750 750

3790 1370 160 4265 735

各場面の時間（人声・音楽等） 各場面の時間（視る行為）

α ：視野の特定なし　β ：手元の書を視る　γ ：内陣の祭儀礼を視る　単位：秒（S)　　

B 渋谷教会

5160

小計

合計 5160

祭儀礼の場面
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人声祭儀 音楽祭儀 α β γ
ア 前奏 60 60

イ 礼拝招詞 30 30

ウ 讃詠･讃美（歌） 90 90

エ 罪の告白・赦し 130 130

ウ 讃詠･讃美（歌） 220 220

オ 主の祈り 40 40

カ 交読文 190 190

ケ 牧会祈祷 360 360

ク 聖書朗読 140 140

ウ 讃詠･讃美（歌） 230 230

コ 説教 2070 2070

ウ 讃詠･讃美（歌） 130 130

セ 献金感謝 180 180

ソ 頌栄 40 40

タ 祝祷 40 40

ツ 後奏 50 50

2830 1170 290 3270 440

C 横須賀中央教会

各場面の時間（人声・音楽等） 各場面の時間（視る行為）

α ：視野の特定なし　β ：手元の書を視る　γ ：内陣の祭儀礼を視る　単位：秒（S)　　

40004000

小計

合計

祭儀礼の場面

人声祭儀 音楽祭儀 α β γ
ア 前奏 50 50

イ 礼拝招詞 25 25

ウ 讃詠･讃美（歌） 80 80

エ 罪の告白・赦し 275 275

ケ 牧会祈祷 150 150

ス 奏楽 60 60

オ 主の祈り 180 180

ウ 讃詠･讃美（歌） 180 180

ト 挨拶 370 370

ク 聖書朗読 280 280

ソ 頌栄 150 150

コ 説教 2710 2710

テ 紹介 940 940

チ 報告 90 90

ウ 讃詠･讃美（歌） 210 210

ニ 感謝のことば 70 70

ナ 詠唱 90 90

4265 1645 110 5400 400

α ：視野の特定なし　β ：手元の書を視る　γ ：内陣の祭儀礼を視る　単位：秒（S)　　

5910合計 5910

D 淀橋教会

各場面の時間（人声・音楽等） 各場面の時間（視る行為）

小計

祭儀礼の場面
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祭儀の在り方の違いが、実際の教会でどのような設計結果に還元されているかを検証する

ために、筆者による 8 つの教会の設計事例のデータから導かれる結果を考察する。3 つのプロ

テスタントと 5 つのカトリック教会でメッシュ状に設定した床上 1ｍの照度分布図（図 2-5）

をもとに、各照度が出現する測定点数を面積として現しグラフ化する（図 2-6、図 2-7）。併

せて、現場における観察から行為場面の種別分析を行う。  

 

 

  

人声祭儀 音楽祭儀 α β γ
ア 前奏 75 75

イ 礼拝招詞 410 410

ウ 讃詠･讃美（歌） 160 160

ケ 牧会祈祷 420 420

ウ 讃詠･讃美（歌） 360 360

ヌ 朗読と説教 2010 2010

セ 献金感謝 300 300

ソ 頌栄 60 60

タ 祝祷 50 50

ツ 後奏 10 10

チ 報告 390 390

3280 965 385 3390 470

各場面の時間（人声・音楽等） 各場面の時間（視る行為）

α ：視野の特定なし　β ：手元の書を視る　γ ：内陣の祭儀礼を視る　単位：秒（S)　　

4245合計 4245

E 浦和福音自由教会

小計

祭儀礼の場面
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2.3. データのまとめと考察 

2.3.1. 音環境面についてのまとめと考察 

表 2-3、表 2-5 から主日（日曜）時の説教等人声祭儀（voice）と讃美歌オルガン等音楽祭儀

（music）の割合を図 2-1 に示した。各祭儀の総時間が横軸の長さである。 

 

図 2-2ではプロテスタント教会とカトリック教会それぞれにおける人声祭儀と音楽祭儀の平

均の割合を円グラフで示した。祭儀時間の割合に明らかな違いが認められる。プロテスタント

教会では人声祭儀が主、カトリック教会では逆になっている。 

 

さらに教会ごとの総時間、人声祭儀と音楽祭儀の割合の平均値と標準偏差を総括表 4 にまと

めた。平均して総時間はプロテスタント教会が長く 1 時間を超える。明瞭度の必要な人声祭儀

割合は 72.9％であり、カトリックの 29.8%とほほ逆転する。 

 

標準偏差はプロテスタント教会で 2.72 であり、バラツキが小さく説教が平均的にかなり長

いことが指摘できる。カトリック教会における標準偏差は 5.59 でバラツキが大きく、しかも

人声祭儀時間の総和が平均して短い。祭儀形態には世界共通の標準がありながら、説教の長さ

には司祭個人の差が出ることも分かる。 

 

 

 

図 2-1 教会における人声と音楽等の各時間の割合 (単位:秒) 
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図 2-2 教会における人声と音楽等の時間割合の平均（％） 

 

 

表 2-6 教会における人声と音楽等の時間データの総括 

 

 

 

 

  

Σ 人声祭儀 Vo/Σ 偏差 音楽祭儀 Mu/Σ 偏差

A 4225 2985 70.7 -2.21 1240 29.3 2.21
B 5160 3790 73.4 0.59 1370 26.6 -0.59

C 4000 2830 70.8 -2.11 1170 29.3 2.11

D 5910 4265 72.2 -0.69 1645 27.8 0.69

E 4245 3280 77.3 4.41 965 22.7 -4.41

Ave 4708 2833 72.9 1278 27.1

2.72 2.72

F 3000 660 22.0 -7.85 2340 78.0 7.85

G 3480 1000 28.7 -1.11 2480 71.3 1.11
H 3040 1120 36.8 7.00 1920 63.2 -7.00
I 4080 1160 28.4 -1.41 2920 71.6 1.41

J 2950 980 33.2 3.37 1970 66.8 -3.37

Ave 3310 984 29.8 2326 70.2

5.59 5.59

Pr：プロテスタント、Ca：カトリック　Σ ：計　Vo：人声祭儀　Mu：音楽祭儀　STD：標準偏差　　単位：秒

STD（Pr）

STD(Ca）
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2.3.2. 光環境面についての照度分布と視る行為のまとめと考察 

表 2-7 にある祭儀時の行為場面の種類、特に視線に制約の無い行為(α）、聖書・聖歌集等を

見るために手元を視る行為(β)、祭壇・司式者等を視る行為（γ）の時間的割合を図 2-3 と図

2-4 に示した。 

 

ここでもプロテスタントとカトリックで、祭儀による各時間の割合の差がみてとれる。プロ

テスタント教会では「手元を視る」、カトリック教会では「内陣を中心に視る」に時間が集中す

る。視る行為に関する総括表 5 からも前者の手元を視る行為の割合は 80.8％であり、後者は祭

壇・司式者等を視る行為が 72.0％である。 

 

 

 

 

図 2-3 教会における視る行為の各時間の割合(単位:秒) 

 

 

 

図 2-4 教会における視る行為の時間割合の平均（％）  
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表 2-7 教会における視る行為の時間データの総括  

 

 

 

 

2.3.3. 実測した教会の照度分布のまとめと考察 

図 2-5 に平面をメッシュ分割して床上 1m で測定した室内照度の空間分布を示す。また，図

2-6と図 2-7はプロテスタント、カトリック教会でクラス分けした上記照度の頻度分布である。 

 

 

Σ α α /Σ 偏差 β β /Σ 偏差 γ γ /Σ 偏差

A 4225 635 15.0 7.77 3110 73.6 -8.24 480 11.4 0.47

B 5160 160 3.1 -4.16 4265 82.7 0.81 735 14.2 3.36

C 4000 290 7.3 -0.01 3270 81.8 -0.10 440 11.0 0.11

D 5910 110 1.9 -5.40 5400 91.4 9.52 400 6.8 -4.12

E 4245 385 9.1 1.81 3390 79.9 -1.99 470 11.1 0.18

Ave 4708 1580 7.3 3887 81.8 505 10.9

5.25 6.39 2.67

F 3000 780 26.0 12.87 410 13.7 -1.18 1810 60.3 -11.69

G 3480 540 15.5 2.39 410 11.8 -3.06 2530 72.7 0.67

H 3040 220 7.2 -5.89 475 15.6 0.78 2345 77.1 5.11

I 4080 440 10.8 -2.34 675 16.5 1.70 2965 72.7 0.65

J 2950 180 6.1 -7.03 490 16.6 1.76 2280 77.3 5.26

Ave 3310 432 13.1 492 14.8 2386 72.0

8.08 2.08 6.92

Pr：プロテスタント、Ca：カトリック　Σ ：計　α ：視野特定なし、β ：手元、γ ：内陣、STD：標準偏差　単位：秒

STD（Pr）

STD(Ca）
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図 2-5 8 教会における照度分布の実測図(1:1000) 

 

 

 

プロテスタント教会では、聖書の引用を手引きとするので字の小さい聖書を絶え間なく視

る必要がある一方、カトリック教会では大きな字のパンフレットが配布されており、且つ音

楽的要素が多い。 
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図 2-6 3 つのプロテスタント教会の照度の頻度分布 

 

 

 

図 2-7  5 つのカトリック教会の照度の頻度分布 

 

 図 2-6 の比較によるとプロテスタント教会における信徒席は全般的に明るく 200lx 以上が

確保されその範囲も広い。ただし 500 名を超える浦和福音自由教会では、信徒席の外周が広

いためその部分の照度は高い必要がなく低い。一方カトリック教会では高い照度の部分は少

なく、全般的に明るくない。各事例の収容席数は 30～300 名と異なっていても祭儀の中心で

ある内陣部分の面積はほぼ同等であり違いは少ない。また演出上からもスポット照明を併用

しているので、全般的に照度の差は大きい傾向がある。 
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2.4 結論 

以上の考察から、現代教会建築におけるプロテスタントとカトリックの聖堂空間の、都市

－建築－環境システムとしての音環境および光環境特性の違いが明確になった。 

音環境では、人声祭儀を重視するプロテスタント教会と音楽祭儀を中心とするカトリック

教会とでは、一般論として望ましいとする教会の最適残響時間は異なる*3 と言われる。 

本報告では初めてその実測を行い、祭儀時間の割合の違いを数値により明らかにした。オ

ルガンや聖歌の豊かな響きを確保しつつ、いかにして人声祭儀の明療度を確保するかが教会

建築の基本的な音響設計課題だが、プロテスタントとカトリックでは設計指針が相当異なる

ことになる。但し最適残響時間は、室容積・座席数等により適値に違いがあるため目的設定

が難しい課題ではある。 

 

 光環境では、祭儀上で手元の明るさに対する要求があり聖堂内が全般的に明るく均斉度が

高いプロテスタントと、全般的に照度が低くスポットによる演出等で均斉でないカトリック

で差異があった。 

 

以上、人声祭儀と音楽祭儀の割合が、プロテスタントとカトリックで明白な差異が確認さ

れ、この祭儀の在り方の差が、建築空間の物理的環境因子への要求に差異を求める結果、設

計された空間の音環境および光環境に差異を生じさせていることが明らかとなった。 
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第 2 章 参考文献・註記 

 

*1 木村幸一郎「建築計画原論」新版（共立出版）1959.5 

*2 谷本潤「環境解析論」；環境システムの数理解析基礎，九州大学出版会，2012 

*3 適する残響時間範囲は、講演等の人声を主とした行為場面と音楽を主とした行為場面

（より長い）では異なる。ホールの室容積・客席数・音楽の質でも違う。多くの考察の積み

重ねがあるが一例として、永田音響設計 News 88-5 号（通巻 5 号）発行：1988 年 5 月 25 日 

 

 

照度分布実測協力 

清水建設株式会社・株式会社竹中工務店・藤木工務店株式会社・山田照明株式会社 

株式会社村上晶子アトリエ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 キリスト教会既設計事例における 

行動と空間の対応 
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3.1．緒言 

3.1.1.本章の目的 

本研究では、建築物の機能、用途毎の使われ方や環境を個別に抽出分析する既往のアプロー

チに代わり、建築室内環境を連関的俯瞰的に捉え直すため、研究モデル｢人間―環境―社会シ

ステム｣*1の構築に向けた具体的対象として、都市における建築要素でありながら人間社会シス

テムとの関わりが深い宗教建築としての教会建築を考究対象にする。 

そのための実験研究設計として、教会堂設計事例結果(16 事例）を、旧聖イグナチオ教会も

含めて、相対的客観的に比較考察可能とするため、多くの設計事例（表 3-1）を客観的な指標

に基づいて数値化（表 3-2）した。本論文では現代の典礼規則原則が 20 世紀に大きく変化した

（第二バチカン公会議典礼と呼ばれる）ことに注目して、その単純な原理に従って設計を行っ

た事例結果が大きく変化したことを検証することを目的とし、これにより典礼規則原則の変化

による設計の目標・条件の時代的変化が、設計結果の変化に対応しているかを確認して、｢人間

―環境―社会システム｣としての現代キリスト教会の設計指針確立への糸口としようとするも

のである。従って設計目標に関わる要因*２、すなわち聖堂の平面（規模・面積、形状、縦横比、

信徒席数・面積、内陣・祭壇面積、等）特性、聖堂断面（高さ・容積、形状、ステンドグラス

を含む開口部面積・高さ、等）特性、および相互位置関係（距離・角度×祭壇・信徒席・象徴、

等）についてのみ分析考察する。 

なお教会堂に求められる条件整理を、簡略化した設計過程（目的－要求－機能－空間）に沿

って要約したものを次項に簡単に示す。これについては、次の４章（設計事例）において設計

過程を導いた条件として、再度整理して示す。また事例毎の設計結果に前提あるいは背景とし

て対応すべき、施主（キリスト教会・修道会等／聖職者・信徒）からの与条件・設計条件・設

計目標等の設計問題の構成要因整理については、付録の項で記述している。 

 

3.1.2.教会堂に求められる設計条件の整理 

教会堂・聖堂に求められる設計条件は多岐に渡るが、これを簡略化して目的－要求－機能－

空間という過程に沿って示す。 

ａ．聖堂の目的（典礼による祭儀、および祈りを行うこと） 

ｂ．聖堂の要求（典礼に行動的参加可能／良く見え聞こえる、入室者に受容感が感じられる） 

ｃ．聖堂の機能（良く見え聞こえる空間形状･距離･視角度、動作・居心地を阻害しない FFE 等） 

ｄ．聖堂の空間（祭壇に向かい信徒席が横に広がった空間形態・祈りをアフォードする上昇感

を持つ空間＞支える力学的構造、床壁天井に関わる仕上げ・家具・機器装備を持つ空間） 

 

表 3-1 既設計教会事例の記号と名称対照表  

記 名称 記号 名称 記号 名称 

00OA 旧聖ｲｸﾞﾅﾁｵ教会 05B1 ｻﾚｼﾞｵ学園ﾄﾞﾝﾎﾞｽｺ聖堂 11F1 鹿児島ｶﾃﾄﾞﾗﾙ聖堂 

  06B2 ｻﾚｼﾞｵ学園小聖堂 12F2 鹿児島ｶﾃﾄﾞﾗﾙ小聖堂 

01A1 聖ｲｸﾞﾅﾁｵ教会主聖堂 07C1 ｶﾄﾘｯｸ神戸中央教会聖堂 13G1 浦和福音自由教会主礼拝堂 

02A2 聖ｲｸﾞﾅﾁｵ教会ｸﾘﾌﾟﾀ 08C2 ｶﾄﾘｯｸ神戸中央教会小聖堂 144G2 浦和福音自由教会小礼拝堂 

03A3 聖ｲｸﾞﾅﾁｵ教会小聖堂 09D1 ｶﾄﾘｯｸ調布教会聖堂 15H1 山口ｶﾙﾒﾙ会内部聖堂 

04A4 聖ｲｸﾞﾅﾁｵ教会中聖堂 10E1 ｶﾄﾘｯｸ菊名教会聖堂 16H2 山口ｶﾙﾒﾙ会外部聖堂 
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表 3-2 既設計教会事例の比較データ  

 

O/A A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 D1 E1 F1 F2 G1 G2 H1 H2 単位

完成年 1949 1996 1996 1996 1998 1987 1989 2004 2004 2008 2008 1999 1999 2005 2005 2002 2002 年

収容席数 480 700 80 100 200 200 20 300 30 280 280 300 30 500 100 30 20 席

形状タイプ　TR,TS,TO         　　  ※1 TR TO TO TS TS TO TO TO TR TO TO TS TS TO TR TR TR

形式  A,B,C      　　　   　　   　　※2 A C B B B B C C A B B B A B A A B

面積　　　                  　                [a1]                                    497 1042 116 119 277 328 40 490 48 360 345 378 30 513 97 70 96 ㎡

縦軸距離　　　          　　         　  [l1] 43840 29960 8425 9065 15165 18000 6970 25760 8840 22085 16340 21975 5940 19530 13250 15390 12490 mm

横幅  　    　　　　　                　  [l2] 15400 44270 19210 12065 21620 21710 6970 23915 5250 21345 24990 20300 5090 27200 6860 4280 7520 mm

縦横比                                  　      [l1/l2] 280 67 43 78 110 83 100 110 170 100 67 110 120 48 190 360 170 ％

体積 5340 14419 440 580 1695 2504 150 5304 288 2535 1290 4725 215 5590 516 396 407 ㎥

室内の最低高さ　　　　　 　　     [h1] 9450 2600 3800 2070 2400 2750 1800 8050 2600 5125 2400 2500 2400 2910 2225 4410 2400 mm

室内の最高高さ　　　　　　          [h2] 13145 18250 3800 5000 8710 8600 5550 14440 6900 10700 8820 15915 7430 11250 6315 7170 6970 mm

室内の平均高さ 　　　　　   　      [h3] 10750 13830 3800 4870 6125 7635 3740 10825 6000 7040 3740 12500 7175 10900 5320 5670 4240 mm

室内壁面積                        　　　   [a2] 1100 1583 85 213 276 620 89 1180 148 510 136 350 148 443 187 191 148 ㎡

採光部面積           　　　　　         [a3] 128 413 16 8.8 171 56.7 2.6 75.1 9.8 35.0 44.0 340.0 16 103 62 6.7 12.6 ㎡

開口率                                         [a3/a2] 10 21 16 4 38 8 3 6 6 6 24 49 10 19 25 3 8 ％

ステンドグラス面積                        [a4] 128 144 16 0 170 7.7 1.8 74.4 1 12.5 7.2 330 0 82.5 0 5.3 1.8 ㎡

一般ガラス面積                               [a5] 0 269 0 8.8 1 47 0.8 0.7 8.8 22.5 36.8 10 15.8 20.5 62 1.4 10.8 ㎡

ステンドグラス面積　 H≦3ｍ   　   [a6] 9.0 56.8 10 0 0 7.7 0.0 20.1 9.3 3.5 0.0 10 0 22.5 0 0 0 ㎡

ステンドグラス面積　 ＞3ｍ           [a7] 119.0 87.2 6 0 170 47.0 1.8 55.0 0.5 9.0 7.2 330 0 60 0 5.3 1.8 ㎡

採光部面積 H≦３ｍ                          [a8] 9.0 56.8 10 8.8 1 39.0 0.8 25.9 2.2 3.5 36.8 10 0.8 43 30 0.9 7.6 ㎡

採光部面積 ＞３ｍ                           [a9] 119.0 356.2 6 0 170 17.7 1.8 49.2 7.6 31.5 7.2 330 15 60 32 5.8 5.0 ㎡

内陣面積                                        [a10] 86 235 31 26 58 48 12 125 18 35.0 36.5 103 10 103 32 38 38 ㎡

内陣面積/全体面積                             [a10/a1] 17 23 27 22 21 15 30 26 38 10 11 27 33 20 33 54 40 ％

信徒席面積   　                             [a11] 263 427 21 43 108 106 28 202 16 165 152 133 11 270 47 14 26 ㎡

信徒席面積/全体面積 　            [a11/a1] 53 41 18 36 39 32 70 41 33 46 44 35 37 53 48 20 27 ％

入口から祭壇までの距離 34275 23740 4945 7790 13710 12245 4780 19615 7960 18845 13885 18000 3885 18270 10920 10720 10480 mm

入口の数 3 7 1 1 3 2 1 3 1 4 5 3 1 4 1 1 2

入口幅（合計） 6000 11880 1485 1075 4260 2750 800 4830 1000 6905 7385 4000 930 6840 1720 1600 1730 mm

席の前後間隔 900 980 900 835 950 980 830 950 900 900 900 900 900 900 800 900 - mm

席の間隔 480 530 - - - 480 - 530 - 500 500 480 - 530 - - - mm

席の高さ,床の勾配 図3-2 図3-2 - - - 図3-2 - 図3-2 - 図3-2 図3-2 図3-2 - 図3-2 - - -

最前席と祭壇までの距離 11780 7500 2175 1725 4315 4215 2245 4650 1745 3760 4595 6030 1815 5040 2325 4840 5640 mm

最小値(↑)- 最大値(↓) 13320 8480 2965 2755 6150 8750 2290 7025 2410 6605 7325 7175 2110 8620 3235 5120 6265 mm

最後席と祭壇までの距離 31710 17285 3935 5840 11110 9620 2245 12615 4650 10890 10900 12100 4120 14750 9465 8400 8020 mm

最小値(↑)- 最大値(↓) 32315 17630 4805 6395 11740 11640 2290 13465 4945 14835 12885 13435 4255 15590 9595 8575 8210 mm

祭壇と前列端までの角度 4 8 19 27 17 28 3140 11 24 14 11 10 40 29 17 12 26 °

中央側(↑)- 最端(↓) 28 96 66 72 61 65 4895 101 48 77 80 62 49 87 55 21 5 °

祭壇と後列端角度 2 4 12 8 7 5 0 5 9 60 5 4 7 16 4 5 16 °

中央側(↑)- 最端(↓) 11 73 63 40 36 35 61 51 22 21 47 46 16 52 16 9 4 °

祭壇と後壁距離 2790 6830 3480 1700 1695 2730 63 8025 2330 3530 2435 4285 1250 2460 2285 4675 2650 mm

最前席と象徴までの距離 14570 10345 5435 2840 5890 6745 12 9580 3935 7675 4900 9925 2845 7280 4560 - 8105 mm

最小値(↑)- 最大値(↓) 15845 14295 5580 7000 8555 10210 1560 12620 4960 6420 7385 10280 3140 9100 4930 - 8915 mm

最後席と象徴までの距離 34500 20690 7090 6590 12275 12345 3300 19545 6920 12490 11205 15400 5340 17125 11745 - 10590 mm

最小値(↑)- 最大値(↓) 35056 24100 7370 10380 14150 13975 4095 20625 7555 17410 13100 17710 5605 18050 11810 - 10860 mm

最前席と象徴までの角度 - 21 15 41 11 33 24 31 41 23 26 20 27 42 40 - 19 °

最後席と象徴までの角度 - 12 11 21 5 19 15 19 26 9 10 12 14 20 18 - 16 °

※１　　タイプTR.長方角　　タイプTS.正方形　　　　   タイプTO.その他

※２　　形式A.長堂式　　　 形式B.緩やかな対面式　　　形式C.緩やかな集中式

00.O/A：旧聖イグナチオ教会 

01.A1：聖イグナチオ教会　主聖堂 09.D1：カトリック調布教会

02.A2：聖イグナチオ教会　クリプタ 10.E1：カトリック菊名教会

03.A3：聖イグナチオ教会　小聖堂 11.F1：鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂　主聖堂

04.A4：聖イグナチオ教会　中聖堂 12.F2：鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂　小聖堂

05.B1：東京サレジオ学園　ドンボスコ記念聖堂 13.G1：浦和福音自由教会　主礼拝堂

06.B2   東京サレジオ学園　小聖堂 14.G2：浦和福音自由教会　小礼拝堂

07.C1：カトリック神戸中央教会　主聖堂  15.H1：山口カルメル会　外部聖堂

08.C2：カトリック神戸中央教会　小聖堂 16.H2：山口カルメル会　歌隊席聖堂
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図 3-1 既設計事例における教会堂の比較 図の関係 

図 3-2 祭壇・内陣と信徒席との関係、床勾配を含む断面 
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図 3-1a 面の大きさ・形状の比較 
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図 3-1b 面の大きさ・形状の比較 
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図 3-2a 祭壇・内陣と信徒席との関係、床勾配を含む断面 
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3-2b 祭壇・内陣と信徒席との関係、床勾配を含む断面 
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3.2．実験  

 本研究では、１章に示した吉武らの建築計画理論に基づき、実際の設計建設事例を一次実

験資料と捉えた。これらの設計事例は、共通的にカトリック教会における「第二バチカン公

会議典礼」と呼ばれるプログラムを守りながら設計・計画しており、その結果が吉武の示し

たように一定の建築空間の型を示せば、教会設計法の一つの指針となることになる。設計結

果のデータ一覧を表 3-2 に示す。また比較のため、第二バチカン公会議以前の既成類型の典

型の一つである聖イグナチオ教会旧聖堂のデータも加えた。データ諸元の事例として聖イグ

ナチオ教会の新・旧聖堂を示す（図 3-3,11）。 

総括表・比較図の元になる事例個別のデータは、４章に設計事例ごとに示した。 

 

3.3．結果 

 表 3-1,2、図 3-1～11 に、設計実験結果を示した。 

 

3.4.考察 

3.4.1.祭壇と信徒席の平面的配置関係と断面的関係 

3.4.1.1.祭壇と信徒席の平面配置関係の考察 

図 3-1 には、祭壇と信徒席の平面の関係を示した。ここから、全事例において祭壇（聖餐

卓を置く場所）から信徒席最後部席の列までの距離が、20ｍ以内に納まっていることが分か

る。 

先述の「良く見え良く聞こえる」ためには、平面形状を長くせず丸くして、相互に近くす

る必要があり、200 席のドンボスコ記念聖堂から、700 席の聖イグナチオ教会まで、席数に差

があっても祭壇までの距離はほぼ同等である。典礼所作の動きと関係する信徒席最前列は、

祭壇からほぼ 7m のラインに位置する。聖イグナチオ教会の旧聖堂（O/A,480 席）は、改修は

されたが祭壇から後席までの距離は 31.7ｍ～32.3ｍと長く、祭壇から最前列までの距離は

11.7ｍ～13.3ｍある。 

人間の認識に係る行動距離について、相互認識域を、近接相で 3m～7m、遠方相で 7m～20m

とする研究が報告されている。ここでは「相手を知人と認め、表情等もわかり、あいさつを

かわす距離で、エドワード･ホール E.T.Hall による公衆距離に相当する。この範囲の近接相

では話しかけることを始める。」とある。また、識別域としては、近接相で 7m～20m、遠方相

で 20m～35m とも述べられている。「知人であることがわかる範囲で、近接相では表情がわか

り合図等を送り始める、遠方相では合図もせず、そのまま遠ざかり全くかかわり合いになら

ずに済む範囲である。」*3と距離の認識、識別について述べられている。 

教会堂での行動的参加を身体的次元で可能にするには、相互距離の小ささが必須である。

「表情等もわかり、あいさつをかわす距離」の相互認識域に入っていることと、識別域にお

ける「表情がわかり合図等を送り始める近接相」の範囲であることも重要である。比較とし

て、聖イグナチオ教会旧聖堂では、相互認識域の近接相に入るのは、前列の 1/3 程度までで

ある。旧聖堂で問題とされた「参加がしにくい、ミサの所作が見にくい」ことが数値的に検

証できる。 
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図 3-3 聖イグナチオ教会 新旧聖堂の比較 上） 旧聖堂 下） 新聖堂 
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3.4.1.2.祭壇と内陣の高さと距離の関係 

図 3-2 は、祭壇・内陣と信徒席との関係、床の勾配も含めた断面の関係を示した図である。

ここから、既成の旧聖堂は、祭壇が遠く内陣の壇が高いことがわかる（1050mm）。内陣が上

がると段が必要であり段数に応じた奥行き分が信徒席から遠くなる。このため内陣中央の祭

壇までの距離は、信徒席最前列から 11ｍ以上となる。内陣が高くなると祭壇が信徒席から遠

くなり、典礼にある親しい関係がつくりにくいことが分かる。 

現代の典礼に合致させるためには、床に勾配をつけることや祭壇を囲む信徒席配置による

視界の確保だけでなく、内陣高さを抑えることも必須である。図 3-2 の聖イグナチオ教会

A1・カトリック神戸中央教会 C1・浦和福音自由教会 G1 で、内陣の高さが 180mm～300mm まで

に抑えられ、プログラムの目的、要求である「良く見える関係」が守られている。 

 

3.4.1.3.中心シンボルへの見上げ角度と祭壇後壁までの信徒席からの距離 

図 3-2 では、十字架や御像などの聖堂の精神的な中心となるシンボル（視覚化された象徴）

への見上げ角度、祭壇後壁までの信徒席からの距離の関係を示す。 

共通して中心シンボルの位置は、最後列から 12 度～20 度程度、最前列からは 20 度～30 度

で、自然に仰ぎ見ることができる角度に納まっている。次に祭壇後方の壁との距離だが、近

い場合はシンボルへの見上げ角度が急になるか、祭儀の間にシンボルと司式司祭が視覚上重

なる等の不都合が生じる。これらは、祈りの空間としての聖堂にとっても、重要な要素であ

る。 

 

3.4.2.内陣祭壇信徒席開口部等の位置関係 

表 3-2 の基になる図 3-1,2 には聖堂の基本的な平面図・断面形状図・展開図を示した。こ

れらは開口部形状と採光面積を示し、併せて内陣と信徒席（固定席）、祭壇から信徒席最前

列までの距離、最後列までの距離、角度、聖堂全体の縦・横の比を表している。 

 

 

図 3-4 開口部面積率（％） 

 

 16 事例のほとんどが 10～20％の開口率であり、オフィス・学校等に比べて閉じた空間が求

められていることが分かる。例外的に高い開口率を示すものがあるが、それでも 50％を超え

ることはない。高いものは 2 事例で、(A4)聖イグナチオ教会中聖堂、および(F1)鹿児島カテ

ドラル・サビエル記念聖堂である。(A4)は(A3)の同教会小聖堂の低さと対比的だが、大中小
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の聖堂を持つ大きな教会の中での機能分担があり、静かな祈りや瞑想等の個人的な行動を行

うための(A3)小聖堂に対し、(A4)中聖堂は明るい開放的な空間の中での小集会的な行動を受

容する機能分担がある。また(G2)浦和福音自由教会小礼拝堂も若干高く、集会室的な機能も

持つが、それでもほぼ先述の範囲には納まっている。 

 なお開口率の高い F1 はパンチングメタルを半分程度重ねているなど、開口率の高い場合は

開口の取り方・採光の仕方に工夫が見られ、単純に面積だけでは評価できない部分もある。 

 

3.4.2.1 収容席数、聖堂面積、聖堂形状・形式、距離 

聖堂形状は A 長堂型・B 集中型・C 他、に分類した。聖堂におけるミサ中の行動は、前半の

ことばの典礼、後半の感謝の祭儀で構成される。要件に適した範囲に信徒席を配置するに

は、奥行き 20ｍ以内であることが望ましいと理解される。データに拠れば 100 名以下の聖堂

では、席は囲み型でなくても後席までの距離は 7ｍ前後で相互認識域の近接相にあり、形式の

差はプログラムに影響ないことが分かる。 

 

3.4.2.2.聖堂平面の縦横比 

 

 

図 3-5  教会堂の縦横比 

 

 一見して、多くの事例が聖堂比率は 1 を中心に前後するものが多く、横長か方形に近いこ

とが見てとれる。現代の典礼プログラムに沿うよう設計指針を立てれば、教会堂の平面形は

横長か方形にならざるを得ないことが分かる。なお比較的に数値が大きい（縦長な）もので

も、(H2)山口カルメル会内部聖堂(1.7)のように小さいものが多く、距離は一定範囲に収まっ

ていることが分かる。一方、(O/A)旧聖イグナチオ教会聖堂は 2.8 であり典型的な長堂式聖堂

である。全例を比較すると、典礼規則の変化は平面形式に大きな変化を与えていることが分

かる。（H1 カルメル会外部聖堂は、伝統的空間を重視するプログラムのため 3.6 ある） 

 

3.4.2.3.内陣面積と信徒席の面積の分析 

「典礼がよく見える関係」をつくることにより、内陣面積がより増えている可能性に注目

して、内陣と聖堂空間全体の面積配分を見てみる。しかしながら、旧聖イグナチオ教会の 480

名の信徒席面積と、500 名の浦和福音自由教会での信徒席、内陣の面積には大きな差がなく、

量的な面積配分には影響が少ないことが考察される。面積よりも、距離・囲み方の角度によ

る要因の方が大きいことが考察できる。  
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3.4.3.基本模式図とデータリストから導きだされる考察 

基本模式図は聖堂の平面形状と断面形状である。また展開図と開口部形状から採光面積の

量的データの緒言元図でもある。この量的データから導き出されるものを述べていく。 

 

3.4.3.1.距離または領域 〔収容席数、聖堂面積、聖堂形状・形式〕 

聖堂形状は長堂型・集中型・その他に分けられる。聖堂におけるコミュニケーションとは

ミサの中の動きであり前半のことばの典礼、後半のともに預かる感謝の祭儀で構成される。

普遍のプログラムの実践の範囲に信徒席を考える場合、奥行き 20ｍ以内が望ましいことがデ

ータにより理解される（図 3-1a）。しかし 100 名以下の聖堂では、席は囲型でなくても後席ま

でが 7ｍ前後に納まり、相互認識域の近接相に入っているので、無理に囲み型にしなくても問

題ないと考察できる。 

 

3.4.3.2.平面形状の縦横比 

聖堂の聖堂縦横比に関して着目する。（縦対横の比） 

 

聖イグナチオ教会      →  1：1.5   

浦和福音自由教会        →  1：1.4 

ドンボスコ記念聖堂    →  1：1.2 

カトリック神戸中央教会・ザビエル聖堂  → 1.1：1 

 

これは聖堂のプログラムが空間に影響を与えている結果を表すものであると考えられる。

ここから見えてくる比率は、横長であるか殆ど方形に近いことが見られる。旧イグナチオ

聖堂では 2.8：1 である、文字通り長堂式である。明らかにプログラムが形態に与えた影響

が見られる。なお山口カルメル会外部聖堂は、カトリックの歴史的伝統空間を創るプログ

ラムであったので、3.6：1 の長堂式の比率であり例外的である。 

 

3.4.3.3.聖とされる祈りの場のしつらえとなる光の装置 

聖堂を聖堂らしくしつらえるものの一つにステンドグラスがある。12 世紀のサンドニ大修

道院長のシュジェールは「ステンドグラスは神を信じる観想者を自然のものから超自然のも

のへと引き上げるのである。」と語った。ゴシックのステンドグラスは、光を遮ると同時に

透過する日の光とは別のものを見せている。光を吸収し放出しているともいえる。光自体の

発散する絵画的要素もある。ガラスが空間を開くと同時に閉じる二重の性質をもっている。

聖とされる祈りの場には、神の霊的なものを感じ、抽象的な感性を具現化する空間体験がプ

ログラムされる。空間に対して、建築によって与えられる境界と形態がどのような働きをす

るかは光によるものである。プロテスタント教会は福音主義の礼拝に相応しく聖書を読める

均質な光を入れた。光に対する感覚は、カトリック教会とプロテスタント教会でイメージに

最も差異のある部分である。具体的な空間において要求される色温度と照度も違う。ゆえに

光の装置の捉え方も違う。 

ここでの客観的データとしては、採光部の面積と開口率をもとめた。採光部の種類は、直

接光、天窓、間接光、ステンドグラス、間接色光、とあるが、ステンドグラス的なしつらえ

の仕掛けの光と、採光機能の光とにわけて分析した。また人が座ったときに自然に感じられ

る感覚高さを３ｍとして、そこまでの開口面積とそれ以上にわけて示した。これは、座位の
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ときに自然に目に入る光と装置的機能をもつ光の分類でもある。 

ここから導き出されたことは、聖堂においては全ての採光がしつらえの装置であることで

ある。透明ガラスの直接光であっても、あくまでしつらえの装置である。ここには外界に直

接開く機能的な採光部は存在しないことが読み取れた。求心的で上昇感を求める認知的次元

のプログラムに対して、外界に直接放心してしまう採光ではプログラムが成立しないことが

考察できる。また採光の方法と開口率は空間のプログラムのイメージの宣言である「こと

ば」と最も呼応していること考察できる。「ことば」と光の装置の関係を 6 つの事例の光の装

置と、聖イグナチオ教会旧聖堂につき下記に整理する。 

 

・聖イグナチオ教会 

ステンドグラス 祭壇からの軸線上に配置しで目に光が入り過ぎないよう柱と呼応 

        高さ 11ｍ幅 1ｍ 12 箇所  

高窓      反射板により聖堂天蓋の奥に採光 上部から柔らかい自然光を落とす 

 

・カトリック神戸中央教会 

ステンドグラス 祭壇からの軸線上に配置して直接目に光が入らないように配置 

        高さ 9ｍ幅 0.5ｍ 16 箇所  

天窓      三重スクリーンによる聖霊イメージ、上部から柔らかい自然光 

 

・山口カルメル会聖堂 

ステンドグラス 内陣に中心シンボルとしてのステンドグラスと外部聖堂 4 箇所 

高窓      聖堂の屋根との境に横スリット窓を配置、上昇感の効果 

スリット窓    修道会側聖堂はスリット窓を短冊状に配置する。外部は禁域内庭 

間接光    外部聖堂の内陣正面に壁面に横から当てた光 目には入らない 

 

・鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂 

  ステンドガラス  上部壁部全てをスクリーンで構成 

  スリット窓    和紙を挟み柔らかい光を透過 

 

・浦和福音自由教会 

光の壁      正面スクリーンに白色ステンドグラスと型ガラス 

中央のステンドグラス背後にトップライトからの光 

プロテスタント的な天候に左右されない均質な明るさを確保 

  スリット窓    和紙を挟み柔らかい光を透過 

 

・東京サレジオ学園・ドンボスコ記念聖堂 

光の十字架    正面壁にスリット 背後にトップライトからの光を入れる 

 内陣を仕切る大ガラス 壁で囲われた外の内陣と一体化させたガラスの大スクリーン 

ステンドグラス  柱の影に配置することで壁を照らす 
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3.4.3.4.典礼儀式をつかさどる場の内陣面積と信徒席の面積の分析 

新しいプログラムでの典礼がよく見える関係がつくられることから、内陣面積がより増え

ている可能性があり、この面積配分と典礼の新しさの関係に注目した。内陣が広いという印

象があり、典礼行為の場と信徒席の割合が典礼の親しさに関係するのではと予想したが、表

から導かれる結論は、大きく差異はないことが読み取れた。旧聖イグナチオ教会の 480 名の

信徒席面積と、500 名の浦和福音自由教会での信徒席、内陣の面積には大きな差がなく、教会

建築のプログラムの差は、量的な面積配分には影響がないことが考察され、前述した親しい

距離の影響、囲み方の角度の影響による要因の方が大きいこともここからも推察できる。 

 

 

3.4.4.FFE（Finish、Furniture、Equipment）の考察 

現代の教会にて可能になったシステムも教会建築のプログラムの具現化に重要である。こ

とばの典礼の場の実現のためには、音響装置などの導入も必要である。しかしそのものを視

覚的に放置することは〈認知的次元〉のプログラムの聖とされる空間の発現において相反す

るものがある。また教会建築の聖堂の要求として、よく見えて・よく聞こえることと同時

に、苦痛を感じることなく長時間居られることがある。これは空気環境に拠るところと、仕

上げ・色による知覚効果が非常に大きい。また、自然光だけでない人工照明による機能の付

加も影響が大きい。（表 3-3）では主たる聖堂別にまとめた。以下に横断的に整理する。 

 

3.4.4.1.Finish   素材・仕上げ 

認知的、精神的な空間である聖堂では、素材の皮膚感覚、ざらつき感、色なども重要であ

る。取捨選択をしながら発現された結果が表から読み取れる。全体に自然素材と呼ばれるも

のによる皮膚感覚が重視され、予算の問題がたとえあったとしても、ざらつき感のある材料

が好まれる傾向がある。 

 

3.4.4.2.Furniture  プログラムの具現化を助ける装置  

神のことばの権威を示す場である朗読台、主の晩餐の記念の感謝の典礼の場における祭

壇、聖体を安置する聖櫃、洗礼盤、聖水盤、信徒席などが、空間に与える影響が現代の教会

建築では大きい。よく見えることはこの聖堂家具といわれる Furniture が常に目に入るし、

祈りを支えるものにもなる。主張しすぎず、品性のあるものをしつらえることが求められて

いる。また家具だけでなく祈りの助けともなる象徴の造型、中心シンボルである像・十字架

などへの注意深い配慮が典礼憲章の中でうたわれている。この表から読み取れることは、新

しいプログラムにおいて中心シンボルは絞られて抑制されていることが理解される。 

 

3.4.4.3.Equipment  空調環境、音環境、人口照明環境 

以下の設備的助けの装置の見せ方は、認知知的次元のプログラムとの関係が重要である。 

 

① 音響環境→言葉の典礼と、音環境（歌、オルガン）が両立しにくい。シューボック

ス型の旧聖堂の形から集中式に近い形状の聖堂になっているものが多く、音の設計

においては難関となる。視覚的には指向性のスピーカーを天井、バルコニー等に隠

蔽、線音源スピーカーによる視覚的な簡素化などの見せ方の工夫が行なわれる。補

聴器等も併置される。マイクに関しても平たく置けるバウンダリーマイク、細いタ
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イプのグースネック等の工夫がされる。残響効果はカトリック教会では少し長めで

はあるが、マイクの性能によって補助される。 

② 照明環境→基本的に信徒席では 100Lx～200Lx、内陣で 200Lx～300Lx である。この部

分はプロテスタント教会では大きく差があり 300Lx～500 Lx が必要である。 

③ 空気環境→設備の見せ方において重要な要素である。基本的に椅子下パイプ暖房や床

暖房、壁面を利用して隠蔽した空調装置、吹出口の建築化による空間との一体化が計

られる 

 

 

表 3-3 既設計事例におけるＦＦＥの比較 

 

 

 

  

聖イグナチオ

教会旧聖堂

聖イグナチオ

教会主聖堂

東京サレジオ

学園主聖堂

カトリック神戸

中央主聖堂

カトリック調布

主聖堂

カトリック菊名

主聖堂

鹿児島カテド

ラル主聖堂

浦和福音自

由主礼拝堂

山口カルメル

会外部聖堂

A/O A1 B1 C1 D E F1 G1 H1

床（内陣以

外）

現場テラゾ

真鍮目地切
大理石

粘板岩

陶板小叩

石目調

型押しコンク

リート

石目調

型押しコンク

リート

強還元焼炻

器室質タイル

木（なら）

染色かりん色

天然リノリウ

ム
木床（楓）

面積（㎡） 497 1042 328 490 360 345 378 513 128

内陣床 木 大理石 大理石 大理石 石灰石
強還元焼炻

器室質タイル

木（なら）

染色かりん色

天然リノリウ

ム
木床（楓）

面積（㎡） 86 235 48 125 35 36.5 103 103 38

壁
塗装＋木腰

板

オランダ産煉

瓦＋吸音積

コンクリート

打放し＋瓦

オランダ産煉

瓦＋吸音積
漆喰調塗装 木羽目板張

珪藻土＋ステ

ンドグラス

ヒル石吹付

木腰板

珪藻土桐生

砂ワラスサヒ

ル石混合

天井
塗装仕上げ

＋舟形形状

鉄骨格子梁

ヒル石　コン

クリート打放

コンクリート

打放　格子梁
吸音ボード

パーライイト

吹付

木製羽目板

張有孔べニア

石膏ボード塗

装舟形
ヒル石吹付

パーライト入

り珪藻土

祭壇

（聖餐卓）
白大理石 石灰石小叩き 白大理石 木製 大理石 木製

既存移設（木

製）
木製 木製

信徒席
木製

固定跪台

木製　座面・

床高変化　取

り外し跪台

木製・鋳造脚

可動式跪台

木製　座面・

床高変化

跪台廃止

木製　座面・

床高変化

跪台廃止

木製

座面高変化

跪台廃止

木製

座面高変化

跪台廃止

木製　座面・

床高変化
可動椅子

その他
トリエント典礼

形式
反射板採光

中心洗礼盤

ガラスの独立

聖櫃

十字架の道

行のステンド
岩ガラス光壁 高窓ステンド

制振鋼板パ

ンチングバー

リング加工

光のスクリー

ン浸水式洗

礼漕

　結界のスク

リーン（鍛造）

空気環境 ファンコイル

椅子下暖房

床暖房（内

陣）　天井吹

煉瓦壁吸

床暖房

（全面）

椅子下暖房

壁陶製吹出

巾木吸込

壁スリット吹

出　巾木吸込

天井スリット

吹出　内陣床

吸込

床暖房　壁ス

リット吹出　巾

木吸込

椅子下暖房

壁スリット吹

出　巾木吸込

床暖房　壁ス

リット吹出　巾

木吸込

電気音響

上段：スピー

カー　　　　下

段：集音

柱直付SP

（改修工事）

指向性SP

バウンダリー

マイク

吊り下げ小型

SP　ワイヤレ

スマイク

線音源SP

バウンダリー

マイク

線音源SP

バウンダリー

マイク

線音源SP

グースネック

マイク

線音源SP

バウンダリー

マイク

線音源SP

グースネック

マイク

ー

残響（秒） 2.7 2.9 4.6 2.9 2.14 ー 2.9 1.9 ー

250-300 250-300 250-300 250-300 250-300 100-300 250-300 400-600 200

20-150 150-200 100-200 150-300 150-300 100-300 150-200 400-500 100-150

事例

光環境　Lｘ

上段：内陣

下段：信徒席

F

仕

上

F

家

具

E

設

備

環

境
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3.5.原寸体験による実証とワークショップによるプログラムの模索 

３章５節では、以上に述べた行動規範と、それによる行動類型の体験的理解と同意を形成

するため、同意形成型設計プロセスにおいて必須の設計手法である『ワークショップ』実施

事例を示している。 

現代の教会建築において新しいプログラム *4 が求められているとはいえ、類型化されて根付

いてきた建築空間のイメージの転換は容易ではない。多くの人々が 1 つの建築に関わる教会

では新しい試みのときの共通理解を得ることが難しい。<身体的次元>のプログラムへの変化

においても、類型化されたイメージの既成概念を如何に扱うかは大きな課題である。カトリ

ック教会のプログラム再考の提案は、教会建設の過程において最も重要であり、また最も困

難な作業である。この作業は、新しい典礼の理論による、教会のプログラムの見直しの必要

性の説明だけでは理解を得られない。実例において、大勢の人々への共通理解を得る作業

は、教会建築のプログラムの客観的な理論とデータの提示に加えた、身体的体験実験が最も

有効である。また、プログラムそのものを考察する目的でのワークショップ方式による検討

も効果を発揮する。 

湯本長伯は『ネットワーク・コラボレーション・システムの常用インフラ化に関する研究

―建築・都市・インテリア計画の社会的共有に関する研究（１）』の中で、都市環境・建築環

境・及びその内部のインテリア計画についての「様々な関係主体の間での問題の共有と理

解、各種意見の反映の場と手続きの形成を在るべき前提とする」立場から、「ユーザー参加の

設計と方法」という問題の立て方で、個別の考察を行いその項目として、 

1)計画の前提や解決の方法の方向性などの一次「プログラム」に関する共通理解の形成、 

2）同上に関する各種意見の実質的反映の確保、 

3）同上に関する様々な関係主体間の、意見交換、意見反映等の「場」「手続き」の形成、 

4）具体的な「空間」あるいは「ＦＦＥ」の解決（解答）に関する共通理解の形成、 

5）同上に関する各種意見の実施的反映と整理、 

6）同上に関する様々な意見反映等の「場」「手続き」の形成 *5 と述べている。 

このことは、物理的に難しいコミュニケーション状況の場合と全く反対の、全員参加型の教

会建築でのコンセプトの整備や「設計プロセス」に関わるコミュニケーションシステムにも

あてはまると考えられ、ワークショップの方法の指標となるものでもある。 
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3.5.1.原寸体験による適性空間に関する実証 聖イグナチオ教会典礼空間に関する実験 

 

本実験は 700 席を超える信徒席を必要とする聖イグナチオ教会の建設過程において、典礼

祭儀の中での、「感謝の典礼」及び「ことばの典礼」をよりよく行うための建築プログラムの

具現化を「ユーザー参加」による原寸の体感実験にて検証したものである（図 3-6）。 

 

目的  旧来型の、司祭と信徒の向き合う対面形式の形の聖堂から新しい典礼の形への転換

点に行なった実験である。第二バチカン公会議によるプログラム転換を意味する

『刷新』の考え方が、一般信徒に浸透していない時代であったため、設計競技案で

の提案では、微妙に対面式のあり方を残していた。普遍のプログラムである「感謝

の典礼」と「ことばの典礼」を完全に具現化するために、祭壇と朗読台の位置を含

めたミサの動きを体験した。 

 

実施日・場所 1993 年 7 月・旧聖イグナチオ教会広場  

 

被験対象者  教会建設委員 27 名+聖イグナチオ教会司祭団 10 名 

 

比較サンプル A 案 比較対象・・旧来型の祭壇との対面式（設計競技案） 

B 案 新案 ・・・感謝の祭儀をより具現化できる囲み型 

 

方法  ① A 案と B 案について実際の位置の最前列と通路側の席の位置に椅子を並べる。 

② 聖堂の FFE の主要要素である、祭壇、朗読台、司祭席、聖櫃の位置に模型を配置

する。 

③ 空間の大きさの知覚のために、構造柱の位置に長机を立て、空間の大きさを把握

する。 

④ 実際のミサ典礼の動きを司祭、信徒を交えて体験する。 

 

実験で解決すべき問題点 

①プログラム転換を意味する『刷新』の考え方が一般信徒に浸透していない時代であ

り、新しいプログラムへの抵抗感が強い 

② 主の食卓を囲む案の場合、祭壇の反対側に人が見えて気が散るという抵抗感 

③ 今まで体験したことないことによる抵抗感を解消する必要があった 

 

結果  〈身体的次元〉の普遍のプログラムである「感謝の典礼」と「ことばの典礼」に関し

て、B 案の新案である感謝の祭儀をより具現化できる囲み型が,行動的に参加しやすい

ことが共通体験できた。神と個人の関係であった旧聖堂での対面型の形式ではなく、

主の食卓である祭壇を囲うという体験によって、多くの賛同が得られた。また、最後

列からでも充分に近い距離でミサに参加できることも体感できた。このことは前述

(c-3)の祭壇からの距離データにも示したとおりである。 
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図 3-6 聖イグナチオ教会設計時の原寸ワークショップ 
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3.5.2.ワークショップによるプログラムの模索 カトリック神戸中央教会 

 

カトリック神戸中央教会の設計プロセスにおいては、ワークショップ方式によるプログラ

ムの策定を数回にわたり実施した。 

この設計プロセスでは、聖堂空間の機能的プログラムと認知的次元のプログラムの共存が

求められた。また 300 席程度の信徒席数における典礼祭儀での、「感謝の典礼」及び「ことば

の典礼」がよりよく行われるための基本的な、建築プログラムの具現化の策定も求められて

いる。このプログラムの策定に向わせる方法のひとつとして、「ユーザー参加」によるワーク

ショップ方式での検討考察を行なった。 

主たるテーマは下記のふたつに集約される。 

 

第１のテーマ 広場のあり方と全体配置計画のプログラムの策定と原寸体験 

第２のテーマ 300 名規模で行動的参加のできる典礼のプログラムと 

教会機能のプログラムの模索 

 

プログラムそのものを考察する目的でのワークショップである。グループに分け広く意見

を述べる機会を設けることで、参加者それぞれが「設計プロセス」に関わる部分が増えて、

相互交流による満足と理解が得られたと言える。様々な経過を辿っても結果として冷静で建

設的な意見に集約される傾向がみられた。 

以上のことについて、「全体配置計画のプログラム策定と原寸体験」、（300 席規模で）「行動

的参加のできる典礼のプログラム策定」、「聖堂の付属室を含む教会機能のプログラムの策

定」の３つについて、分けて示す。 

 

 

3.5.2.1.広場のあり方と全体配置計画のプログラムの策定と原寸体験（第１のテーマ） 

 

目的 本計画では、聖堂建築と、社会活動センターの複合機能と、阪神淡路大震災後に３つ

の教会がひとつに統合されたことによる複雑な状況の中で教会建築のプログラムを策

定することが求められた。徹底した「ユーザー参加」による模型での検討や、広場で

の原寸体験も含めたワークショップを行い、｢建物配置関係の適否｣と｢広場の大きさの

適否の検証｣も行ない、最終的に決定した。 

 

実施日・場所 2002 年２月・５月・カトリック神戸中央教会 

 

被験者  教会建設委員会 12 名+信徒有志 合計 60 名(2 月）80 名(5 月)  

 

ワークショップのプロセス概要 

１・信徒への動機付け 

教会建設に関する信徒の印象を聞くと共に、信徒にとっての教会及び社会活動セン

ターのプログラムを整理する。教会建設の「目的」「要求」「機能」をはっきりさせ

る。信徒の要求する機能的な場所の提案から動機づけを行い、心理的な問題点を導

き出す。 
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２・グループワーク  

6 つのグループに分けて、グループごとに全体の配置計画のブロックモデルを配布し

検討してもらう。教会委員を各グループに配置し、作業が円滑にし、プロセスの説

明ができるようにする。 

 

３・グループ発表会  

グループの代表が、100 分の１スケールのより大きい着色したブロックモデルに各案

を置き換える。各グループ案を全員の前で順番に発表して、発表ごとに他の信徒か

らの質問時間も設ける。他のグループの意見も引き出すようにする。 

 

 

ワークショップの結果考察 

ワークショップの検証結果から設計作業のポイントとなる全体配置プログラムに関して、

幾つか検討事項が明らかになった。これらはいずれも関係者の中で意見が分かれている点で

あり、これを総合的に解決した案が求められた。 

 

① 聖堂の広場に対する位置 →奥に配置して落ち着きを作り出す→手前に現して存在をわ

かり易く示す 

② 広場のあり方 →教会と社会活動センターそれぞれに別の広場配置する→全施設で共通の

広場として広く一体空間とする 

③ 駐車場と広場の関係 →駐車場と完全に分離し切り離すことも計画する→駐車場も取り込

み、広場化する 

 

原寸体験による検証と決定 

ワークショップで導かれた案は、下記二つのプログラム案に集約された。 

① 聖堂を奥に配置して広場は一体とするが駐車場とは分離する 

② 聖堂を手前に現して駐車場も取り込みすべての広場を一体化する 

これらを最終案に収斂・決定するために、実際の広場に全員参加でロープを張り、広場の大

きさと聖堂の位置と大きさの確認と検証を行った。ユーザー参加型による最終案の決定の方

法により、②案の最大の大きさの広場を作ることが決定された（図 3-9）。 

 

 

  



51 

 

図 3-7 神戸教会のワークショップ１ 
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3.5.2.2. 300 名規模で行動的参加のできる典礼のプログラム策定 

 

実施日・場所 2002 年４月・カトリック神戸中央教会 

 

被験者 教会建設委員会 12 名+信徒有志 合計 40 名程度 

 

目的  普遍のプログラムである「感謝の典礼」と「ことばの典礼」の具現化が、300 名の席

数における典礼祭儀の場合に、どのような形で、よりよく行えるかを策定する。 

 

比較サンプル 20 分の１の聖堂家具配置の模型にて検証、考察を行なった。(図 6.ｄ.3) 

・A 案 扇型  緩やかな対面型 

・B 案 楕円形  緩やかな囲み型 

・C 案 円形  強い囲み型 

 

方法  第二バチカン公会議における『典礼の刷新』に関する講座を設けて勉強会を行い、

刷新に関しての共通理解を得られたことを確認してからワークショップを行う。 

A 案～C 案について 20 分の１にて聖堂家具配置を行なう。バズセッション形式でグ

ループ別に討議した結果をもとに発表し、意見をもとめる。聖堂の FFE の主要要素

である、祭壇、朗読台、司祭席、聖櫃の位置を配置することは、聖堂のプログラム

策定の主要な計画である。 

 

ワークショップで解決を求めた問題点 

聖イグナチオ教会の事例において、大人数の場合での『刷新』による転換のプログ

ラムは実例により確認された。しかし、300 席程度の人数の場合における聖堂建築

の身体的プログラムの策定が必要であった。新しいプログラムへの抵抗感はなかっ

たので、より行動的参加のできるミサのあり方を論議した。 

 

結果  〈身体的次元の〉普遍のプログラムである「感謝の典礼」と「ことばの典礼」に関

しては 300 席の場合でも、Ｂ案の緩やかな囲み型楕円形に基づいた形がよいとされ

た。ただし、祭壇との前列との距離、祭壇と後壁の距離等は、聖イグナチオ教会の

内陣の計画に準拠して保持することとなった。 
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図 3-8 神戸教会のワークショップ２ 
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図 3-9 神戸教会のワークショップ３ 
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3.5.2.3. 聖堂の付属室を含む教会機能のプログラムの策定 

 

実施日・場所 2002 年５月・カトリック神戸中央教会 

 

被験者 教会建設委員会 12 名+信徒有志 合計 40 名程度 

 

目的  聖堂の附属室を含む機能的プログラムの策定を、ワークショップにて行なうことを

目的とした。各種意見の交換を行い認知的次元のプログラムと機能の共存にむけて

共通理解を行い、聖堂空間と機能の共存の解決に関する共通理解の形成を行なうた

め、話し合い、行動確認するための「場」を設けることを目的とした。 

 

方法  多くの人々の個別の意見を引き出せるようにグループに分けた。各グループに小さな

模型のパーツを配布し、討議してもらい、大切な項目の優先順位付けと取捨選択をす

る。 

① 多様な家具を集約するため重複を得られるバズセッション形式を採用し、少人数

（6～8 人）の６つのグループに分けた。 

② 各グループの作業内容は、聖堂内陣周辺に関係する家具、附属室、等の項目の

「優先順位付け」あるいは「取捨選択」を行なうことである。 

 

ワークショップで解決を求めた問題点 

意見が分かれている問題点に関しては、同じ信徒であっても立場によって考え方が

千差万別である。認知的次元における共通理解は、「ことば」という強い力をもった

イメージのもので集約することができたが、便利さ、使いやすさのプログラムの策

定は、意見の集約が難しい。それゆえ、一般公共建築でも有効な手段としてのワー

クショップ方式を採用して、「設計プロセス」に参加することと共通に目指す解決を

得られる場をしつらえた。 

 

結果  利便性に偏って意見を述べていたグループと、認知的次元の大切さを述べていたグ

ループの意見の収斂が生じた。すべてを便利にしていくことで、精神的な部分が希

薄になっていくことが再確認された。優先順位の取捨選択に役立ったワークショッ

プでは、共通理解形成の「場」が設けられた。 
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3.5.3. 300 席規模の教会におけるプログラム策定に関するワークショップの例 

 

・菊名カトリック教会の配置計画 

・カトリック調布教会の聖堂イメージの策定 

 それぞれの教会における問題点ごとに行ったワークショップを示す。 

 

3.5.3.1.カトリック菊名教会の広場のあり方と配置計画プログラム策定 

 

実施日・場所：2006 年 6 月 18 日、12：00～13：30 菊名カトリック教会 

被験者：菊名教会信徒 40 名、司祭１名 

目的：建物配置関係（聖堂と信徒会館、司祭館等） 

方法；全体配置計画のブロックモデルを用いたグループワーク 

結果：全体配置プログラムに関して幾つか検討事項が明らかになり、検証して対策を案出 

 

【ワークショップのプロセス概要】 

グループワーク  

１．8 つのグループに分けて、グループごとに全体の配置計画のブロックモデルを配布し検討

してもらう。教会委員を各グループに配置し、作業が円滑にし、プロセスの説明ができるよ

うにする。 

２．グループ発表会  

グループの代表が、100 分の１スケールのより大きい着色したブロックモデルに各案を置き換

える。各グループ案を全員の前で順番に発表して、発表ごとに他の信徒からの質問時間も設

ける。他のグループの意見も引き出すようにする。 

 

結果 

ワークショップの検証結果から設計作業のポイントとなる全体配置プログラムに関して、幾

つか検討事項が明らかになった。 

① 聖堂の広場に対する位置 →最奥に配置して広場をひろく取る。 

② 司祭館の位置 入口を見渡せてかつ落ち着きも兼ね備えた場所を策定する 

③ 駐車場と広場の関係  →駐車場は入口までとし台数制限することで歩車を完全に分離する 
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3.5.3.2.カトリック調布教会の共通認識となるイメージの案出と十字架位置についての案出 

 

聖堂に関するワークショップ１ 

 

実施日・場所：2006 年 1 月 22 日、12：00～13：30 カトリック調布教会 

被験者：調布教会信徒 42 名、司祭１名 

目的：新聖堂の共通認識となるイメージの確認 

方法；カードに「聖堂で一番大切なもの」を出席者に書いてもらう。 

結果：「祈りの場、空間」「静寂」「あたたかい」「高い霊性」「復活のイメージ」「光と喜び」

「心の解放」「神様の家、と出会える所」等のことばが示された。 

 

 

聖堂に関するワークショップ 2 

 

実施日・場所：2006 年 2 月 18 日、12：00～13：30 カトリック調布教会 

被験者：調布教会信徒 36 名、司祭１名 

目的：十字架の象徴についての考察 

サンプル：1；50 の聖堂模型に中心シンボルとなる十字架を数案表現したもの 

方法；十字架のみのシンプルなもの、復活の光を表現した壁面のみ、磔刑のキリスト像のあ

る十字架を移設する等の案を網羅してモデル化する。⇒被験者が覗き込める大きさ（５０分

の１）にモデルを用意し、そのパターンを入れ替えたものすべてで疑似空間体験してもらい

意見交換を行う。 

結果：先進的な考えの信徒から旧来の教会のイエス像を大切にしたい信徒までの意見をまと

めるのに模型による疑似体験が役にたった。結果として、受難（キリストの磔刑）から復活

の光の中へと過ぎ越していくことを設計の目標にすることが確認できた。 
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3.5.3.3.新聖堂のワークショップから導かれるイメージの確認と 

『ローマ・ミサ典礼書の総則（暫定版）』カトリック中央協議会 2004.5.1 版との読合わせ 

 

実施日・場所：5 月 31 日（水）19：00～21：300 カトリック調布教会 

 

被験者：調布教会建設委員 14 名、司祭１名 計 15 名 

 

方法：『ローマ・ミサ典礼書の総則（暫定版）』＊6 カトリック中央協議会 2004.5.1 版を読み合

わせながらの項目ごとに検証して意見交換を行う。 

 

目的：設計者の解釈によらず、客観的な指標に合致しているかを参加者全員で検証する。 

 

結果 

①内陣床の高さ：150mm 上げる。正面向って左にスロープ（1/12 勾配）を設置 

・床仕上げは講壇の素材と合う物にする 

②祭壇：・食卓のイメージ。 

聖堂内全体に合った大きさにする。 

    ・形は四角（他の形の例もあるが祭壇の雰囲気が薄れる） 

    ・素材は石、木などから決める（聖堂全体の素材とのバランスを考慮する） 

    ・聖遺物を納める（神学院に頂ける様お願いする）。 

※）総則で望ましいとされる事項：（）内数字は「総則」の番号 

⇒食卓布･コルポラーレ･十字架とろうそく（297・304・307・308）、固定（298･299）、 

平板は自然石※ただし司教協議会の判断によって堅固で精巧に作られた他にふさわしい材料

を用いることができる（301）、聖遺物を安置（302）、マイク置いても良い（306） 

③朗読台：固定が適当（309） 

・書見台は司祭席との関係で考える。 

④司祭席：内陣奥、真正面に配置（中心軸を通す）。椅子の数は要検討。 

※）司式司祭席が中心になる場合、書見台はなしとする。 

⑤信徒席：最前列は内陣との間に棺、献花台が置ける距離（最低 2ｍ）を確保する 

⑥歌隊席：オルガンの近くで、会衆と同じ方向を向いた席とする。 

⑦聖体保存場所：計画案（壁埋込み案）で良い。※）正面向って右手に設置（今は左） 

⑧聖画・御像：多くならない様にする。 
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図 3-10 ワークショップ４ 
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図 3-11 旧イグナチオ教会の諸元 

 

旧聖イグナチオ教会　主聖堂

量的データ 単位

収容席数 480 席

聖堂形状※１ タイプ１

形式※２ 形式A

聖堂の面積 497 ㎡

a 縦軸距離 43840 mm

b 聖堂幅 15400 mm

縦横比 2.8:1.0

体積 5340 ㎥

c1 最低高さ 9450 mm

c2 最高高さ 13145 mm

平均高さ 10750 mm

壁面積 1100 ㎡

採光部面積 128 ㎡

開口率 10 ％

ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ 128 ㎡

透明ガラス 0 ㎡

ステンド面積H≦３ｍ 9.0 ㎡

ステンド面積H＞３ｍ 119.0 ㎡

採光部面積H≦３ｍ 9.0 ㎡

採光部面積H＞３ｍ 119.0 ㎡

d 内陣面積 86 ㎡

内陣／全体 17 ％

e 信徒席面積 263 ㎡

信徒席／全体 53 ％

f 入口から祭壇距離 34250 mm

入口の数 3

g 入口幅（合計） 6000 mm

h 席の前後間隔 900 mm

i 席の間隔 480 mm

席の高さ,床の勾配 図3-2a

j1 最前席と祭壇距離 11782 mm

j2 13320 mm

k1 最後席と祭壇距離 32315 mm

k2 mm

l1 祭壇と前列端角度 4 °

l2 28 °

m1 祭壇と後列端角度 11 °

m2 2 °

n 祭壇と後壁距離 2790 mm

o1 最前席と象徴距離 14570 mm

o2 15845 mm

p1 最後席と象徴距離 35065 mm

p2 34500 mm

q1 最前席と象徴の角度 - °

q2 最後席と象徴の角度 - °

FFEデータ

Finish

床　  現場テラゾー　真鍮目地切り

内陣床                    　木床

壁　　　    　　塗装仕上＋木腰板

天井　　　         塗装仕上 舟形

その他        第二バチカン公会議

                      以前の形式

Furniture

祭壇                    白大理石

Eguipment

空調  　　　　　　  ファンコイル

音響        　　　　　　　後付け

照明 　　　　　　　　20Lx～150Lx
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3.6．結論 

１）聖堂内で行われる集団行動を規定するプログラム即ち典礼規則が変化し、設計の指針・

条件が変化したことで、聖堂の平面型式が大きく変化していることが検証された。 

２）祭壇・内陣と信徒席の高さ・距離関係では、祭壇の在る内陣が高くなると階段を付ける

ことで距離が大きくなり見にくくなるため、内陣高さは 180mm～300mm の範囲に収まってい

る。 

３） 祭壇上方の中心シンボルへの見上げ角度と祭壇後壁までの信徒席からの距離は相互に関

係するが、見上げ角度は 20 度を中心に上下 10 度ほどに収まり、司式者とシンボルが重なる

ことなく祭儀を妨げない範囲にある。また、そのように配置することが可能である。 

４）距離または領域としての整理では、初めに E.T.ホールが「見えない次元」等で示したよ

うな公衆距離の近接相等、相互に認識しコミュニケーションできる範囲に収まっていること

が指摘でき、またそのように設計・計画することが必要である。 

５）聖堂平面形状の縦横比としての整理では、典礼が変化した後の聖堂は方形あるいは横長

の平面に変化していることが分かる。但し小規模な会堂では距離が小さく妨げとならないた

め、必ずしも形状を優先する必要がなく距離優先のため、そうなっていない。 

６）内陣面積と信徒席面積の比と距離・角度では、典礼で重視される内陣の面積比は必ずし

も大きくなっておらず、距離や角度が優先されていることが分かった。 

７）多くの人々がかかわる設計プロセスは、同意形成のプロセスでもある。この点に着目し

た必須の設計手法であるワークショップについて様々な事例を示し、いずれのケースでも設

計手法として有効であり、より良い結果を導き出していることと、多様な関係主体の様々な

要求を重ね合わせながら、それぞれの満足を損なうことなく、同意形成を果たしていること

を示した。このワークショップという設計手法については用い方も多様であり、未だ明確な

型を示すまでには至っていない。この点は、今後に事例をさらに積みながら、明確な型を示

すことができるよう、研究を進めたい。 

 

 以上の考察により、典礼規則が変化したことで、第一に聖堂の平面形式が大きく変化し、

また距離や角度への配慮が変化していることを検証した。なお敢えて歴史的変遷の中での教

会型式と比較すれば、いわゆる長堂式ではなく円堂式の形式に近づいてことが、大きな傾向

として指摘できる。 
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第３章  参考文献・註記  

*1 谷本潤『環境システムの数理解析基礎』九州大学出版会 2012 

*2 表 3-2 に示す設計事例の相対指標化について；項目一覧を以下に示す。事例記号、完成

年、収容席数、聖堂形状、形式、聖堂面積、縦軸距離、幅、縦横比、体積、最低高、最高

高、平均高、壁面積、採光部面積、開口率、ステンド面積、透明ガラス面積、ステンド面積

(H≦３ｍ、H＞３ｍ)、採光部面積(H＞３ｍ)、内陣面積、内陣／全体面積比、信徒席面積、信

徒席／全体面積比、入口から祭壇までの距離、入口数、入口幅、席の前後間隔、席間隔、席

高、床勾配、最前席と祭壇までの距離、最後席と祭壇までの距離、祭壇と前列端平面角度、

祭壇と後列端角度、祭壇と後壁距離、最前席と象徴(十字架・御像等)距離、最後席と象徴距

離、最前席と象徴との角度、最後席と象徴との角度 

*3 高橋鷹志,西出和彦『対人距離の再考』,日本建築学会大会・学術講演梗概集,1984、ホール

の研究を日本の文化環境に合わせたもので、これが初出である。 

*4 村上晶子，湯本長伯、日本建築学会編 ｢プログラム（設計規範・設計目標）／空間設計の

目的－要求－機能－空間 建築計画｣、建築系学生のための卒業設計の進め方、井上書院、

2007 

*5 湯本長伯 「ネットワーク・コラボレーション・システムの常用インフラ化に関する研究

―建築・都市・インテリア計画の社会的共有に関する研究（１）」日本建築学会大会・学術講

演梗概集、1990 

*6 典礼憲章第 10 条にあるように、典礼はあらゆる教会活動の源泉である。『ローマ・ミサ典

礼書』の規範の日本語版は、第二バチカン公会議後の 1970 年に初版、1975 年に改訂版が発行

された。第二バチカン公会議以降の日本語によるミサが主流になってから、原語の典礼書と

の情報の時差があり、新しい情報は原語を見るしか方法がなかったが、2002 年 3 月に教皇庁

から『ローマ・ミサ典礼書』の規範第三版が 27 年ぶりに発行された。さらに改訂作業が行わ

れて「総則」の部分のみが 2004 年 5 月に暫定版として発行された。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 既設計事例 

－求められる設計条件と実作品データ 

現代キリスト教会に求められる空間機能と対応する教会機能 
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4.1.現代キリスト教会の概要とその設計条件 

4.1.1.現代キリスト教会の概要 

 現代キリスト教会の設計は、混乱に中に在ると言って良い。永い間、多くの教会の設

計指針を提供して来たローマンカトリック教会は、いわゆる宗教改革によってその在り

方に対してプロテストされたばかりでなく、教会の形やその中での祭祀祭式、いわゆる

典礼についても批判され、少なくとも西方教会は二分してしまった。また一方、いわゆ

る宗教改革に反対してカトリック教会の存在を守ろうとする「対抗宗教改革」の動きも

あって、カトリックの典礼はトリノ典礼により、さらに荘厳で華美とも言えるものとな

った。しかし 20 世紀に永年の反省や時代性の認識によって、第二バチカン公会議が開催

され、その中で新しい典礼が定められるに至ると、その内容はキリスト教の原点を強く

意識したものとなり、多くの人が受容れ易いものとなった。現代は、カトリックで数百

年間続いた古い典礼（トリエント典礼）と、プロテスタントにも十分受け容れられる新

しい典礼（第二バチカン公会議典礼）が併存していて、少しずつ新しい方向へと移行し

つつある状態とも言える。 

 なお上記の原点とは、キリストが最後の晩餐で自ら弟子に指示したと言われる、「共に

食卓を囲み心を一つにする」という、キリストの行いを想起しそれに賛同・共感すると

いう記念祭儀の行為である。 

 

4.1.2.現代キリスト教会の設計過程の整理 

 １章において既に述べたが、本研究ではキリスト教会にとって正しい設計指針と設計

情報を、設計過程に沿って展開し示すことを目的としている。１つの建築物の設計条件

および設計過程は様々であるが、それが結果として存在するには、大きく言って４つの

存在のレベル「目的－要求－機能－空間」があり、それらを結ぶプログラムによって、

その存在の形が規定されて来る。目的を、どのような「要求」にブレークダウンして行

くかは、それ自体が設計である。これは、空間の平面的・立面的形態、断面的位置取り

等を基本的な条件とし、いわゆるＦＦＥ（Finish 仕上げ、Furniture 家具、Equipment 設

備機器）にも依存する。求められた要求をすべて実現することは難しい。そこで取捨選

択をしながら発現されるものが「機能」ということになる。この機能を実際の空間が支

えて行くことになる。以上のようなプロセスに沿って、各設計事例を解説することとす

る。 

 

4.2.現代キリスト教の行動規範・プログラムに基づく設計事例の整理・分析 

本章では、建築を規定している種々の設計条件あるいはプログラムにより、実施した教会

建築設計事例を見通すことを、筆者が行った設計事例（８事例―16 の聖堂・礼拝堂）によっ

て確認するものである。筆者は聖堂空間設計時に、クライアントやユーザーとのコミュニケ

ーションの「鍵となることば」を置いて、設計活動を続けてきた。この「ことば」には、自

分なりの「仕組み」が内蔵されていて、様々なものを導き出してくれる「種」のような働き

をする。これを言い換えれば、「プログラム」と称している。空間に込められた想いを現し導

く「ことば」は、先ずは設計の「目的」を明確に指し示してくれる指針である。そして「目

的」を「要求」に、そして「機能」「空間」とブレークダウンして行くすべての過程に、この

「ことば」が関わっている。この「仕組み」を内蔵した「ことば」は、時に設計指針とし

て、また時には設計資料の一部として、設計作業の中で働いている。 
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4.2.1.共通するプログラムの整理「目的－要求－機能－空間」 

ここから実際の事例について述べるが、その前に既に言及した設計過程の分節｢目的―要求

―機能―空間｣*1について、再度、簡単に整理する。 

ａ．聖堂の目的（典礼による祭儀、祈り） 

典礼祭儀が定められたように行えること、そして、それ以外の時間ではカトリック教会聖

堂は、自由に入って祈れることが目的とされる。そのため、「典礼を実行するため、より良

く見えて・聞こえること」、「祈りを行うための条件が満たされていること（快適な温湿度等

の環境条件、静かな音環境、落着きある室内の視覚的環境、等々）」 

ｂ．聖堂の要求（行動的参加可能、受容感） 

上記の目的を満たすため、典礼が目指す『行動的参加』がより良く行えることが求めら

れ、司祭および信徒相互が「良く聞こえる」「良く見える」「長時間（約 1 時間）苦痛なく

聖堂内に居られる（寒くなく暑くなく集中して）」ことである。 

ｃ．聖堂の機能（空間形状、距離、視角度、FFE 等） 

上記の良く聞こえ良く見えるためには、先ず空間の形態的機能が必要で、それにより司祭

が人の重なりなく見える（その分よく聞こえる）、距離が総体的に近い、信徒相互も良く見

える（よく聞こえる）角度関係にある等が必要である。また親しさや体温を感じられること

が、平面的・断面的あるいは立面的形態と距離によって満たされていることが必要である。

また受容感といったものは，床壁天井の仕上げ（Finish）、動作・居心地を阻害せず安心で

きる家具（Furniture）、そして適正な温熱環境を担保する設備機器（Equipment）等、いわ

ゆる FFE とまとめられる機能にも支えられる。空間の平面的・立面的形態、断面的位置取り

等を基本的な条件とし、いわゆるＦＦＥにも依存、精神的要求をどのように組み入れるかも

含めて、取捨選択をしながら発現するための装置 

ｄ．聖堂の空間  

上記のような機能を発現する空間は、バシリカのような長堂式平面では難しいことが共通

しており、必然的に信徒席が横に広がった形態空間であることが典礼上求められる。また上

記の各段階のプログラムで、『祈り』という行動は上方への上昇感というプログラムを内蔵

しているが、そのために過大な天井高を設定することなく、それぞれのプログラムの不適合

部分を折り合わせながら、空間を設定せねばならない。以上を踏まえて空間の形態、支える

力学的構造、そして床壁天井に関わる FFE の総体として、取捨選択をしながら実際の聖堂空

間が発現する。 

 以上をまとめると、 

ａ．聖堂の目的（典礼による祭儀、および祈りを行うこと） 

ｂ．聖堂の要求（典礼に行動的参加が可能／良く見え聞こえる、入室者に受容感が感じられ

ること） 

ｃ．聖堂の機能（良く見え聞こえる空間形状・距離・視角度、動作・居心地を阻害しない FFE

等） 

ｄ．聖堂の空間（祭壇に向かい信徒席が横に広がった空間形態・祈りをアフォードする上昇

感を持つ空間＞支える力学的構造、床壁天井に関わる仕上げ・家具・機器装備を持つ空間） 

 

4.2.2.身体的次元のプログラムと認知的次元のプログラム 

 筆者らが踏まえて来た吉武らの先行研究では、行動と空間の対応において空間の規模や形

状を考える根拠として来たが、キリスト教会等の宗教建築において問題となるのが「祈り」
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という行動である。「祈り」は集団で共有され形式化されると、明確に眼に見えるものとなる

が、その初源的な状態では眼に見える行動とは言い難い。その点について言及するために、

＜身体的次元＞の行動と＜認知的次元＞の行動の２つの分類に触れておく。 

 

〈身体的次元〉のプログラム 

教会建築は、「ことばの典礼の場」と「感謝の典礼（聖餐）の場」を実現する容器である。

そのことは、信徒席と祭壇の距離の関係、視界の角度、音響装置などの分析については可視

化できる。本章では,完成した空間の構成要素について、奥行きや天井高などの空間の量、構

成面の差異や量、祭壇から信徒席までの距離・角度などをデータ化して客観的な考察を行な

えるようにした。また、実際の原寸体験やワークショップによる模型での検討などによる適

性空間に関する検証、考察を行なったものも示していく。 

〈認知的次元〉のプログラム 

「祈りの場〔聖とされるもの〕＝神の霊的なものを感じ、抽象的な感性を具現化する空間

体験の場」の実現の容器である聖堂の空間には、共同体の祈りを共に体験する求心的な空間

構成と、キリストの死から復活へと精神が引き上げられるイメージであるたて軸の空間構成

の両方が共存する。これを可視化するのは難しいが、光、音、距離（空間）、仕上げ

（Finish）といった構成要素をデータとしては示すことにする。光の構成要素や量、断面計

画、音響データ、音響設備、空調設備などのしつらえ方を示すことにする。 

 

4.2.3.「仕組み」を内蔵した「ことば」によるプログラムの宣言 

歴史的に概観すると、教会建築は、既成のヨーロッパの建築空間に類型化されてきた。と

はいえ、常にそこには、普遍のプログラムとしての要素は内在している。二十世紀の第二バ

チカン公会議による『刷新による教会の現代化（アジョルナメント）』において、新しい要求

にも応え、各時代の性格に調和する新しいものを生み出すことが宣言されたことで、異なる

文化、地域のものを受け入れて典礼を行なうこと、既成のヨーロッパの建築空間の模倣では

ないプログラムが必要とされている。日本においても、日本独自の教会建築プログラムの創

出が求められているのである。しかし、新しいプログラムが求められているとはいえ、類型

化されて根付いてきた建築空間のイメージの転換は容易でない。多くの人々がひとつの建築

に関わる教会では新しい試みのときの共通理解を得ることは難しい。 

 

表 4-2 既設計事例ごとのキーワード 

 

A 聖イグナチオ教会　主聖堂 主の平和

B 東京サレジオ学園ドンボスコ記念聖堂 子供の心・洗礼の水に回帰する

C カトリック神戸中央教会 聖霊に浸される

D カトリック調布教会 過越しから復活の光へ

E カトリック菊名教会 大地と共に幕屋に集う

F 鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂 ザビエル顕彰・司教座聖堂

G 浦和福音自由教会 言と光

H 山口カルメル会聖堂 祈りの空間
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<認知的次元>である祈りの空間への具備要件に関して共通理解を可能にするものは、物質的

なものだけではない「仕組み」が必要とされる。実例の建設の中では、「ことば」による教会建

築プログラムの宣言が、教会の認知的次元におけるデザインのイメージの共有化に大きな働き

となり有効であった。「ことば」は、様々なものを導き出してくれる種のような働きがあり、「仕

組み」は「ことば」によって、多くの人々の根底のイメージを共有することが可能になる。こ

の「仕組み」を内蔵した「ことば」の宣言こそが、教会建築を組み立てる「プログラム」にな

る。 

ことばの重要性については、新約聖書にも『ヨハネによる福音書』の最初に *2「初めにことば

が神と共にあり万物はことばによって成ったこと、そのことばのうちに命があり命は人間を照

らす光である」と示されるように、ことばの重要性が述べられている。また、建築家の渡辺豊

和は「言語のイメージ喚起力」*3 に「私たちが誕生以来言語習得にかけた労力は、ほかのどん

なことよりも大きいであろう。言葉は文化の総体と言って差し支えない。私たちは日常種々さ

まざまのことをコトバで伝達し、他人とコミュニケーションを行なう。コトバを受発信する人

と人とは互いのイメージを伝達し合っていて、その都度他者に宿っているイメージ本体に踏み

込む。一方私たちは誕生のときから家としての建築空間に包摂されている。長ずるに従って家

以外の建築空間を体験し、殆どの人は人生の総時間の 80％近くは建築空間の内部にあるのでは

ないか。これは建築空間が文化現象として、言語とほぼ同程度の人に対する密着度を有してい

ることを意味する。建築と言葉は人にはアプリオリな文化環境である。このことに深く着目し

て建築設計をしない限り、機能主義の過誤と同様の過誤を私たちは永久に繰り返しかねない。

したがって、言語行為に現象する深層イメージが建築空間に投影されてない限り、人にとって

アプリオリな環境としての建築を創出する権利を私たち建築家は放棄せざるを得まい。いや建

築家たるべきではない。」と述べている。 

『教会の現代化』における、日本の教会独自の空間建築プログラムの創出と、認知的次元に

おけるデザインイメージの共有化が可能となる「仕組み」を内蔵した「ことば」の宣言は、教

会建築の「プログラム」の実現として重要である。後述の事例における「ことば」の宣言は下

記のように様々な状況である。 

 

・設計競技を通して設計者からコンセプトとして先に宣言したもの 

・設計競技の要項にうたわれたもの、 

・ワークショップによるユーザー参加で模索して宣言したもの 

 

すべての事例においては、共通して「ことば」は先に宣言されている。 

「ことば」というプログラムの宣言により、認知的次元の意識の共有化が行なわれ、建築空

間に発現された。 
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4.3.実作品とデータ 

 

ここから、筆者らが行った設計事例（８事例―16 の聖堂・礼拝堂）を示す。 

各事例の表記順序は下記による。 

① 最初に、「プログラム」でありイメージの源泉である『ことば』を表記 

② 設計の状況と社会的背景の説明 

③ 『ことば』から導かれるプログラムを「目的」「要求」「機能」「空間」の層別に示す 

④ 『ことば』から導かれて「空間」として完成した建築空間の写真 

⑤ 基本平面図、断面図、展開図（開口部の表示）による客観的データの根拠を図示 

⑥   客観的な量的データ、FFE（Finish、Furniture、Equipment）の構成要素を表で整理 

 

4.3.1.客観的データの内容   

＊各データシートの内容は下記に従う・表記は聖堂空間別にまとめたものである 

 

基本模式図  聖堂形式、席配置、量的データの元となる図 

各平面・断面形状・展開図と開口部形状・天井図（天井開口の場合） 

 

量的データ   

収容席数・聖堂面積 

聖堂形状・形式  （聖堂の形式とは囲み方、対面型、その他） 

聖堂の縦軸距離・幅、聖堂縦横比 

体積、高さ（平均、最高、最低）壁面積・開口部面積（採光部）、開口率 

※採光部は直接光、天窓、間接光、色光（ステンドグラス）、間接色光、に分類 

人体感覚高さ(3m)までの開口面積・それ以上の開口面積 

※座位のときに自然に目に入る横に広がる光と縦に伸びる光を分類 

内陣面積（典礼儀式をつかさどる部分）・内陣と全体の割合・信徒席と全体の割合 

※典礼行為の場と信徒席の割リ合が典礼の親しさの基準となると考える。 

入口から祭壇までの距離・入口の数・幅、 

席の前後と幅の間隔・席の高さと床勾配・最前席と最後席からの祭壇までの距離、 

祭壇と最前列の角度・祭壇と後壁までの距離 

※信徒席と祭壇、朗読台まので距離、角度が典礼プログラムの最重要課題である。 

最前列と最後列の象徴までの距離・最前列と最後列の象徴の見上げ角度、 

    ※中心シンボル（イエス像、十字架等）までの距離、角度も重要である。 

 

FFE（Finish、Furniture、Equipment）の構成要素データ  

Finish 素材 床・内陣床・壁・天井、色 

※認知的、精神的な空間の聖堂では、素材の皮膚感覚、ざらつき感、色なども重要 

Furniture 神のことばの権威を示す朗読台、主の晩餐を記念する場である祭壇等 

その他「ことば」を具現化することを助ける装置 

Equipment 空調環境、音環境・残響時間、人口照明環境 

※現代において可能になったシステムも教会建築のプログラムの具現化に重要。 
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4.3.2.聖イグナチオ教会                     ―主の平和― 

 

聖イグナチオ教会は、四谷の駅前であることや上智大学が隣接する地の利の良さもあり、

日本のカトリック教会の中では最も多くの人が集まる教会である。1991 年に設計競技が行わ

れ、敷地の場所性に立脚した都市空間の景観の創造をはかり、古い伝統的な形の旧聖堂から

現代の典礼の精神に合致した､日本の現代に生きる教会堂建築を提案することが求められた。

1100 人の主聖堂と中小ふたつの聖堂、6500 基の納骨堂と地下聖堂、400 人のホールを含む信

徒会館で構成される。四谷の土手の桜並木を取り込んだ緑豊かな外部空間を始め、施設全体

で都市空間の新しい景観の創造を意識しており、主聖堂や鐘楼は周辺の新しいランドマーク

となっている。設計の過程では、旧教会に深く馴染んできた多数の信徒が存在していて、第

二バチカン公会議の精神に則った新しい教会のプログラムであるコンペ決定案に不満と多様

な批判意見があり、毎月１回「信徒と語る会」が開かれた。そこでは、旧教会への愛着心と

カトリック教会の伝統への思い､装飾､祈りの空間へのイメージ、高齢者､身障者に対する配

慮､地球環境資源問題など､設計競技案の賛否に止まらない多種多様な意見の交換を行なっ

た。歴史や伝統の上に刷新をはかる第二バチカン公会議の「アジョルナメント」が建築空間

を創る過程でもとめられた。世界の多様性を認める方向に刷新した精神の具現、日本人が神

を感じる空間の感覚と精神風土の上に、日本人の、現代に生きる教会建築の求める空間が求

められた。中でも、祭壇と信徒の距離と囲い方等､新しい典礼の実践で最も大切な事柄の検討

を、実際寸法での体験を教会の広場に計画案を原寸で配置して､祭壇廻りの動きや関係等を体

験して審議した。 

 

目的  

設計競技において示された聖堂空間への目的は、第二バチカン公会議の精神を遵守した

空間の創造である。言い換えると、「ことばの典礼の場」と「感謝の典礼（聖餐）の場」の

実現の容器という部分が最重要視された。さらに、典礼が各国語使用になり刷新した精神

の具現として、日本人の精神風土の上に、日本の、現代に生きる教会建築の求める空間が

求められている。しかしながら、設計競技要項においては、聖なるものとされる精神的な

祈りの空間の本質の目的は示されてはいない。設計過程において、『主の平和』という「こ

とば」を聖堂イメージとして建築のプログラムとして宣言することより、多くの理解を得

ることができた。聖イグナチオ教会には他に３つの聖堂がある。小聖堂は少人数の記念ミ

サや個人的な祈り、中聖堂は結婚式、葬儀など中規模の典礼祭儀、納骨堂聖堂は追悼ミサ

とメモリアルな場所としての目的がそれぞれにある。 

 

要求  

第二バチカン公会議の精神を遵守した空間の創造という基本的な目的から導かれる要求

に加えて、他の教会と違って顕著なことがある。それは、この小教区（東京大司教区の麹

町小教区教会というのが正式名称）が日本で最大規模で、立地条件からも最も注目される

聖堂でありことから、他教会に影響を与えるパイロット的な役割を担うことである。実際

に設計競技の発端もケルン大司教区からの要請で始まっている。1 万人を超える信徒数から

求められるキャパシティは大きく（固定席 700 席+予備 400 席+立席）、典礼空間であること

と個人の祈りの空間であることとの両立性が本質的に難しく、基本的な要求としての〔典

礼を行う司祭への距離がすべて近く配置され、参加している意識、共同体にインボルブさ
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れている意識が高められること〕と、〔ミサの行われていない時に、直接神の近くに居ると

いう意識、観想の中に個を保つ意識が十分持たれている〕という、一見相反することを、

いかに満足させるかが、この事例における根源的な要求であった。『主の平和』という「こ

とば」は、ミサの中であっても個人の祈りの中にあっても、共に要求されるものである。

小聖堂の要求は個人的な観想の祈り、中聖堂には清楚な華やかさと質実さ、納骨堂聖堂に

は明るさとメモリアルな場所を具体的に刻む要求がされている。 

 

機能  

ここから導かれる機能はともに行動的に参加する「ことばの典礼」と「感謝の典礼」の

場を、千人以上の信徒の場にいかに提供するかである。古い伝統的な形の旧聖イグナチオ

教会ではこの半分の人数であっても両立ができなかった。現代の典礼の精神に合致した関

係を創るためには、その祭壇と信徒の距離、囲い方、祭壇廻りの動きや関係等を、大勢で

あっても近くに感じられるものすることが機能として重要である。よく聞こえる工夫とし

ての電気音響のスピーカーは、指向性や、線音源タイプなどを使用し、視覚的に煩くない

ものを採用した。建築音響の条件では、うねる内壁の採用が、音の拡散効果と、吸音装置

としての開口煉瓦積を行なった。これらの形状は実験により形を決定している。この煉瓦

の壁は音響装置と同時に空調装置でもある。光環境では自然な明るさを取り入れた明るさ

感を演出することが機能として重要であった。上部の構造の梁は光を感じさせる装置でも

ある。グラデーションをかけて光を効果的に感じさせる塗装、全溶接で接合部の存在を消

すことなどで、圧迫感のない軽やかな構造表現の装置をつくった。高窓にはステンレス板

リフレクターを介した反射採光を取り込み、明るく柔らかい光を天蓋中心に引き込む。柱

と祭壇を結んだ延長上に、天地創造の自然を象徴したステンドグラスの縦長窓を配置し

て、神の出会いを体感する空間の装置ともしている。 

小聖堂の観想の祈りの要求に対しては、精神的な静けさと同時に物理的にも落ち着ける

ように、長時間の祈りに最適な天井輻射冷暖房を採用した（図 4-2）。中聖堂には、清楚な

華やかさを与えられるように和紙を挟んだペアガラスと鋳造格子の組み合わせの高窓で囲

み、周囲の高層建築を感じさせずに専心できる装置をつくった。納骨堂のプログラムは旧

聖堂からのもので再構築することとした。 

 

空間  

前記の基本的な機能を発揮する空間の形態として、主聖堂は典礼祭儀の中心から各点へ

の平均（総計）距離が短く、しかもインボルブされている感覚の持てる横長の楕円形を平

面形に採用した。この平面形はまた同時に『主の平和』というプログラムから導かれるイ

メージを形態に移している。『主の平和』の原初イメージは、新約聖書の中の、朝もやの漁

の風景の中に復活したイエスがあらわれるごく日常的平和な場面をイメージしたものであ

る。また、『主の平和』というヘブライ語での挨拶の語源が「丸く囲む」語源をもつことも

あり、楕円にもイメージを重ねた。楕円の採用は、共に典礼祭儀に参加している人々を周

辺視できることによって、参加意識が否応なく高まることになるが、完全な円とは違いそ

の視線の中心を少しずつずらすことにより、個人の祈りの妨げにもならないように配慮し

ている。外郭の楕円形とイエスの弟子である 12 使徒を象徴した柱で囲まれる内側の二重の

楕円の中心をずらし、天蓋の梁の中心も祭壇側へずらすことで、精神の集中が祭壇側に自

然に誘われることも計画している｡信徒は 12 使徒の柱に囲まれ、すり鉢状に祭壇を囲む床
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と、高さを次第に変化させている席によっても、ともに存在することが強調される。12 使

徒を象徴する柱は、上に行くにしたがって細くすることで垂直性を強調して、天へ引き上

げられる効果も演出している。音響と空調の装置である煉瓦の二重壁が内壁に柔らかな表

情と落ち着きも与える。 

天蓋の梁は 12 使徒が手を結ぶことを象徴し、この天井変形格子梁の図形中心を、祭壇方

向に少しずらすことで、精神の中心を祭壇に向かわせている。全体の構成でも、主聖堂の

平面と同形の地下納骨堂と地下聖堂との構成で、先祖の眠る地下納骨堂により支えられた

主聖堂が、建物の構成の形からも「死から復活へ」と精神的に引き上げられる象徴として

プログラムした。小聖堂は、個人的な祈りを支える空間の創出として、土壁と水による日

本的な落ち着きを持つ「日本人の祈り」の空間現出を託した。禅宗の茶室からの空間のし

つらえ方、待庵茶室のように草庵的な切藁のしつらえ、水の空間の採用などの新しい空間

の創出を行なっている。 
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図 4-1 聖イグナチオ教会 
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図 4-2 聖イグナチオ教会 音響設備・空調設備その他 
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図 4-3  聖イグナチオ教会 主聖堂データ 

聖イグナチオ教会　主聖堂

量的データ 単位

収容席数 700 席

聖堂形状※１ タイプ３

形式※２ 形式C

聖堂の面積 1042 ㎡

a 縦軸距離 29960 mm

b 聖堂幅 44270 mm

縦横比 1.0:1.5

体積 14419 ㎥

c1 最低高さ 2600 mm

c2 最高高さ 18250 mm

平均高さ 13830 mm

壁面積 1583 ㎡

採光部面積 413 ㎡

開口率 21 ％

ステンドグラス 144 ㎡

透明ガラス 269 ㎡

ステンド面積H≦３ｍ 56.8 ㎡

ステンド面積H＞３ｍ 87.2 ㎡

採光部面積H≦３ｍ 56.8 ㎡

採光部面積H＞３ｍ 356.2 ㎡

d 内陣面積 235 ㎡

内陣／全体 23 ％

e 信徒席面積 427 ㎡

信徒席／全体 41 ％

f 入口から祭壇距離 23740 mm

入口の数 7

g 入口幅（合計） 11880 mm

h 席の前後間隔 980 mm

i 席の間隔 530 mm

席の高さ,床の勾配 図3.ｃ.2a

j1 最前席と祭壇距離 7500 mm

j2 8480 mm

k1 最後席と祭壇距離 17285 mm

k2 17630 mm

l1 祭壇と前列端角度 °

l2 96 °

m1 祭壇と後列端角度 4 °

m2 73 °

n 祭壇と後壁距離 6830 mm

o1 最前席と象徴距離 10345 mm

o2 14295 mm

p1 最後席と象徴距離 20690 mm

p2 24100 mm

q1 最前席と象徴の角度 21 °

q2 最後席と象徴の角度 12 °

FFEデータ

Finish

床　　　  スペイン産粘板岩＋陶板

内陣床　　 　 大理石トラバーチン

壁　オランダ産煉瓦＋煉瓦吸音積み

天井　　  　　鉄骨格子梁＋ヒル石

その他          反射板による採光

       独立式聖櫃 復活のイエス像

Furniture

祭壇              白石灰石小叩き

Eguipment

空調　　  椅子暖房＋床暖房＋空調

音響　          指向性スピーカー

照明   　　　　　  200Lx＋300Lx
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図 4-4  聖イグナチオ教会 クリプタ聖堂データ 
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図 4-5  聖イグナチオ教会 小聖堂データ 
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図 4-6  聖イグナチオ教会 中聖堂データ 
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4.3.3.東京サレジオ学園・ドンボスコ記念聖堂    ―子供の心・洗礼の水に回帰する― 

この聖堂は、カトリックのサレジオ修道会の創始者、聖ヨハネボスコ帰天百周年記念に献堂

された。児童養護施設である園舎の中心に創る子供達の聖堂として位置づけられる。7 つの園

舎の他に、園の職員でもある司祭の修道院、聖堂からなる。子供達の聖堂は、決して子供っぽ

く作るのではないが、明るく解りやすい建築であることが求められた。さまざまな象徴を目に

見えるように考え、配置している。内陣は自然を取り込んだ外の内陣と、内部の内陣を両方に

渡らせ、その中心に光を背後から受けて光る聖櫃を配置した。常に初めを思い出せるように聖

堂の中心に洗礼盤を配置している。サレジオ会の典礼学者である中垣純神父の指導、東京大司

教区の監修にもより、日本にはまだ殆ど根付いてなかった第二バチカン公会議での、典礼の刷

新に基づいた新しいプログラムとして、さきがけとなった聖堂でもある。ここでの実証体験が、

聖イグナチオ教会の新しい教会プログラムに発展することになった。 

 

目的 児童養護施設の聖堂である。何らかの理由で親から遺棄されてしまった児童のための 

聖堂であり、子供達にキリスト教的な本質、遍く愛されているという本質を伝える目的

で創られた。サレジオ会の神学院の典礼講義により、プログラムの策定を行なった。第

二バチカン公会議の典礼の刷新に則った、新しい形の聖堂とすることも目的である。但

し、あくまでも児童養護施設・サレジオ学園の私的チャペルであり、一般信徒に開かれ

た教会ではない。ここでは、教会の普遍のプログラムを意識しつつも、如何に子供たち

に、暖かな空間を与えられ、キリストの愛の気づきを与えられるかがが目的である。そ

れには、目に見えないものを目に見えるようにする象徴的な役割としつらえが重要であ

った。 

要求 聖堂の内部は、子供たちに親しめる柔和で明るく平和な雰囲気でありつつ、同時に子 

供のための聖堂とはいえ生活の場とは差異化された本質的な祈りの雰囲気を求めら 

れた。多くの中心をもちつつ、一つにまとまるという、多中心な現代の聖堂のプログ 

ラムのあり方を、具体的な形に発現することも要求された。 

機能 多くのシンボルを子供たちにわかりやすく説明できるように、多くの中心をもちつつ、 

ひとつの聖堂にまとめあげることが重要である。できるだけ、子供へのキリストの愛 

の気づきがあることを想いださせる工夫の装置を用意している。暗くなりがちなイメ 

ージの告解の部屋も、対面式のカウンセリング室的な部屋として面談形式で司祭と話 

ができるように用意した。子供が親しめるように、受難の磔刑像は装備せず、木彫の 

少年時代のイエズス像を用意した。この少年像は洗礼盤を挟んで聖母像と離れていて 

も向き合い、子供たちはその間に座す。設備的なものが目につかないように、格子梁 

の中に基本的には全て配置している。照明と音響のみペンダント式に吊るしている。 

空間 空間はイエスの弟子の十二使徒を象徴した 12 角形である。子供達だけではなく、全 

ての人が洗礼の初心に立ち返ることを思い出させるという意味として、洗礼盤を精神 

的な中心として聖堂の中心に据えた。イエスの復活を象徴する光の十字架を正面にス 

リットの光のしつらえでしつらえた。背後にはトップライトからの光が注ぎ、半地下 

部分はクリプタとなっている。小さなステンドグラスにはこの養護施設の各園舎の名 

前の木の実をあしらっている。できるだけ、子供へのキリストの愛の気づきがあるこ 

とを想いださせる工夫を行なっている。 
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図 4-７ 東京サレジオ学園ドンボスコ記念聖堂・小聖堂 
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図 4-8 東京サレジオ学園ドンボスコ記念聖堂 データ 

東京サレジオ学園　ドンボスコ記念聖堂

量的データ 単位

収容席数 200 席

聖堂形状※１ タイプ３

形式※２ 形式B

聖堂の面積 328 ㎡

a 縦軸距離 18000 mm

b 聖堂幅 21710 mm

縦横比 1.0:1.2

体積 2504 ㎥

c1 最低高さ 2750 mm

c2 最高高さ 8600 mm

平均高さ 7635 mm

壁面積 620 ㎡

採光部面積 56.7 ㎡

開口率 8 ％

ステンドグラス 7.7 ㎡

透明ガラス 47 ㎡

ステンド面積H≦３ｍ 7.7 ㎡

ステンド面積H＞３ｍ 47.0 ㎡

採光部面積H≦３ｍ 39.0 ㎡

採光部面積H＞３ｍ 17.7 ㎡

d 内陣面積 48 ㎡

内陣／全体 15 ％

e 信徒席面積 106 ㎡

信徒席／全体 32 ％

f 入口から祭壇距離 mm

入口の数 2

g 入口幅（合計） 2750 mm

h 席の前後間隔 980 mm

i 席の間隔 480 mm

席の高さ,床の勾配 図3.ｃ.2a

j1 最前席と祭壇距離 4215 mm

j2 8750 mm

k1 最後席と祭壇距離 9620 mm

k2 11640 mm

l1 祭壇と前列端角度 28 °

l2 65 °

m1 祭壇と後列端角度 5 °

m2 35 °

n 祭壇と後壁距離 2730 mm

o1 最前席と象徴距離 6745 mm

o2 10210 mm

p1 最後席と象徴距離 13975 mm

p2 12345 mm

q1 最前席と象徴の角度 33 °

q2 最後席と象徴の角度 19 °

FFEデータ

Finish

床　　　          　トラバーチノ

内陣床　　    大理石トラバーチノ

壁　　                ビーバー瓦

天井　 　　 打ち放しコンクリート

その他 中心の洗礼盤 ガラスの聖櫃

　       　外部の内陣 光の十字架

Furniture

祭壇            　  　  白大理石

Eguipment

空調       　　　         床暖房

音響　　  照明器具組込小型ｽﾋﾟｰｶｰ

照明　  　            　   200Lx
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図 4-9 東京サレジオ学園小聖堂 データ 
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4.3.4.カトリック神戸中央教会・社会活動神戸センター       ―聖霊に浸される― 

 

阪神淡路大震災から７年、被災した３つの教会がカトリック神戸中央教会として再建され

た。震災直後から続く社会活動神戸センターの活発な活動を支えることと、沈黙の内に祈り

を支えることができる安らぎに導かれる聖堂空間を創ることの両立が課題として与えられ

た。都市空間の中にカトリック教会らしい象徴的な景観となるよう、主聖堂と鐘楼を象徴的

に広場の入口に配置した。敷居の低い開かれた教会として、誰もが自由に訪れやすいよう

に、聖堂の外壁に沿って行くと自然に聖堂の入口に導かれる。聖堂の外壁は三位一体を象徴

した３枚の壁で囲み、方舟にもイメージを重ねる。その形は、単純な切妻型の形であるが、

三角形の平面特性から祭壇に向かって上昇する内部空間である。また、信徒館から司祭館ま

で動きのある屋根のある一体の造型で広場を囲むことで、広々としつつも、守られた雰囲気

を創った。広場の奥に社会活動センターを配置して、外部空間を有効に生かせるテント屋根

の場を用意した。社会活動の拠点と教会の空間が同居しながらもお互いに干渉しない距離を

策定した。広場の具体的なあり方や大きさ、教会建築へのプログラムの要求については、信

徒とのワークショップによって決定した。 

 

目的 示された「ことば」は『聖霊に浸される』である。３つの教会が聖書にある｢聖 

霊降臨｣の記念日にひとつになり、静寂な落ち着きのある祈りの空間となることを示 

した。被災した人々への活動拠点と、教会の普遍のプログラムの両立も目的にある。 

要求 ここでは、震災の影響により社会活動が活発であったものの、その忙しさの中に埋没 

してしまい、祈るという行為から離れている傾向がみられた。カトリック大阪大司教 

区から、神と向き合える場所を活動の拠点と両立させることが重要課題として呈示さ 

れた。（聖書には善意の奉仕に忙しいマルタと、奉仕はしないがひたすらイエスの傍 

らで神の教えを聞くマリアの喩えがある。）ここでの要求に顕著なことは、聖堂空間 

に外界との隔絶、神への気づきの為の沈黙の確保、聖霊に浸される感覚をもたせるこ 

とである。 

機能 静けさ・視線の静けさも含めた沈黙の確保、活動の場との距離のバランスと空間の質 

の差異化、祈りの場の内陣と後壁の像までの距離と高さの確保、３つの教会を包括す 

る活発な典礼空間の確保が必要な機能として求められた。 

空間 聖霊に浸される感覚の確保の為に、装置としての光と、空間の距離の関係による検討 

を行った。聖堂の重心にある祭壇から、その軸線上にイエスの受難の物語である 14 

枚のステンドグラスの窓を配置した。すべての向きが祭壇に向かう軸線上にあること 

で、聖堂を訪れた時に見る色光は、柔らかな間接光のみとなり、視線の静けさが確保 

された。これは典礼祭儀のダイナミックな動きの中で、初めて全図像を一斉に認識で 

きる仕組みとしている。白煉瓦を積んだ内壁で囲まれた空間と、内陣に向かって勾配 

をつけた信徒席によって、自然な一体感を持たせている。祭壇上部には聖霊降臨を象 

徴する天窓を、三枚のスクリーンを積層させて柔らかな光を落とすようしつらえた。 

各窓から天窓に向かって放射する三角錐の天井により、さらに祭壇へ意識を向かわせ 

る。音響的にも襞のある内壁と、この天井で拡散の効果を得ている。入口に Veni Sancte  

Spiritus(聖霊来たりたまえ)と打ち込み、扉の取手には聖霊を象徴した鳥も配してい 

る。小聖堂に小さなステンドグラスを配し、壁面を外へ倒し、頂部と前方にスリット 

窓を作り、前壁を外へ開くことで、圧迫感から開放できるようにした。 
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図 4-10 カトリック神戸中央教会 
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図 4-11 カトリック神戸中央教会主聖堂 データ 

カトリック神戸中央教会　主聖堂

量的データ 単位

収容席数 300 席

聖堂形状※１ タイプ３

形式※２ 形式C

聖堂の面積 490 ㎡

a 縦軸距離 25760 mm

b 聖堂幅 23915 mm

縦横比 1.1:1.0

体積 5304 ㎥

c1 最低高さ 8050 mm

c2 最高高さ 14440 mm

平均高さ 10825 mm

壁面積 1180 ㎡

採光部面積 75.1 ㎡

開口率 6 ％

ステンドグラス 74.4 ㎡

透明ガラス 0.7 ㎡

ステンド面積H≦３ｍ 20.1 ㎡

ステンド面積H＞３ｍ 55.0 ㎡

採光部面積H≦３ｍ 25.9 ㎡

採光部面積H＞３ｍ 49.2 ㎡

d 内陣面積 125 ㎡

内陣／全体 26 ％

e 信徒席面積 202 ㎡

信徒席／全体 41 ％

f 入口から祭壇距離 19615 mm

入口の数 3

g 入口幅（合計） 4830 mm

h 席の前後間隔 950 mm

i 席の間隔 530 mm

席の高さ,床の勾配 図3.ｃ.2a

j1 最前席と祭壇距離 4650 mm

j2 7025 mm

k1 最後席と祭壇距離 12615 mm

k2 13465 mm

l1 祭壇と前列端角度 11 °

l2 101 °

m1 祭壇と後列端角度 5 °

m2 51 °

n 祭壇と後壁距離 8025 mm

o1 最前席と象徴距離 9580 mm

o2 19545 mm

p1 最後席と象徴距離 20625 mm

p2 19545 mm

q1 最前席と象徴の角度 31 °

q2 最後席と象徴の角度 19 °

FFEデータ

Finish

床　　　石目調型押しコンクリート

内陣床　　 大理石 白トラバーチン

壁　　　　　　オランダ産　白煉瓦

天井　　　　　　吸音ボード素地＋

　　　　　　　　 天窓スクリーン

その他 　　天窓の三重スクリーン

Furniture

祭壇        木（ホワイトオーク）

Eguipment

空調　　          椅子暖房＋空調

音響　          線音源スピーカー

照明　             300Lx＋200Lx
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図 4-12 カトリック神戸中央教会小聖堂 データ 
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4.3.5 カトリック調布教会             ―過越しから復活の光へ― 

  

サレジオ神学院に隣接した教会聖堂である。調布教会は、それまで集会室を聖堂に転用してお

り、自分達の聖堂が無かった。新たな建設に際して、ミサの本質の啓蒙とミサ典礼書の総則に

明記されている現在の内容、歴史的伝統の捉え方などについて、信徒全体が勉強会を進め、先

に自分たちのあるべき聖堂のプログラムが策定された。その延長の中で、「祈りの場と交わり

の場の再構築」をコンセプトとされた指名設計競技が行われた。厳しい予算条件の中での現実

的な解決、工夫も求められた。既存の十字架をめぐっては、聖堂全体のプログラムに関わる中

心シンボルのあり方として、勉強会やワークショップを通して議論を行い、教会のプログラム

として捉えた解決を策定した。 

「ことば ―過越しから復活の光へ―」と社会内成立背景から導かれるプログラムの階層 

※「過越し」とは、旧約時代から続く慣習の犠牲祭のときに、子羊を屠って扉にその血を

塗ることによって、神の怒りを過ぎ越すことができるということから発することばであ

る。「過越しから復活の光へ」という「ことば」には、人間の罪を背負って死んだキリス

トの死という犠牲を通して、復活の栄光に引き上げられることを示している。 

 

目的 祈りの場として、イエスの受難と死、復活を記念した聖堂空間の創出をおこなうこと 

現代社会にあって、地域にも開かれた交わりの場である教会を目指すこと。 

要求 上記に対して具体的に求められるものは、 

イエスの死の苦しみから、復活の希望を感じさせる設えをもつこと 

自然と身を低くし、神と対話できる場であることを感じさせる設えであること、 

敷居の低い教会としての温かさをもち柔らかに包みこまれる雰囲気をもつこと 

機能 上記の要求を満たすために求められる空間の働きは、 

十字架をめぐるシンボルの適切な認知がされる配置 

空間の静けさと光の明暗を含む内省的な要素を適正につくる 

空間 以上の目的－要求－機能の規範を受けて、空間を規定するプログラムを整理すると 

キリストの受難の再現として地面から十字架をたてることで表し、その背面に岩ガラ 

スの光背を配置して復活の栄光の光を表現して、イエスの受難から復活への象徴として

しつらえた。目に見える象徴として、祭壇と朗読台を同じ石から切り出ス工夫し、十二

使徒を抽象化したステンドグラスの小窓の配置などを行なう。北側正面の外部の森に映

る反射光からの光が、天井全体を照らすことで、聖堂全体を温かみのある光が覆う。 
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図 4-13 カトリック調布教会 
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図 4-14 カトリック調布教会 データ 

カトリック調布教会　主聖堂

量的データ 単位

収容席数 300 席

聖堂形状※１ タイプ３

形式※２ 形式B

聖堂の面積 360 ㎡

a 縦軸距離 22085 mm

b 聖堂幅 21345 mm

縦横比 1.0：1.0

体積 2535 ㎥

c1 最低高さ 5125 mm

c2 最高高さ 10700 mm

平均高さ 7040 mm

壁面積 510 ㎡

採光部面積 35.0 ㎡

開口率 5 ％

ステンドグラス 12.5 ㎡

透明ガラス 22.5 ㎡

ステンド面積H≦３ｍ 3.5 ㎡

ステンド面積H＞３ｍ 9.0 ㎡

採光部面積H≦３ｍ 3.5 ㎡

採光部面積H＞３ｍ 31.5 ㎡

d 内陣面積 35.5 ㎡

内陣／全体 10 ％

e 信徒席面積 165 ㎡

信徒席／全体 46 ％

f 入口から祭壇距離 18845 mm

入口の数 4

g 入口幅（合計） 6900 mm

h 席の前後間隔 900 mm

i 席の間隔 500 mm

席の高さ,床の勾配 図3-2b

j1 最前席と祭壇距離 3760 mm

j2 6605 mm

k1 最後席と祭壇距離 10445 mm

k2 14540 mm

l1 祭壇と前列端角度 14 °

l2 77 °

m1 祭壇と後列端角度 60 °

m2 21 °

n 祭壇と後壁距離 3530 mm

o1 最前席と象徴距離 7675 mm

o2 6420 mm

p1 最後席と象徴距離 12040 mm

p2 17090 mm

q1 最前席と象徴の角度 23 °

q2 最後席と象徴の角度 9 °

FFEデータ

Finish

床　　　　石目調型押しコンクリート

内陣床　　石灰岩

壁　　　　漆喰調塗装

天井　　　パーライト吹き付け

その他    ダル・ド・ヴェールの光背

Furniture

祭壇    　大理石ベージュガララ 

Eguipment

空調　　　　　　　　　　　  空調

音響　          線音源スピーカー

照明   　　　　　  150Lx～300Lx
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4.3.6 カトリック菊名教会                ―大地と共に幕屋に集う― 

 

カトリック横浜司教区に所属する小教区聖堂である。スイス出身の建築家で司祭、カール・

フロイラー設計、スイスの伝統木造建築からの建替である。閑静な住宅地に囲まれた、周囲か

ら掘り込まれるような敷地形状である。建替えビジョン検討委員会により、事前の勉強会、建

築家の調査、訪問、ヒアリングを実施し、プロポーザル審査は参加自由の公開で行なわれた。

「神と人との交わりを深められる教会・人と人との交わりを深め大切にする教会・平和で自由、

公平な社会のために働き世の中を変えていく力となる教会」を求めたプロポーザルが行われた。

（※設計者選定後も 1 年にわたり、あるべき教会の姿のプログラムに関して、８回にわたるワ

ークショップで模索を続けた。プロセスを大事に考え続け、交わりのスペースを作ることを大

切にした。） 

「ことば ―大地と共に幕屋に集う―」と社会内成立背景から導かれるプログラムの階層 

砂漠の幕屋（テント）に集った教会の始原的イメージと、住宅地の窪地に這うように広が

るこの場所の特殊性を合わせたことからくる「ことば」である。 

 

目的 交わりを大切にした活動が行いやすい地域にも開かれた教会とすることと、日本的文化

の受容を意識したやさしさのある空間の創出が求められた。  

要求 上記に対して具体的に求められるものは、住宅地の窪地にあることから、教会のボリ 

ュームを和らげた地面に這うような建物とすること典礼の中で、良く見え良く聞こえ 

快適に居られる家庭的な温かさを生かした空間を創る開かれた教会として、人々が活 

動しやすい信徒会館や聖堂前広場をつくること 

機能 上記の要求を満たすために求められる空間の働きは、住宅地に圧迫感を与えず内部空間

を大きくとれる造形の採用祈りの静けさの装置として、高窓のステンドグラスからは、

間接的な採光ボリュームを和らげ、庇の高さを抑え、聖堂を奥に配置一体と考えた広場

を囲む配置 

空間 以上の目的－要求－機能の規範を受け、空間を規定するプログラムを整理すると、 

幕屋をイメージした聖堂大屋根は、屋根の勾配を活かした鉄骨梁による多角形ドーム 

聖堂空間の平面的形態は、祭壇に対して横長多角形に穏やかに囲む形状南に開けた敷地

を生かして常に高窓から聖堂にステンドグラス越しの陽の光が射し込み、その光を間接

光として背面に受け、包み込まれるような温かさと居心地の良さをつくる 

聖堂内陣外部に、敷地の自然なすり鉢状形状を生かして緑を取り込んだ静謐な庭 

木の壁と天井や焼物床による日本的な質感、木格子による外部空間との緩やかな関係 

バザー等の活動に参加しやすい広場と接する部分を長く取れる配置計画 
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図 4-15 カトリック菊名教会 
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図 4-16 カトリック菊名教会 データ 

カトリック菊名教会　主聖堂

量的データ 単位

収容席数 280 席

聖堂形状※１ タイプ３

形式※２ 形式B

聖堂の面積 345 ㎡

a 縦軸距離 16340 mm

b 聖堂幅 24990 mm

縦横比 1.0:1.5

体積 1290 ㎥

c1 最低高さ 2400 mm

c2 最高高さ 8820 mm

平均高さ 3740 mm

壁面積 137 ㎡

採光部面積 43.2 ㎡

開口率 24 ％

ステンドグラス 7.2 ㎡

透明ガラス 36.8 ㎡

ステンド面積H≦３ｍ 0.0 ㎡

ステンド面積H＞３ｍ 7.2 ㎡

採光部面積H≦３ｍ 36.8 ㎡

採光部面積H＞３ｍ 7.2 ㎡

d 内陣面積 36.5 ㎡

内陣／全体 11 ％

e 信徒席面積 152 ㎡

信徒席／全体 44 ％

f 入口から祭壇距離 13885 mm

入口の数 5

g 入口幅（合計） 7385 mm

h 席の前後間隔 900 mm

i 席の間隔 500 mm

席の高さ,床の勾配 445 0 mm

j1 最前席と祭壇距離 4595 mm

j2 7325 mm

k1 最後席と祭壇距離 10900 mm

k2 12885 mm

l1 祭壇と前列端角度 11 °

l2 80 °

m1 祭壇と後列端角度 5 °

m2 47 °

n 祭壇と後壁距離 2435 mm

o1 最前席と象徴距離 4900 mm

o2 7385 mm

p1 最後席と象徴距離 11205 mm

p2 13100 mm

q1 最前席と象徴の角度 27 °

q2 最後席と象徴の角度 10 °

FFEデータ

Finish

床　　　 強還元焼せっ器質タイル

内陣床 　強還元焼せっ器質タイル

壁　　　　　　　　 木製羽目板張

天井　　木製羽目板張+有孔ベニア

その他     高窓のステンドグラス

Furniture

祭壇            木製

Eguipment

空調　　　　　　  椅子暖房＋空調

音響　          指向性スピーカー

照明   　  　　　　 100Lx～300Lx
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4.3.7.鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂      ―ザビエル顕彰司教座聖堂― 

 

カテドラルとは、カトリック教会の各教区の中心となる教会で、教区長（司教か大司教）が

司式するための「着座椅子の司教座｣（カテドラ）がおかれている聖堂である。日本では 16 司

教区あり、ここはそのひとつで、聖フランシスコ・ザビエルが 1549 年に鹿児島に上陸したこ

とを記念している。1908 年の石造の聖堂は空襲で消失し、1949 年に木造の聖堂がローマの寄

付で建てられたが、老朽化と典礼の刷新による変化に対応できないことから建て替えとなった。

新しい聖堂は、ザビエル渡来 450 周年記念の年に完成した。旧聖堂のシルエットを継承しつつ

現代の典礼に則った形とし、上方から降り注ぐ光の溢れる祈りの空間は、同時に幕屋・方舟・

ザビエルの渡来船などのイメージを結ぶ。 

 

目的 ザビエル来日 450 年を記念して建設された。名前が示すように、主として二つの目的 

が求められた。カトリック鹿児島司教区のカテドラル／司教座聖堂であることを踏ま 

えて、小教区を束ねる「格式・荘厳さ」を創ることが求められた。また教会信徒だけ 

ではなく鹿児島の一般市民にも受け入れられることを大切にし、そこでは大航海時代 

に来日し日本にキリストの福音を初めてもたらした、ザビエルの歴史的な記念性の表 

現が求められた。主聖堂とは対照的に、小聖堂は個人の祈りの目的でしつらえている。 

要求 第二バチカン公会議の精神を遵守した空間の創造という基本的な目的から導かれる 

要求に加えて、司教座聖堂としての小教区教会との差異化、荘厳さの確保、大きな典 

礼への内陣空間の確保あった。聖イグナチオ教会では小教区教会でありながら大規模 

であること、中に親密な空間をつくることがプログラムされたが、ここではその逆で、 

通常は信徒数が 200 名程の信徒数の教会に、カテドラルとしての威厳を与えるという 

プログラムでの設計競技となった。一般市民へのザビエル渡航の船のイメージを含む、 

大航海時代からの歴史性の表現、一般市民へのイメージの発信も必要とされた。 

機能 司教座聖堂として典礼祭儀の司式側人数に対応できる機能として、内陣の広さを確保 

した。教会建築普遍のプログラムである基本的な「ことばの典礼」と「感謝の典礼」 

に関しての親密さは、規模が小さいので妨げられることはない。象徴性、荘厳さを外 

観に表出する階を重ねて高さを確保し、塔を正面に構えてザビエル渡来の船の象徴と 

して装置化した。また内部・外部にわたり、シンメトリーにこだわることも、ここで 

は空間の働きの中で重要と考えた。 

空間 外観のスカイラインは旧聖堂の教会らしさを残し、外観は正面性を強調して、教会の 

イコンとしてのイメージを保持した。主聖堂の内部空間には、光の洪水のような劇的 

な空間を決定した。赤は殉教者の象徴、ザビエルの情熱、青は祈り、静寂、ザビエル 

が渡ってきた海の色のイメージであり、色光の中で祈りに深く潜むことに適した空間 

をしつらえた。側壁のステンドグラスは、朝方の赤から夕方の青へと時間によって大 

きく変化する。深みを出すためにバーリントン加工（Ｒ加工）をした、大きな開口の 

パンチングメタルにより、側壁の表情に複雑さを与えて光の演出をした。信徒の目の 

高さの壁面は、木質系のやわらかい表情とすることで、光の洪水のような荘厳さの中 

でも、ともに分かち合える親密な空間をつくった。この側壁は夜には象徴的な光を放 

射する。塔を正面に配置することは、ザビエル渡航の船のマストをイメージさせる。 

小聖堂は個人の祈りの空間としてしつらえている。主聖堂と階が違うが、主聖堂の下屋

の屋根と天井を共通化することで、一体の空間に感じられるように計画している。 
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図 4-17  鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂 



93 

 

 

図 4-18 鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂 データ 

　　　　　　　　　　　　　主聖堂

量的データ 単位

収容席数 300 席

聖堂形状※１ タイプ２

形式※２ 形式B

聖堂の面積 378 ㎡

a 縦軸距離 21975 mm

b 聖堂幅 20300 mm

縦横比 1.1:1.0

体積 4725 ㎥

c1 最低高さ 2500 mm

c2 最高高さ 15915 mm

平均高さ 12500 mm

壁面積 350 ㎡

採光部面積 340.0 ㎡

開口率 49 ％

ステンドグラス 330 ㎡

透明ガラス 10 ㎡

ステンド面積H≦３ｍ 10 ㎡

ステンド面積H＞３ｍ 330 ㎡

採光部面積H≦３ｍ 10 ㎡

採光部面積H＞３ｍ 330 ㎡

d 内陣面積 103 ㎡

内陣／全体 27 ％

e 信徒席面積 133 ㎡

信徒席／全体 35 ％

f 入口から祭壇距離 18000 mm

入口の数 3

g 入口幅（合計） 4000 mm

h 席の前後間隔 900 mm

i 席の間隔 480 mm

席の高さ,床の勾配 図3.ｃ.2b

j1 最前席と祭壇距離 6030 mm

j2 7175 mm

k1 最後席と祭壇距離 12100 mm

k2 13435 mm

l1 祭壇と前列端角度 10 °

l2 62 °

m1 祭壇と後列端角度 4 °

m2 46 °

n 祭壇と後壁距離 4285 mm

o1 最前席と象徴距離 9925 mm

o2 10280 mm

p1 最後席と象徴距離 15400 mm

p2 17710 mm

q1 最前席と象徴の角度 20 °

q2 最後席と象徴の角度 12 °

FFEデータ

Finish

床   　　　 　　木床（染色ナラ）

内陣床　　 　   木床（染色ナラ）

壁　　　　珪藻土＋ステンドグラス

天井　　　　      石膏ボード塗装

その他         R加工のパンチング

Furniture

祭壇                  欅（既存）

Eguipment

空調　　　 　　　　　　　床暖房

音響 　    　　指向性スピーカー

照明               150Lx＋250Lx
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図 4-19 鹿児島カテドラル小聖堂 データ 
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4.3.8.浦和福音自由教会                      ―言と光― 

 

市の道路拡幅事業にともなって、新しい地に移転するため指名コンペにより採択された。北

浦和のケヤキ並木の正面に礼拝堂の十字架の塔をかまえ、教会の存在をしめした。この塔は礼

拝堂の内部に光を呼び込む装置にもなっている。礼拝堂の外観は、張りのある造形と大型陶板

による質感で重厚さをあたえている。全体の構成は、500 名の席数の礼拝堂を３階にすえて、

信徒館を１階・２階に配置している。両手で包み込まれるような主礼拝堂の内部空間は内陣を

穏やかに囲み、正面の光の壁は豊かな柔らかい光を天蓋に注いでいる。三位一体の神をコンセ

プトに光の壁を交わりの中心である内陣に据えている。ここでは、カトリック教会が第二バチ

カン公会議による典礼の刷新をおこなってから後の、プロテスタント教会が抱えている建築プ

ログラムの試行について検討を行なうことになった。 

 

目的  設計競技に示された目的は、プロテスタント教会でありつつも、２１世紀に向か

い宗派を超えたカトリック的な空間の表出を求められた。建築プログラムの宣言

として、この教会ははっきりと礼拝堂の空間に対して聖書の「ヨハネの第 1 章」

*2 を呈示し、三位一体の神を表現することを目的と明示した。 

要求 「言と光」の表現である。「言」（ことば）に対しての空間の回答、「光」に対しての

目に見える回答の表現が求められた。プロテスタント教会は、ことばの典礼を重

視する傾向から、礼拝堂が講堂的な機能的な空間になる傾向が強い。むしろ建築

空間に頼らないこと、聖書のみであることが重視されている教会も多い。カルバ

ン派の流れを組む急進的な教会であるが、ここではカトリック的な祈りの空間〔聖

なるもの〕、観想的な祈りに導かれる空間の質も要求された。。 

機能 目に見える光の効果、装置のしつらえが必要である。断面的にも小礼拝堂と主礼拝

堂を関連つけること、外観への表出も重要であると考えた。「言」（ことば）に対

しての回答も目に見える形で表現することにした。カトリック教会と決定的に違

う機能は、内部空間に対する明るさと電気音響の説教の重要性である。聖書を自

分の目で読み、長い説教を聞くというプログラムの差異がここにある。音響の残

響特性機能でいえば、カトリック教会は音楽ホール、プロテスタント教会は講堂

ともいえ、残響時間の長短には差がある。 

空間  小礼拝堂と主礼拝堂を貫くガラスの筒により、光の表象を外観・内観ともに現し

た。装置として全浸礼の洗礼槽をこのシリンダーに内包し典礼の動きの中に組み

込んだ。「言」に対する回答として、中心の信徒席を開放せずに、あえて中央通路

をふさぎ、席をしつらえることで、強いメッセージを与えた。カトリック教会で

は、ここは司祭入堂や、聖体拝領のミサ典礼所作の重要な場所なので席を配せな

いが、「聖書の言」をプログラムの最上位に上げているプロテスタント教会なので

牧師正面にも人を配置した。「光」に対しては、両手で包み込まれるような内部空

間が内陣を穏やかに囲み、正面の光の壁は豊かな柔らかい光を天蓋に注いでいる。

三位一体の神をコンセプトに光の壁を交わりの中心である内陣に据えている。礼

拝堂の講壇の後壁に幅 7.6ｍ高さ 11ｍの大きなステンドグラススクリーンを構え

ている。スクリーンは穏やかに湾曲した格子組にして、ステンドグラスを二重に

取り付けている。スクリーン背後に教会独自の洗礼槽が設けられガラスブロック

面からの自然光で充たされた光の筒となっている。 
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図 4-20 浦和福音自由教会 
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図 4-21 浦和福音自由教会 主礼拝堂 データ 

浦和福音自由教会　主礼拝堂

量的データ 単位

収容席数 500 席

聖堂形状※１ タイプ３

形式※２ 形式B

聖堂の面積 513 ㎡

a 縦軸距離 19530 mm

b 聖堂幅 27200 mm

縦横比 1.0:1.4

体積 5590 ㎥

c1 最低高さ 2910 mm

c2 最高高さ 11250 mm

平均高さ 10900 mm

壁面積 443 ㎡

採光部面積 103 ㎡

開口率 19 ％

ステンドグラス 82.5 ㎡

透明ガラス 20.5 ㎡

ステンド面積H≦３ｍ 22.5 ㎡

ステンド面積H＞３ｍ 60 ㎡

採光部面積H≦３ｍ 43 ㎡

採光部面積H＞３ｍ 60 ㎡

d 内陣面積 103 ㎡

内陣／全体 20 ％

e 信徒席面積 270 ㎡

信徒席／全体 53 ％

f 入口から祭壇距離 18270 mm

入口の数 4

g 入口幅（合計） 6840 mm

h 席の前後間隔 900 mm

i 席の間隔 530 mm

席の高さ,床の勾配 図3.ｃ.2b

j1 最前席と祭壇距離 5040 mm

j2 8620 mm

k1 最後席と祭壇距離 14750 mm

k2 15590 mm

l1 祭壇と前列端角度 29 °

l2 87 °

m1 祭壇と後列端角度 16 °

m2 52 °

n 祭壇と後壁距離 2460 mm

o1 最前席と象徴距離 7280 mm

o2 9100 mm

p1 最後席と象徴距離 17125 mm

p2 18050 mm

q1 最前席と象徴の角度 42 °

q2 最後席と象徴の角度 20 °

FFEデータ

Finish

床　　　　    　　天然リノリウム

内陣床　　        天然リノリウム

壁　　ヒル石吹き付け＋木調ボード

天井　　  　　    ヒル石吹き付け

その他   　　　   光のスクリーン

　　　　　　　　　　浸水式洗礼槽

Furniture

講壇                   木(ぶな）

Eguipment

空調      　　　  椅子暖房＋空調

音響         　 線音源スピーカー

照明       　       250Lx＋400Lx
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図 4-22 浦和福音自由教会 小礼拝堂 データ 
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4.3.9.山口カルメル会聖堂                   ―観想の祈り―  

 

世俗と隔絶し労働と祈りの生活を送るカルメル会の女子観想修道会である。設計に第一に求

められたことは本質的な落ち着きのある場を設えことであり、同時に人々が訪れる外部聖堂に

も安らぎを与える静謐な場が求められた。修道女の毎日の祈りの聖堂である歌隊席と修道院の

内部が一般と隔絶しているために、外部聖堂と呼ばれる信者席を祭壇のある内陣でつないでい

る。２つの聖堂を一つの内陣が共有する形式である。外部からも２つの聖堂空間が一つである

ことを意識させるように、両聖堂には一つの幕屋としての大屋根をかけている。 

 

目的 労働と祈りの観想修道会聖堂として、世俗の外部聖堂と修道会聖堂を一体の空間とし 

て創ることが求められた。世俗空間からの隔絶と沈黙の空間確保が必須条件である。 

一日の殆どを過ごす空間の豊かな質を求められた。ここでの「ことば」は『祈りの空 

間』の創造であり、教会の普遍的プログラム第三である祈りの場＝〔聖とされるもの〕 

を最も大切な目的とした空間である。神の霊的なものを感じられる抽象的感性を具現 

化する働きを持たせることが重要となる。 

要求 観想修道会では、生活の殆どの時間が聖堂で行われる。長時間にわたる神との対話に 

相応しい場所として、質感・設備・光も含むしつらえが基本的要求とされた。世俗の 

空間である外部聖堂と修道会聖堂とは、視線は避けつつも、精神的に一体の空間であ 

ることが基本的要求であり、包み込まれ安定した精神を感じることのできる落ち着き 

が求められる。集中できる空間の用意が必須であり、光、音、空間、仕上げの皮膚感 

覚が重要なパラメーターとなる。 

機能 物理的な静けさと同時に、目に見える静けさの感覚の確保が必須条件である。長時間 

祈ることになる聖堂での毎日に、神との対話の気づきの助けとなる装置をしつらえた。 

それには、春夏秋冬、一日の光の変化を感じられるようにすることが重要なファクタ 

ーである。一般信徒や近隣の外部の人間に対してその存在を知らせることも機能とし 

て必要である。外部聖堂と外観には、伝統的なカトリック聖堂のもつ空間の創出が修 

道会の存在の証として必要であった。 

空間 外部聖堂と呼ぶ世俗に開かれた聖堂と修道会内部の席を互いに内陣を介して 90 度の 

関係となる空間構成である。聖と俗の結界としてのスクリーンが意識の隔てとして存在 

するが、毎日のミサではスクリーンを開き、一体の聖堂としてひとつの天蓋の下に集う。

歌隊席は緩やかに湾曲したカーブに囲まれる低い天井により側廊を感じさせ、その天井の

下で囲まれることで共同の祈りを意識できるようにしつらえた。中央は祭壇の上方へ向か

い天井を湾曲させて、その先には色の構成のみの簡素な格子のステンドグラスにより十字

架の受難を表した。天井と正面の壁の空間は、柱のない構造にスリット窓で切り離して、

空に向かって精神を昇華させる。外部聖堂は、訪れる人が個人の祈りに集中しやすいよう

に、天井の高い奥行きのある伝統的空間である。正面の壁は、側面からの光をほのかに受

けられるように、外へ向かって僅かに傾けて僅かに明るく照らされる。二つの聖堂は各々

別の聖堂空間としての特徴をもつが、神の幕屋を象徴する緩やかな曲面の天井を共有する

ことで、一体の空間を感じる。聖も俗も、光の変化に対して、全ての壁面に光と質感によ

る装置を配置し、朝から夕方、季節によって、毎日が違う光空間となり、毎日の祈りの助

けとなる。素材は明るい木床に珪藻土の壁に切藁とヒル石を混ぜ、ざらついた明るい白系

とすることで、光の変化が床にも壁にも映りこむ。 
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図 4-23 山口カルメル会修道院聖堂 
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図 4-24 山口カルメル会修道院聖堂 外部聖堂 データ 
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図 4-25 山口カルメル会修道院聖堂 内部歌隊席聖堂 データ 
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4.4. 結論  

４章では、実際の設計事例を「目的－要求－機能－空間」の４段階に整理しつつ設計プロセ

スに沿って記述し、設計指針・条件と対応する結果を、横断的なデータも含め整理して示した。  

初めに現代キリスト教会設計の概要を示し、次に設計条件の整理を設計プロセスに沿って簡

略化して示した。さらに空間を規定する「プログラム」について、大きくは身体的次元と認知

的次元に分類するなどして示した。これらの整理に従って、各設計事例の与条件から設計条件、

プログラムに対応する設計結果について、できるだけ各事例が相対化できるよう同様の記述で

示すとともに、客観的指標をデータとして示すことで相対化し、相互に位置付けられるよう示

した。 

横断的な分析結果は３章で示したが、事例毎の特性等は本章に示した。  
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＊Ｂ 東京サレジオ学園・ドンボスコ記念聖堂 

『建築設計資料 36 教会建築』（建築思潮社 1990） 

『新建築 1989 年１月号』（新建築社 1989）『ＪＡ384』（新建築社 1989 年） 

『建築文化 1989 年１月号』（（彰国社 1989）『SD8905』（鹿島出版会 1989） 

『日経アーキテクチャー1990 年 8/13 ディテール 90』（日経 BP 社 1990） 

 

＊Ｃ カトリック神戸中央教会 

『新建築 2005 年 1 月号』 （新建築社 2005） 

『日経アーキテクチャア 2005 年 1 ｰ 24』 （日経 BP 社 1999） 

『建設ジャーナル 2007 年 8 月』（建設ジャーナル社 2007） 

『現代日本の建築家 優秀建築選 2006』日本建築家協会 2007 

『礼拝と音楽 №151』 日本基督教団 2011.11 

 

＊Ｄ カトリック調布教会 

『現代日本の建築家 優秀建築選 2009』日本建築家協会 2010 

『礼拝と音楽 №153』 日本基督教団 2012.5 

『カトリック調布教会新星堂建設の記録 過越のあゆみ』カトリック調布教会編 2009.7 

『ART BOX IN JAPAN 現代日本の建築 Vol.4』アートボックス社 2011 

 

＊Ｅカトリック菊名教会 

『現代日本の建築家 優秀建築選 2010』日本建築家協会 2011 

『礼拝と音楽 №154』 日本基督教団 2012.8 

『菊名 いま』カトリック菊菜教会 50 周年記念誌 カトリック横浜司教区編 2008.6 

 

＊Ｆ 鹿児島カテドラルザビエル記念聖堂 

『新建築 1999 年 11 月号』（新建築社 1999） 

『ディテール 2000 年冬季号』（（彰国社 2000） 

『新建築 1999 年坂倉建築研究所アソシエイツの形』（新建築社 1999） 

 

＊Ｇ 浦和福音自由教会 

『ディテール 171 2006 年冬季号』（彰国社 2006） 

『建設ジャーナル 2007 年 8 月』（建設ジャーナル社 2007） 

 

＊Ｈ 山口カルメル会聖堂 

『新建築 2002 年 12 月号』（新建築社 2002） 

『新建築 2003 年 1 月号』（新建築社 2003） 

『ART BOX IN JAPAN 現代日本の建築 Vol.１』アートボックス社 2004 

『礼拝と音楽 №152』 日本基督教団 2012.11 
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5.1.結論 

 本論文１章では、本研究の背景、目的、先行研究、研究方法、および論文概要を述べた。  

先ず環境工学的視点による先行研究、および空間－行動論的視点と既設計事例の蓄積から設

計の規範となる型（建築計画とも呼ばれる）を求めようとした先行研究を踏まえ、キリスト

教の教義や文書等によることなく、客観的に記述し分析することを目的としている。 

 

２章では環境工学的側面から、教会堂におけるカトリックとプロテスタントのプログラムさ

れた行動の違いを、具体的な実測値で明らかにした。この結果からは教会堂設計は相反する条

件となり、その解決は空間設計の面からは難しい。設計指針としては、会堂自体は豊かな音の

広がりを持つ空間とすると共に、一方で電気音響システムを適切に用いて、説教等の人声祭儀

に対応するという設計条件になる。これらの条件に基づいて設計した具体的な事例については、

４章に示す。また平面的および断面的条件としては、聖餐卓を囲むというキリスト教祭儀の原

点に戻り、お互いに良く見え良く聞こえる近い距離に在り平滑な角度に在るような条件が求め

られる。さらに聖書や聖歌集等の書類を見る行為の頻度により、照度の高さや分布の均質性に

求められる条件の異なることが分かった。これに対しては、均質な照度をある程度は確保した

上で、教会ごとに求められる光環境を付加して行くという設計指針になる。  

なお参考論文にも示すように、キリスト教会堂に求められる空間機能条件は、現代キリスト

教会においてはカトリック・プロテスタントあるいはその他宗派に関わらず、聖餐卓を囲むと

いうキリスト教祭儀の原点に戻ることが見直されており、これを一つの主要な設計条件として

扱う本論文の立場と矛盾は無い。 

 

３章では、行動と空間の対応の面から、求められる行動条件に矛盾しない空間条件の設計が

得られたかを、複数事例の現場実測データにより明らかにした。行動発現の元となる典礼とい

う行動プログラムを抽出整理し、本論文では食卓の象徴である聖餐卓を囲む配置設計、十字架

やキリスト像などへの距離や見上げ角度の設計等で、行動条件に矛盾しない空間条件が得られ

たかを実データにより検証した。いずれも求められた条件に従った設計作業により、一定の範

囲に設計結果が収まっており、またそこに今後の教会堂建築空間の『型』が、見出された。 

また多くの人々が関わる設計は、同意形成のプロセスでもある。この点に有効な設計手法で

あるワークショップについて様々な事例を示し、いずれのケースでも設計手法として有効であ

り、より良い結果を導き出していることと、多様な関係者の要求を相容れながら、それぞれの

満足を損なわずに、同意形成を果たしていることを示した。このワークショップという設計手

法については用い方も多様であり、未だ明確な『型』を示すまでには至っていない。この点は、

今後に事例をさらに積みながら、明確な『型』を示すことができるよう、研究を進めたい。 

 

４章では、実際の設計事例を「目的－要求－機能－空間」の４段階に整理しつつ設計プロセ

スに沿って記述し、設計指針・条件と対応する結果を、横断的なデータも含め整理して示した。

初めに教会設計の概要を示し、次に設計条件の整理をプロセスに沿って簡略に示した。さらに

空間を規定するプログラムについて、身体的次元と認知的次元に分けて示した。この整理に従

って、各設計事例の与条件から設計条件、プログラムに対応する設計結果について、各事例が

相対化できる形式の記述で示すとともに、客観的指標を示すことで相互に位置付けられるよう

示した。横断的な分析結果は３章で示したが、事例毎の特性等は本章に示した。  

本５章では、本論文の結論を示した。  
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5.2.今後の課題 

 本論文で示した基礎的内容をさらに深めながら、より詳細に考究することが求められる。  

 またさらに教会堂設計の大きな枠組みを考察し示すことを優先したため、２章３章４章に示

したような多角度からのデータの分析も、もう少し異なる角度からのデータを加えることで、

新しい観点や知見も得られると考えられる。  

また総括表で示したような多角度の客観的データについては、さらに詳細な分析と考察が可

能である。そうした客観的な指標を用いて構造分析を進め各事例の布置を行うことにより、各

事例のグルーピングや在るべき型のより行き届いた呈示が可能であり、より詳細な解析と併せ

て、実際の設計にとって大きな指針の一つとなろう。  

 これに教会堂の型ばかりでなく、大きさ（容量）も含めたデータを加味して研究を進めるこ

とも、社会に求められる今後の大きな研究課題である。  
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5.3.あとがき 

5.3.1. 本研究の適用課題  

 本研究の適用課題は、ある意味で限られたものであり、従来はあまりニーズの少ない研究分

野であったと言える。多くの建築関係者にとって教会堂の設計は一生に１回の仕事であり、繰

り返しを考える必要がなかったとも言える。１章に示したような先行研究の無さが、それらを

示している。しかし今後は、第二次世界大戦後に多く建てられた国内の教会が建替え時期を迎

え、飛躍的に建設需要が増加する時期であり、その際に正しい設計への指針や、適正な理解に

支えられた設計への条件が、多く求められるようになるであろう。  

 また国際的にも、本研究に示した変化への対応が求められており、本研究に示した内容は十

分に役立つものである。  

 

5.3.2. 本研究の意味 

 しかしながら、個人的な経験に依拠するような設計指針や条件では、多くの設計者が共有す

るものとはならない。キリスト教会の設計に対して述べているが、教義や文書の内容に依拠す

ることなく、実測を起点とする客観的な指標を基盤にしていることに、大きな意味がある。  

 

5.3.3. 本研究の進展 ［データ蓄積、体系化、構造化、新しい知の獲得］ 

 今後に研究を進展させることにより多くのデータが蓄積され、それらの相対的関係を抽出す

ることをベースに体系化が進み、さらにそこから構造が見出されることで、本研究のテーマに

おいて「構造化による新しい知の獲得」が期待される。 

 今後もこの研究テーマを追求し、さらに新しい知を獲得して行きたいというのが、筆者の願

いである。 
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