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日本から見た
　中国の住宅設計における諸課題

２００４年１２月
㈱市浦都市開発建築コンサルタンツ

内田　勝巳
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北京市内での住宅開発プロジェクト

住宅・土地政策等の推移
1980年代以前： 「福利的住宅実物分配制度」

（政府と雇用単位による公有住宅供給、

2000年に完全撤廃）
1980年代　:　 民間開発企業による住宅開発、土地賃貸、土地

使用権の売買制度の開始
（深 �、珠海、廈門等の経済特区に限定）

1990年代 前半： 大都市での外資や国内企業による市街地再開
発、農地収用による郊外団地開発の進展

（’93: 農地転用7,600k㎡）　
　　　　　　　　　　 全国での土地取引の制度化、
　　　　　　　　　　 外国資本への不動産投資の開放（1992）
　　　　　　　　　　　　　　　　　→空前の不動産開発ブーム
　　　　　　　　　　 公有住宅の払い下げ（1994～2000）　　　　　　　
　　　　　　　　　 住宅公共積立金制度の創設

1990年代後半： 個人住宅担保融資制度（ 1997 ）等によって

個人による商品住宅購入が飛躍的に拡大

年間住宅販売面積：

１９９１年　 ２，７４５万㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　２００１年　１８，４９９万㎡

2002年～　　　:　不動産投資が前年比28%増、

　 　　　　　　　　　 不動産投資の伸び率は

　 　　　　　　　　　 03年 15%　→　04年 10%　へと鈍化の見込み
　　　　　　　　　 　　

　　　　　　　　　 政府の土地供給抑制、

04年をピークに下降予測も

国有地使用権払い下げ制度（1990制定）
(1) 住宅地：　 　　　70年間
(2) 工業用地：　　　50年間
(3) 教育関係：　　　50年間
(4) 商業用地：　　　40年間

住宅供給システム

(1) 商品住宅： 市場価格による高収入世帯向け分譲住宅
(2) 経済適用住宅：政府による基盤整備、土地無償貸与、
　　　　　　　　　　　　政府指導価格による中・低収入世帯向

け分譲住宅
(3) 低廉賃貸住宅：政府決定価格による最低収入世帯向
　　　　　　　　　　　　け賃貸住宅
中央・地方政府が土地供給を通じて住宅・不動産市場をコ
ントロール

住宅建設量
○上海市（2000年）：約14百万㎡（約12万戸）
○ 北京市（2002年）：約20百万㎡（約15万戸）

住宅取得層
○主たるターゲットは世帯主年令35-45才代
　　50才代以上（低学歴・低収入、消費観念が保守的）は
　　市場の対象外
○ ミドルクラス（5,000元/㎡×100㎡＝50万元）の場合
　　家族年収4-5万元階層が主体（年収の約10倍）
　　一時金10～15万元、残金を割賦返済（最長30年）
　　中級以上では家族年収6-10万元（90-150万日本円）層
　　注）民間企業の課長級の月収6-7,000元/月、部長級で8,000-
　　　　10,000元/月
○ 購買層が富裕層　→　２０～３０代の新中間層に拡大



2

住宅価格と市場ボリューム（北京市の場合）

　　　　　　　　　

注） 上記スケルトン価格の他、
内装工事費別途、600～2,000元/㎡

High End       8,000- 元/㎡ 7%

High     　　　　　6,000- 8,000元/㎡ 8%

Middle High   5,000- 6,000元/㎡ 15 %

Middle     3,500- 5,000元/㎡ 50 %

Low  2,000- 3,500元/㎡ 20 %

中低価格帯

北京風林縁洲

1.住宅地計画における課題
（多様性の創出）

・住宅地のスケールが大きく、短期間に大量の住宅を供給

・小中学校や公園等を同時に整備し、一体の街として全体をプ

　ラニングすることも一般化しているが、住宅地としての変化や、

　多様性に乏しい

・明快な計画テーマ（水、スポーツ、欧米イメージ等）で印象的

　景観、特徴が分かりやすいが、住宅地の空間構成としては単

　調になりがち（大規模な集中緑地等）

北京太陽園

地下駐車場（防空施設）

集中緑地

嘉銘園

東環18

（変化のある住棟と空間構成）

・開発密度が高く、高層板状住宅が主体で、南向き重視による

　住棟配置により、住宅地の空間構成が単調になりやすい。

清止園

清止園
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変化ある住宅地空間構成の例

住宅地空間構成図

・変化のある住棟構成・住棟方位に変化をつけた配置によるグルーピングの
形成
・領域性を明確にしたオープ ンスペースの形成
　　セミパブリック（集 中緑地）とセミプライベート（コモンス ペース）
・各街区の集中緑地の個 性化、
・変化と多様性の豊かな住宅地 空間の形成
・ゲート性を創出するランドマーク住棟、
・基幹的なオープ ンスペース（水・緑の軸）に　
　沿っての軸線の形成、開放性の創出等

上海旗忠森林体育城

多様な住棟構成による変化ある住宅地空間

低層準接地型住棟

板状高層住棟

ヴィラ型連続住棟

緑地・景観計画（ランドスケープ計画）

緑地構造図

中心大緑道：散開林・
庭園（Garden）ゾーン

中心大緑道：
密生林（Forest）ゾーン

中心大緑道：
疎林（Park）ゾーン

緩衝緑地

エントランスゾーン

エントランスゾーン

プロムナード：
3列植栽の軸線と
都市広場

エントランスゾーン

環状緑地
（四季の道）

環状緑地に沿っての
小公園の配置

滝、渓流、カナル、
拡がりのある水面
など、多様な水系の
創出

緑地・景観計画（ﾟランドスケープ計画）

中心大緑道イメージ図
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住棟グルーピングの形成
中高層住棟
住棟グルーピングの形成
　　中高層住棟

高齢化社会への対応

・高齢者が安心して住み続けられる居住環境の形成

・高齢者のための身近な利用施設の整備

　　　　　　　　　　（スポーツ、健康、交流施設）

・高齢者のためのコレクティブハウジング

住宅地計画の事例（上海浦江鎮基地）

・上海市「一城九鎮」の一つ、中低価“四高”モデル居住区

・変化ある都市景観の創出

・豊かな公共空間の創出

・合理的な交通動線計画

　（公共交通の利便性）

・緑豊かな環境の創出、まちづくり

・コミュニティの領域性を重視した

　高齢者、子供が生活しやすい

　環境の形成

位置図いち

 

計画設計の基本方針（Planning and Design Policy） 

項 目 基本方針 

① 公共交通優先の都市形成 

② 歩行重視のコンパクトな都市づくり 

都市構造・土地利用 

③ 公共領域・公共空間の充実 

① 地域風土・土地の記憶の継承 

② 都市個性・イメージ（イタリア的都市風貌）の創出 

都市空間・デザイン 

③ 多様性の創出 

① 身近なコミュニティを重視した住宅地形成 

② 多様な居住環境の創出（都市型住宅の導入） 

住宅地形成 

③ 高齢社会への対応 

① 多様な緑地空間の創出 

② 緑のネットワーク形成 

オープンスペースの形成 

③ 水系の活用による緑空間の形成 

住宅地構成概念図

コミュニティの段階構成
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公共交通系統図

（ループ状バスルートの設定）

空間界面設計分析図（都市空間構成図）

・都市中心軸・連続的に変化する街路景観・水と緑の回廊

・領域性のある住宅地空間・街区の中心性（まち広場）

・変化ある住宅地景観

住宅地計画図

住宅地動線計画図

・オープンスペースと歩行者ネッ
ト　ワークの形成

全体鳥瞰図

全体計画図

住宅地内広場（街区広場）

城市中心全体鳥瞰図

２．住宅（住戸・住棟）設計上の課題

・階段室型住棟で独立性の高い住戸プラン
　が多く、住棟計画としても多様なバリエー
　ションが工夫できる。
・一方で、１００㎡～１５０㎡を越える高級住
宅

　の共用部分としては住棟エントランスやエ
レ

　ベーターホール等が狭い。
・共用部分の充実が求められる。

典型的な住棟構成清止園 深�金海湾花薗

万泉新新家園

恋日嘉園

・住宅に比べエントランスホール、

　エレベーターホール、郵便受けなど

　の共用部分がやや貧弱
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・街並み景観・デザイン

住棟のデザインや色彩は多彩で、
ファサードデザインに力を入れて
いるが、供給規模が大きいため
に、同じデザインで供給すると，
街としてかえって単調になりやす
い。

万泉新新家園

街並みに変化を与える住棟デザイン（屋根、ファサード）
上海鳳凰城

風林縁洲

・住戸内部設計・住宅性能

・住戸規模は１３０～１５０㎡／戸（３ＬＤＫ）と
大きく主寝室、リビングルーム等各居室の最
低寸法も規定化され、面積水準が確保され
ている。

・住宅はスケルトンで販売され、入居者が内
装、設備を引き渡し後に「装飾公司」に発注。
個人の個性重視。但し、工事中の騒音や内
装業者の設計力が問題。

・住宅設計者が直接、内装設計に関わること
が少ないため、住宅性能や水準が当初の設
計意図どおりに出来ているかの保証がない。

・今後、内装付き住宅供給が増加。ディベロッ
パーの責任のもとで実現するためには住宅
供給システムや、施工技術、設計能力の向
上が今以上に求められる。

内装工事の状況

上海桜園

①ハウジング概念の再構築
・住宅としての質の追求

　表面的な豪華さや住宅の広さから、生活者の視点で「環境」

　「コミュニティ」「共用施設」といった、集まって住むという概念を

　再構築。

・身近なコミュニティから段階的な広がりに応じた住宅地構成。

・公共交通体系と連携した施設整備、快適な居住環境の形成。

・高齢者に配慮した住宅地計画、多様な居住様式の導入。

・歩行者動線、緑地、オープンスペースのネットワーク形成。

・質の高いまちなみデザイン、ランドスケープの実現。

３．今後の課題
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②住宅生産供給システムの合理化

・今後中低所得者向けの住宅、内装付きの住宅供給は増加。

・内装工事の品質をどう確保するのか。

・大量に発生する工事需要に供給体制をどう対応するのか。

・設計監理の問題にどう対応するのか。

・生産システムの改善・合理化（躯体、内装、設備のシステム化）

・供給システムの構築（モジュール化・部品化）によるコストダウ
ン

・住宅部位の性能規定化の推進

・住宅性能表示制度の普及促進による消費者保護

・技術基準・住宅性能に関する普及啓発を通して、内装設計に
関

わる設計事務所の育成 専門事業者（内装ゼネコン）の育成

日本の住宅生産の工業化の流れ

内装・設備システム事例　１

躯体分離配線方式（ＵＲ） 電気配線パネルシステム（パネ協） さや管ヘッダーシステム（パネ協）

内装・設備システム事例　２

内装・設備システム事例　３

ユニット排水システム（パネ協）

シェルター
(標準住戸)

インフィル
(標準住戸)

固定間仕切りパネル

スケルトン・インフィル
（ＳＩ）システム

スケルトン
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③住宅性能の向上

・住宅に対する評価の対象が、表面的要素から住宅の質そのものへ
・断熱性能・遮音性能・設備性能については消費者の知識も不充分
　な面も多い。
・今後、内装付きの住宅の供給増加。消費者への情報提供の意味
か

　らも住宅性能や住宅の質に関する意識啓発、普及と合わせ、これらを支える生
　産供給システムや性能規定化、性能表示制度の推進を進めていく必要がある。

・住宅供給者（ディベロッパー）にとっては、住宅の差別化、商品価値
　の上昇、競争力の強化につながる。
・設計者は設計内容が各住戸に及ぶようになれば、今以上の設計
力

　が求められる。


