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I think that the architects are more likely to be the vast majority. The architectural space that we create can be enriched by 

those who do not have it, and we can overcome the poor wall by getting out of poor life. 

 ”Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, the world ’s largest city of the rich and the poor. The world's largest informal area 

"Rocinha" exists right next to the resort area where the buildings are lined up and symbolizes the gap between rich and poor. I 

want to help informal residents in this city get out of their poor life. To that end, it may be necessary for architecture to grow 

together with the lives of residents and become a foundation for living a certain level of life. 

 In this proposal, redevelopment will be carried out for "Rocinha", the world's largest informal district. 

 

1. はじめに 

 建築家がよりそうべき相手は,大多数の持たざる者

達であると私は考える．我々がつくる建築空間は，そ

の持たざる人々によりそうことで生活を豊かにし，貧

しい生活から抜け出すきっかけを与えることが出来る

のではないか． 

 ブラジル連邦共和国リオデジャネイロ州リオデジャ

ネイロ，そこは世界最大の貧富の格差がある都市であ

る．ビルが立ち並ぶリゾート地のすぐ真横には世界最

大のスラム街「ホシーニャ」が存在し，まさに貧富の

格差を象徴している．私はこの都市で，スラム街の住

民達が貧しい生活から抜け出す手伝いをしたい．その

為には，建築が住民の生活によりそいながら共に成長

していき，一定水準の生活を送るための基盤となる必

要があるのではないかと考えている． 

 本提案では，世界最大のスラム街である「ホシーニ

ャ」を対象に再開発を行っていく． 

 

2. 基本方針 

建築家無き建築群であるスラムの街の特徴に「自由

度が高くカラフルなファサードの街並み」「街全体の

構造的な脆さ」の二点があげられる． 

 

 

 

 

 

本提案では，歴史の上で出来上がったこのファサー

ドを守り，手を加えた後もファサードを崩すことのな

い設計を行う．また，構造的に脆い建築が多いスラム

街において建築物の構造的な補強となり，両隣二件を

助けるような建築を設計する． 

 

3. 計画背景 

3.1ブラジルにおける貧富の格差 

国民の 60％もの人々の所得が，国民平均所得の２

分の１にも満たない貧困層に属しており，さらには低

賃金（70ドル程度）の半分以下の収入で生活してい

る極度の貧困者数は国民の 32.1％に相当する 5400万

人にのぼる． 

この所得格差の原因の一つには，ブラジル国内の地

域格差があげられる．南東部などの豊かな地域が先進

国並に発展している一方，未開発の北部や中西部，し

ばしば干ばつに襲われる北東部などの生活水準は，そ

れこそ最貧国並にとどまっているのだ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1: Rio de Janeiro 

 

Figure2: Gap between the rich and poor graph 
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この貧富の格差は，ブラジルにおいて様々な社会問

題を助長しており，必要に足る衣食や教育機会が与え

られない極度の貧困状態にある 15 歳以下の子供たち

は 2250万人にのぼるといわれている．そして，国連の

暴力実態調査では，多くの貧しい子供たちが麻薬密売

を生存のために必要とみていることが明らかになって

いる．こうした貧困状況が，ストリートチルドレンの

増大や，犯罪被害者の人口比率 44％のリオデジャネイ

ロに代表されるような世界最悪の治安を作り出す主要

な原因となっている． 

3.2スラム街のインフラ問題 

 ホシーニャでは，水道が整備されていないため給水

タンクが屋根に乗っており，給水車が各家を回ってい

る．電気は整備されているものの，盗電され電力供給

が不安定な状態が釣図いている． 

 

4. 基本計画 

貧富の格差を象徴する都市で，建築が貧困層により

そう事でその溝を埋めることが出来るのならば，スラ

ム街を高密度化し拡張することで，スラム街は次第に

豊かになり貧富の格差は埋まっていく．しかし客観的

にみるとスラム街が拡大されているので，景観的にリ

ゾート地区とスラム街の対比が強まっているように感

じる．これにより，リオデジャネイロは貧富の格差を

埋めつつも「貧富の格差をより強く象徴する都市」と

なり，逆説的に貧富の格差を埋めるきっかけを生む都

市となる． 

4.1 再開発の内容 

(1)スラム建築の構造補強 

(2)集水施設を用いたインフラ整備 

(3)増改築の余地を残す未完成のプラットフォーム 

 

 

 

 

 

 

4.2 建築の伸縮性と柔軟性 

 建築の面白いところとは，病院などの極端な例を除

き 1つの用途に限定されないところだと考える． 

つまり建築は「予測不可能な変化を考慮したもの」で

あるべきで，常にあらゆる未来に開かれた形で存在す

るべきではないか． 

5. 建築計画 

  以上の計画方針，計画背景，基本計画を元に設計を

行っていく． 

スラム街は急斜面や沼地などを占拠したケースが多

く，本提案の計画敷地であるホシーニャも例にもれず急

斜面に占拠されたスラムであり，ここに建つ建築物はそ

の殆どが建築家や建設会社が立てた建築ではない．その

ことから，スラム街の人たちが一種のサバイバル力であ

るセルフビルド力に秀でていることがわかる． 

本提案では，スラムの人々が持つセルフビルド力に

注目し，住民が自らで住空間を拡張する「参加型のデ

ザインプロセス」を行う． 

 

玄関から寝室，水回りなど生活の基盤となるよう

な要素を設計し，残り半分をセルフビルドで住み

手に補ってもらうデザインプロセスである．イニ

シャルコストが半分に抑えられるだけではなく，

施工時から増改築を含め倍以上の社会的インパク

トを生み出すことが出来る． 

この未完成のプラットフォームは，予測不可能な変

化を考慮したものであり，常にあらゆる未来に対して

開かれた建築となる．これは，スラム街においてくす

ぶる雇用問題や教育問題といった問題解決の土壌とな

り，時代と共に用途や姿を変え成長していく余白を持

たせた建築である． 

 このデザインプロセスを用いてブラジルのスラム街

に対しての再開発を行っていく． 
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Figure5: Reference case「Monterrey apartment house」 
Figure3: Water supply tank and Telephone pole 

Figure4: Diagram 
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