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心とする大財閥だった。野口は元 発々電会社などを経営していたが、

石炭窒素製造法であるフランク＝カロー法や、アンモニアを合成す

るカザレー法、人絹（レーヨン）製造技術をいち早く導入し、一大化

学企業へと事業を展開していった。朝鮮に複数の巨大ダムと工場を

建設し［写真1］、世界屈指のコンビナートを形成した。主要な生産品

である硫安（硫酸アンモニウム）は化学肥料であると同時に、火薬の

原材料でもあり、戦火とともにコンツェルンは拡大していった。

　しかし、まさにその朝鮮偏重の経営によって敗戦時には全資産の

85%を失い、内地では財閥解体や公職追放などの影響を受けて事

実上コンツェルンは解体された。戦後にこの巨大な企業体を継承し

たのが、新日本窒素肥料と旭化成工業の2社に、両社で引き受けき

れない引揚者の雇用ために新設された積水化学工業を合わせた3

社である。この「積水」という語は兵法書『孫子』の一説に由来する
とされるが、実際には日窒コンツェルンを支えた朝鮮のダム群を指し、

戦前から日窒系企業の親睦会や社員寮などの名称として使用されて

いた。新会社積水化学工業は、当初日窒系の商品の販売業を担っ

ていたが、プラスチック成形技術を導入し、プラスチック産業に参入

していった。

オールプラスチックハウスから 
セキスイハウスA型へ

1950年代の積水化学工業の主力商品の一つが「エスロン」と呼ば
れる塩ビ管である。これが建材事業のはじまりだった。当時、積水化

学工業社長だった上野次郎男は、さらなるプラスチックの用途拡大

のために、すべてプラスチックでできた住宅の開発を建材事業本部

に命じた。この命令は当時の取締役須田一男が発見した雑誌記事

がきっかけとなっている。それは『Modern Plastics』誌に掲載された
《House of the Future》と呼ばれるプラスチック実験住宅についての

ものだ［写真2］。《House of the Future》はモンサント社・MIT・ディ

ベンチャーとしてのハウスメーカー

1955年に設立した大和ハウス工業を追いかけるように、1960年

代には積水ハウス、ナショナル住宅、ミサワホームといったプレハブ

住宅メーカーが次 創々業し、1970年代初頭にヘーベルハウス（旭化

成ホームズ）やセキスイハイム（積水化学工業）が住宅販売を開始した。

これは現在年間数千戸から1万戸程度生産している主要なプレハ

ブ住宅メーカーが50年代中盤から70年代初頭までに出そろったこ

とを意味する。多くの企業史・産業史と同様に、創業当初のプレハ

ブ住宅メーカーは人員や生産能力の面で小規模であり、今で言うと

ころのベンチャーやスタートアップのようなものだった。しかしながら、

自動車産業で言えばトヨタは織機メーカーから始まり、三菱や日産は

財閥傘下だったように、住宅産業においても一概にゼロからの起業

であったとは言えない。これは自動車産業も住宅産業も、ある一定

の生産能力や資本を必要とするという特性を示している。本稿では

主要なプレハブメーカーがどのように誕生し、その後の彼らのつくり

出す住宅のスタンダードがどう形成されていったかを見ていく。

コンツェルンから住宅産業へ

プレハブ住宅の歴史を研究しているというと「積水ハウスとセキスイ
ハイムの違いは何ですか」とよく聞かれる。まず「元々同じ会社で、
ヘーベルハウスもそうです」と答えて、質問者を少し困らせてから説
明に入るのが常である。事実、上記の3つのプレハブ住宅は戦前の

日窒コンツェルンを源流としている。少し遠回りではあるが、日窒コン

ツェルンからプレハブ住宅メーカーのトップランナーである積水ハウ

スがどのように誕生したかから話を始めよう。

　日窒コンツェルンは野口遵が築き上げた日本窒素（現チッソ）を中
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ズニーイマジニアリングの共同開発でアメリカ・アナハイムのディズ

ニーランドにアトラクションとして建設された。世界を代表する化学

企業であるモンサントによるプラスチック住宅の建設は、積水化学

工業にとって重要な先例になった。1959年9月、「オールプラスチッ
クハウス」プロジェクトはわずか3名の社員でスタートし、プロジェク

ト開始から3カ月で0号試作ハウスが完成した。結果的に構造部材

におけるプラスチックの使用は断念され、軽量形鋼角パイプが採用

されたが、屋根と外壁には飛行機用のペーパーハニカムをPVC板で

両面から挟んだパネルが、窓サッシと建具にはそれぞれ塩ビ板とア

クリル板が使用された。完成した試作品には防火性能や構造性能

の面でプラスチック特有の問題があった。こうした反省の中で続く

《セキスイハウスA型》の開発が開始し、およそ3カ月後の1960年

3月29日（上野社長の誕生日に合わせて）に1号・2号が完成した。《セ

キスイハウスA型》では構造材の角パイプがC形鋼に代わり、パネル

の外装がアルミに変更された。この《セキスイハウスA型》が同社初

の本格的な住宅商品となった。［写真3］

　《A型》の開発の間に、ハウス事業部が設立され、《A型》の発表

からわずか4カ月後の1960年8月には新会社「積水ハウス産業」と
して分離・独立した。独立前に出荷された《A型》はわずか8棟であり、

見切り発車の感が否めない。生産能力が乏しかったのはもちろん、

アルミパネルが光り輝く近未来的な外観ゆえに、《セキスイハウスA

型》の販売は不振が続いた。大阪ガスと提携してガス風呂小屋を販

売することで、なんとか経営を続けながら住宅開発自体はより無難

で「普通の家」をめざすようになる。
　続いて1961年に完成した《セキスイハウスB型》［写真4］には外

装の光沢もなく、軒も1m出た「普通の家」の外観となった。《House 

of the Future》から着想を受けて始まった未来の家のプロジェクトは、

皮肉にも「普通の家」へと着地したことで人 に々広く受け入れられる

ようになった。また《セキスイハウスB型》においては外観の変化以

上に構法面の変化が極めて重要であり、《B型》においてメーターモ

ジュールが採用され、間取りに合わせて自由設計することも可能だっ

た。結果的にこの《B型》が現在まで続く積水ハウスの基本構法（B

システム）の端緒となった。翌1962年には2階建て商品である《2B

型》が販売され、生活様式の洋風化に伴ってより多く部屋を求める

需要に応えた。《2B型》に見られる梁勝ちの構造は「ユニバーサル
フレームシステム」と呼ばれ、1階・2階の間取りがそれぞれ自由に

設計できることが強調された。あらゆる顧客のニーズに応えながら、

プレハブ住宅メーカーの最大手になっていく積水ハウスの戦略が形

づくられた瞬間と言ってもよいだろう。

日窒系2社の住宅事業参入

同じく日窒系企業である旭化成工業も1960年代に建材事業に参

入する。1961年にシリカリチートと呼ばれるソ連のALC（軽量気泡コ

ンクリート）の技術を導入し、建材事業に参入した。しかし、このシリ

カリチートには技術的な欠陥が多く、事業化を断念し、1965年に

は新しくドイツから別のALC技術を導入した。これがヘーベルガスト

ン社の「ヘーベル」である。はじめはALC板単体としてヘーベルを販

売していたが社内で1960年代後半から1970年にかけて住宅開

発を進め、《ヘーベルハウス》として住宅市場に参入する。

　加えて一度住宅事業を分離独立させた積水化学工業も、急激な

住宅市場の拡大に伴い住宅事業に再参入する。これが当時大学院

生だった大野勝彦と共同開発した《セキスイハイムM1》であり、工

業化住宅の世界に「ユニット住宅」という新たな類型を生み出した
エポックとなった。《セキスイハイムM1》は工業化住宅史上重要であ

るため、本連載でも後の章で詳述することとする。

　以上に見てきたように、日窒コンツェルンが終戦によって解体・分

写真1（左）　水豊ダム・発電所（出典…『風雪の百年』p.97）、写真2（右）　House 
of the future（出典…『ENGINEERING NEWS RECOAD』1957年6月20日）

写真3　セキスイハウスA型（出典…『住まい文化の創造をめざして─積水ハウス
30年の歩み』、p.19）

写真4　セキスイハウスB型（出典…『住まい文化の創造をめざして─積水ハウス
30年の歩み』、p.42）
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された点でも、ナショナル住宅が電機メーカー由来のプレハブ住宅

メーカーであることを特徴づけている。

若き建築家による起業

本稿ではコンツェルンや電機メーカーなどの巨大な企業体をルーツ

に持ったプレハブ住宅メーカーの興りについて述べてきた。最後に、

より小さな企業規模からスタートしたミサワホームを取り上げる。ミ

サワホームの創業者三澤千代治は、1960年日本大学建築学科の

4年生だった時に肺結核を患い入院をする。その病床で考案したと

されるのが、16種類の木質パネルを接着剤と釘で接合する「木質パ
ネル接着工法」である。大学を卒業した千代治は父親の会社三澤
木材に入社して、社内にプレハブ住宅部を立ち上げて自らのアイ

ディアを《フリーサイズ》［図1］という商品名で具現化した。壁も屋根

も床も同じ仕組みのパネルで構成され、寸法や接合部は現場で調

整することが可能だった。木質パネルだからこそのフレキシブルな構

法と言える。1967年には三澤木材から独立してミサワホームが創業

し、本格的に住宅事業を手掛けることとなった。これまで取り上げて

きたプレハブ住宅メーカーが化学企業や電機メーカーの経営者たち

が技術者を集め住宅事業に参入していったのとは違い、ミサワホー

ムは三澤千代治が若き建築家として起業した経緯を持つ。同社は

60年代の早い段階から屋根形状の意匠性への強いこだわりを見せ、

その後も大型パネルによって低コスト化を図った《ホームコア》

（1969）や間取りを限定する企画型住宅《O型》（1976）を発売する

など、住宅業界の中でエポックメイキングな商品を開発していく。こ

うしたミサワホームの住宅業界における独特の立ち位置は、三澤千

代治自身の個性が強く反映されたものと考えられる。

社化して以降、それぞれの化学企業はその莫大な生産能力の受容

先として、当時拡大しつつあった住宅産業を選択した。1970年には

日窒系の3社のプレハブ住宅が出そろう。これを俯瞰的に見れば、

戦前の軍需産業が四半世紀の間に平和産業へと本格的に転換した

と言えるだろう。

電機メーカーから住宅産業へ

大阪でセキスイハウスB型が発表された1961年7月1日、時を同じ

くして、また同じ大阪の地で松下電工が《松下一号型》と呼ばれるプ

レハブ住宅を発表した。いうまでもなく松下電工は松下幸之助が創

業した松下電器（現パナソニック）をルーツとする企業である。松下グ

ループにとって《松下一号型》は初めての住宅開発ではなかった。松

下幸之助は元 住々宅分野に高い関心を寄せており、戦後まもなくに

松下造船の木材加工技術を応用して簡易住宅を御堂筋の百貨店

前に試行建設している。その試みがとん挫し、再挑戦したのが《松

下一号型》［写真5］である。《松下一号型》の最大の特徴は、軽量鉄

骨でありながらボルト締めのラーメン構造を採用した点である。『箱
の産業』所収の《松下一号型》開発者・小林昭夫へのインタビュー
では、この特殊な構法開発には京都大学や大阪大学の建築構造学

者たちが協力したことが明らかとなっている。1963年には松下電工

と松下電器の共同出資で「ナショナル住宅建材」が創設され、新会
社として独立した。新会社設立後も《松下一号型》のラーメン構造

はR型と呼ばれる商品群に継承され、1965年に完成した2階建て

商品《R2N型》［写真6］ではラーメン構造を活かしたピロティがカタロ

グの表紙を飾った。《松下一号型》には当初冷蔵庫かテレビの特典

が付いていただけではなく、その後一貫して代理店販売方式が採用

図1　ミサワホームフリーサイズ（出典…『構法計画パンフレット5 工業化戸建住
宅・資料』、p15）

写真5　松下一号型（大阪・高島屋屋上）（出典…『創業30周年記念　人とくら
しと地球を見つめて　新くらしISM』、p.67）

写真6　ナショナル住宅R2N型（ABCモダン住宅展）（出典…『創業30周年記
念　人とくらしと地球を見つめて　新くらしISM』、p.74）
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プレハブ住宅の産業化と新しい問題

これまで主要なプレハブ住宅メーカーがどのように成立したかを述

べてきた。第3回で取り上げられた石橋信夫による大和ハウス工業

や三澤千代治によるミサワホームのように、比較的小規模な住宅専

業ベンチャーとしてスタートしたものもあれば、巨大な化学企業や電

機メーカーの住宅事業参入の形でスタートしたものもあり、多様な

出自を持つことが明らかだろう。彼らのスタートラインの違いは、その

後の住宅商品展開や経営戦略に少なからず影響を与えている。

　こうして60年代に始まった本格的なプレハブ住宅産業は、量産

住宅特有の新しい問題に直面することになる。その問題の一つが、

プレハブ住宅の欠陥問題とそのクレーム対応である。年数戸程度し

か建てない大工では、欠陥に対して個別対応すればよいが、年間数

百戸～数千戸と供給戸数を増やしていくプレハブ住宅メーカーに

とって、欠陥は企業イメージや社会的責任に直結する。初期のプレ

ハブ住宅は現場で施工する工務店の管理が不十分であったり、代

理店販売のため責任の所在があいまいなケースがあったりした。「プ
レハブ」の語が安普請や仮設の掘立小屋のような意味を帯びるのは
この時期のプレハブ住宅欠陥問題の影響が大きい。こうした経緯が

あり、積水ハウスに関して言えば1964年早 に々代理店販売をやめ、

70年代前半には基礎工事専門の施工会社を設立するなど、設計

から施工まで一括で管理できる仕組みを整えていった。こうした企業

側の取り組みだけではなく、1973年には工業化住宅性能認定制

度が始まるなど、公的な品質保証制度も拡充されていった。

　一連の品質管理・品質保証の流れは現代の視点から消費者権

利保護の一環とも言える。しかし、従来の大工の家で瑕疵があった

ときは異なり、自分や知り合いの大工が修繕する可能性がなくセー

ルスマンにクレームの電話をするしかないという、新たな生産者と消

費者の関係性が生まれたのも事実である。プレハブ住宅の産業化

に伴い、新しい住まい手像・新しい消費者像が生まれた。彼ら／彼

女らはこれまでの住まい手とは異なり、また単なる工業製品の購入

者とも異なる性格を持った存在だった。そしてプレハブ住宅メーカー

各社は彼ら／彼女らが望むものは何かを考え、絶え間ない商品開

発競争を始めるようになる。「商品化時代」の到来である。

1994年愛知県岡崎市出身。2018年東京大学工
学部建築学科卒業（隈研吾研究室）。2020年同大学
大学院工学系研究科建築学専攻修了（権藤智之研
究室）。現在は同研究室博士課程で住宅メーカー
の歴史を研究している。専門は建築構法と建築理論

たにしげ・れお

※不正解の場合は、単位に登録できない場合が
あります。
※自習型教材の選択欄における会誌『建築士』
選択項目は、平成28年1月より建築士会会員
のみの表示項目になります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問1

各プレハブ住宅と構造や 
構造部材の組み合わせとして 
正しくないものはどれか。

a. セキスイハウスA型─ 
軽量形鋼角パイプ
b. 松下一号型─ 
軽量鉄骨ラーメン構造
c. ミサワホームフリーサイズ─ 
木質パネル接着工法

設問2 

プレハブ住宅メーカー各社の 
初期の商品の説明として 
正しくないものはどれか。

a. セキスイハウスA型には 
外装材としてアルミが採用された。
b. 旭化成はシリカリチートを採用した 
住宅を販売した。
c. ナショナル住宅R2N型は1階部分に 
ピロティを設けることが可能だった。
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 4. チッソ株式会社『風雪の百年』（2011年）
 5. 「日本窒素史への証言」編集委員会『日本窒素史への証言』（「日本窒素史

への証言」編）
 6. ダイアモンド社『歴史をつくる人 3々 積水化学工業・上野次郎男 永遠の
パイオニア』（1967年）

 7. 松村秀一、森田芳朗、江口亨、権藤智之、佐藤考一『箱の産業 プレハブ
住宅技術者たちの証言』（彰国社、2013年）

 8. 積水ハウス社史編纂室『住まい文化の創造をめざして─積水ハウス30
年の歩み』（積水ハウス株式会社、1990年）

 9. 積水ハウス社史編集室『積水ハウス50年史 未来につながるアーカイブ』
（積水ハウス株式会社、2010年）

 10. 旭化成株式会社住宅カンパニー、旭化成ホームズ株式会社『旭化成住
宅事業30周年記念誌　住宅事業30年のあゆみ』（2003年）

 11. 住宅事業本部20周年記念誌刊行委員会『ユニット住宅の世界』（積水化
学工業株式会社、1990年）

 12. 創業30周年記念社史編纂委員会『創業30周年記念 人とくらしと地球
を見つめて 新くらしISM』

 13. ミサワホーム総合研究所『ミサワホーム技術開発史（40years） 木質編』（ミ
サワホーム総合研究所、2007年）

 14. 日本建築学会『構法計画パンフレット5 工業化戸建住宅・資料』（彰国社、
1983年）
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