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理想のための家HOUSE OF IDEAL

（左）Gordon Matta-Clark "Splitting 32" (1975)
（中）タカラトミー「リカちゃん ドリームハウス エレベーターのある あこがれのおうち」

（右）Marc-Antoine Laugier "Essay on Architecture"

Peter Eisenman "House II" (1970)

Reisinger Studio "Digital Interiors" (2020)

課題解題

理想の投影対象としての住宅
住宅というビルディングタイプは、さまざまな理想の投影対象として扱われてきた。

たとえばマルク・アントワーヌ・ロジエの始原の小屋、ル・コルビュジエのサヴォア邸、ピーター・
アイゼンマンの一連の住宅プロジェクトなどでは、特定の建築思想を端的に体現する媒体としての
住宅のあり方が見て取れる。また住宅メーカーによる商品化住宅には、たとえば戦後の核家族など、
その時代に理想とされた家族像・生活様式が投影されてきた。 

ゴードン・マッタ = クラークの《Splitting》は、郊外の戸建住宅をチェーンソーで切断した作品で
あるが、これは住宅へ投影された家族像・生活様式の理想が、消費社会から押し付けられたもので
あることへの批判として見ることができる。

物質化された理想としての玩具の家
これらの住宅における建築家の理想や家族像・生活様式の理想は、建築物として物質化する過程で
機能・構造・予算・敷地などの制約を受け、何らかの妥協が発生する。たとえばアイゼンマンはそ
れを深層的構造と表層的構造という概念を用いて論じている。

玩具の家もこれらの住宅と同様、家族像・生活様式などの理想が投影されたものであるが、建築物
ではなく玩具として物質化されているために、建築物が持つ制約から自由な状態であるといえる。

純粋視覚化された理想としてのレンダリング・ポルノ
昨今のインスタグラムなどの SNS でのトレンドとして、「レンダリング・ポルノ」が挙げられる。
レンダリング・ポルノとは、CG で写実的に描かれた架空の空間の画像で、その多くにはベッドや
ソファ、テーブル、浴槽などが配され、住空間のような設えとなっている。さまざまな批評が指摘
するように、レンダリング・ポルノは無重力感、静寂感、生物の不在感、不気味さといった感覚を持っ
ていることが特徴である。

コロナ禍の世界中でロックダウンが行われる中でトレンドとなったレンダリング・ポルノは、現実
の住空間に閉ざされた人々が持つ、極度に純化した住空間の理想が純粋な視覚情報として投影され
たものとして見ることができる。

このスタジオでは、理想が物質化されたモノとしての玩具の家や、理想が純粋視覚化されたとイメー
ジとしてのレンダリング・ポルノを通して、住宅における理想のあり方を考察し、住宅の設計に結
びつけていくことで、住宅の（さらには建築の）新しい美学の探究をおこなう。
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スタジオの流れ

Exercise 1
玩具の家、レンダリング・ポルノを分析・考察するとともにドローイングの制作を行う。

提出物：発表スライド、ドローイング（サイズ・枚数自由）

Exercise 2
玩具の家を改造し、そこから自身の理想を導出する。

対象玩具：リカちゃん ドリームハウス、リカちゃん チャイムでピンポーン かぞくでゆったりさん、シルバニアファミリー 赤い屋根
の大きなお家、シルバニアファミリー 赤い屋根のエレベーターのあるお家、プレイモービル ドールハウスキャリングセット、バービー 
かわいいピンクのプールハウス、バービー かわいいピンクの２かいだてのおうち 

提出物：改造した玩具の家、ドローイング、発表スライド

Exercise 3
敷地、住民像など、任意の条件を設定し、住宅を設計する。

提出物：ドローイング、スタディ模型、発表スライド

Exercise 4 
設計した住宅の大型部分模型を製作し、それを撮影、加工したイメージを制作する。その他のドローイング、全体模型についても制作す
るイメージとの一貫性を持つようにアップデートを行い、最終成果物とする。

提出物：模型（全体・部分）、ドローイング、発表スライド

スケジュール

4月5日 15:30 ～　 スタジオガイダンス
4月6日～12日　  キックオフ（履修者確定し次第日時を調整する）
4月19日 13:30 ～　 Excercise1 エスキス
4月26日 13:30 ～　 Excercise1 発表
5月10日 13:30 ～　 Excercise2 エスキス
5月17日 13:30 ～　 Excercise2 エスキス
5月24日 13:30 ～　 Excercise2 発表（中間講評会）　外部ゲスト調整中

5月31日 13:30 ～　 Excercise3 エスキス
6月7日 13:30 ～　 Excercise3 エスキス
6月14日 13:30 ～　 Excercise3 エスキス
6月21日 13:30 ～　 Excercise3 発表（ピンアップレビュー）　外部ゲスト調整中

6月28日 13:30 ～　 Excercise4 エスキス
7月5日 13:30 ～　 Excercise4 エスキス
7月12日 13:30 ～　 Excercise4 発表（最終講評会）　外部ゲスト調整中
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注意事項

1. 履修定員は 10 名とする。
2. 使用言語は日本語・英語とする。
3. 履修にあたって 3D モデリング、レンダリング、デジタルファブリケーションに関する基本的なスキルを持っていることを前提とする。
4. スタジオ期間中に見学やゲストレクチャーなどの実施を検討中。日時などは追って調整する。

 * 玩具はスタジオから支給
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HOUSE OF IDEAL

OVERVIEW
House as a projected ideal

House as a building type has been treated as an object of ideal throughout history. Marc-
Antoine Laugier's primitive hut, Le Corbusier's Villa Savoye, and Peter Eisenman's series of 
houses show how the house can be used as a medium to represent a specific architectural idea. 
Commercialized houses by housing manufacturers projected the ideal image of the family and 
lifestyle of the time such as the nuclear family in the postwar period.  Gordon Matta-Clark sliced a 
suburban house with a chainsaw in "Splitting" which can be seen as a critique of the ideal image of 
the family and lifestyle of the consumer society projected onto the house.

Toy house as materialized ideals

Ideals projected onto the house have to undergo some level of compromises due to the functional, 
structural, budget, and site constraints when physicalized as buildings. Eisenman discusses this 
issue by coining the concepts of deep and surface structure.

Toy houses are also a projection of the ideals of family and lifestyle, however because they are 
materialized as toys rather than buildings, they are free from the constraints of architecture thus 
can be seen as direct representations of the ideals.

Renderporn as a purely visualized ideal

“Renderporn”, one of the recent trends on SNS, refers to a photorealistic CGI of an imaginary 
space, often with beds, sofas, tables, bathtubs, and other furnishings that alludes to residence 
space. As pointed out by critics, renderporn is characterized by a sense of weightlessness, 
silence, the absence of living things, and uncanny.

Becoming viral amidst the worldwide lockdown of the pandemic, renderporn can be seen as a 
pure visual imagery of the projection of the extremely purified ideal of residence space conceived 
by those who are confined in their physical houses during the lockdown.

This studio will explore a new aesthetic of house (and architecture) by investigating the ideal of 
house through looking at toy houses and renderporns.

NOTES
1. This studio accepts up to 10 students
2. Language: Japanese and English
3. You are advised to have a basic skill of 3D modelling, rendering, and digital fabrication.
4. Guest lectures and studio tours will be planned during the semester

（left）Gordon Matta-Clark "Splitting 32" (1975)
（center）Takara Tomy "Rika-chan Dream House"

（right）Marc-Antoine Laugier "Essay on Architecture"

Peter Eisenman "House II" (1970)

Reisinger Studio "Digital Interiors" (2020)


