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民家再生による住み方の変化と地域住文化の伝承
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民家再生は,家族と暮らしの歴史を刻んできた民家を現代の生活にあわせて蘇らせることである。地域に根ざし

た豊かな暮らしや家族の対話を育み,地域住文化を継承する実践として重要である。本研究は全国9地域の民家再生

事例について現地調査等を行い,住み手と建築家との対話・協働によって,快適な住生活の実現や生活文化の継承に

向けた多様な実践が試みられていることを明らかにした。民家再生の今日的意義やこれからの住生活について,学校

や地域で考えていくための住教育教材として,実際の民家再生事例をモデルにした折り紙模型キットと絵本を試作し

た。高等学校家庭科(リビングデザイン)において,民家再生折り紙模型キットを用いた授業実践を試みた。

キーワード:D民家再生,2)住み方,3)ライフスタイル,4)住まいの地方性・地域性,

5)住文化継承,6)住まい学習(住教育),7)教材開発
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1.研究目的・方法

1.1研究目的

1)研究の背景・意義

日本各地には気候・風土,歴史・文化,生活様式に根

ざした様々な民家がある。庶民の暮らしとともに歩んで

きたこれらの民家は,日本の住まいや住文化の原点であ

り,各時代・各地域の建築技術や生活の知恵の宝庫とも

言える。しかし高度経済成長期以降,都市化の進展とと

もに住宅の商品化や住宅生産の工業化が進み,より快適

な住生活を求めて住み手のニーズやライフスタイルも大

きく変化した。この結果,老朽化した民家の多くは「寒

い」「暗い」「使い勝手が悪い」「プライバシーが守れな

い」などの理由から,適正な維持管理や更新がなされな

いまま放置されている畑。

近年,地域再生や地球環境に対する市民意識が高まる

なかで,良質な住宅ストックの形成や住文化継承のため,

地域に根ざし,自然と向き合いながら移り変わってきた

民家とそこでの暮らしを再評価しようという動きが広が

っている。すなわち古い民家にみられる伝統的な住まい

づくりの知恵,技術,暮らしの文化を大切にし,今日の

住生活との適合を図りながら,次世代に生きる良質な住

コ

宅ストックとして住み継いでいこうとする「民家再生」

の取り組みである。いくつかの自治体では住宅マスター

プランや住生活基本計画を策定し,地域と協働して民家

の利活用や再生に取り組んでいるx'2)。またNPO法人

日本民家再生協会では民家再生事例の収集,セミナー・

イベントの開催,民家バンクや古材ネットワークの運営,

専門家による相談など,民家再生の普及啓発や情報交流

などのユニークな活動を展開している由)畑。

このように民家再生への社会的な関心は急速に高まっ

ている。現地再生や移築再生,全体再生や部分再生など,

家族や地域の実情にあわせて民家を現代に蘇らせていく
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ことには大きな意義がある。建物としての民家再生では

なく,再生によって家族や住生活がどう変わったのか,

住み継ぐことは家族や地域にとってどのような意味をも

っのか,といった点を考えることに等しいからである。

2)研究目的

以上の問題意識から,本研究は全国の民家再生事例を

取り上げ,民家再生のプロセスと,家族の暮らしや生活

文化とのかかわりを具体的に明らかにするとともに,地

域の建築家や工務店と住み手とが,協働して民家再生に

向き合い,地域住文化の伝承に取り組んでいる姿を描き

出すことを目的としている(図1-1)。

さらに,生活に合わせて民家を住み継いでいくために

は,子どもの頃から住み手の住意識を育んでいくことが

重要である。そこで,各地の民家再生調査の結果をもと

に,学校教育現場(主として家庭科)で活用可能な住教

育教材として,民家再生を題材にした「折り紙模型キッ

ト」と「絵本」を制作する。

1,2研究方法

既報文D鮒において筆者は,住み手の立場から民家再生

の実践プロセスと多様な実態を明らかにした。すなわち

環境共生と生活文化継承の視点から,民家再生の内容・

手法,設計・工事内容とプロセス,民家再生の評価,再

生前後の住み方等を把握するため,再生民家居住者を対

象とする全国規模のアンケート調査を実施しだ閣。こ

こでの成果を踏まえ,本研究では,以下の3つの課題を

設定し,調査・分析を行った。

第一に,上記アンケート調査のデータを用いて,再生

前後の住み手の心理面の変化を検討した。さらに具体的

な民家再生事例を取り上げ,再生前後の間取りと住み方

の変化を考察した。

第二に,民家及びそこでの住み方には地方性があり,

民家再生の取り組みにも地域毎に多様なかたちがあるこ

とから,全国9地域(北海道,岩手県・宮城県,富山県,

長野県,山梨県,広島県,高知県,熊本県,大分県)に

っいて計38件の民家再生事例を収集し,現地調査を実施

した曲。調査では主として住み手と設計者を対象に再生

前後の住み方,建築技術・材料等について聞き取り調査

とビデオ撮影を行った。アンケート調査では把握できな

い生活実態(家族生活,接客,年中行事等)や住環境を

トータルに把握するよう努めた。現地調査の対象,民家

再生の概要,調査時期,調査員等は表1-1に示す。

第三に,民家再生の内容・意味について,子どもたち

が体験的に,楽しく学習することができるような住教育

教材を開発した。小・中・高校では十分な住教育が行わ

れておらず,したがって民家再生について授業でふれら

れることもほとんどない。そこで,長野県内の民家再生

事例をモデルとした折り紙模型キットの作成と,民家再
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図臼民家再生と本研究の枠組み(概念図)
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生折り紙模型キットを使った高校家庭科「リビングデザ

イン」の授業実践,小中学生向けの民家再生「絵本」の

試作を行った。

2.民家再生による住み方の変化

2.1生活スタイルや心理面の変化

先述の再生民家居住者238世帯を対象としたアンケー

ト調査によると,民家再生は,空間の再生のみならず,

住み手の生活スタイルや心理面にも大きな影響を与え

た。具体的には,再生前後で,「リラックスできるよう

になった」(64.2%),「季節感を感じるようになった」

(33.5%),「友人が増えた(友人・知人が頻繁に遊び

に来るようになった)」(29.6%),「気持ちがやさしく

なった」(27.9%),「家族のコミュニケーションが豊か

になった」(26.3%)という回答が得られた(以上,多

重回答)。再生によって住生活の快適性と利便性が格段

に向上し,格式重視の和室中心の間取りは日常的な家族

の食事やだんらんを重視した開放的で明るい空間へと変

貌した。機能的でありながら,歴史を背負った,昔のま

まの空間の豊かさをも合わせもった民家は,再生後も住

み手の生活のリズムを大きく変えずに,暮らしやすさや

心理的な安心感を与えることにつながっている。

また図2-1にみるように,家族人数が多く,三世代で

暮らす家族では,子どもや親戚,友人,知人を介して家

族のコミュニケーションが豊かになり,地域との交流も

育まれていた蜘。

020406080100

夫婦のみ

夫婦と子、夫婦と親のみ

夫婦と親と子のみ

團豊かになったと感じる口

    154846

    

    269731

    

    321679

豊かになったとは感じない

図2-1民家再生前後の家族のコミュニケーション
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表1-1全国9地域の民家再生事例現地調査の対象一覧

       灘遡臓藤へ鷺鍍婁例所詮地簗孚数竣湿昆蒙再糞の概要く

       A北海道r調査時期(調査員)H17年6月中旬(田中勝・西山久子)調査協力・資料提供:武部建設       ①NZ邸岩見沢市100年超H16.12移築再生。工期7ヶ月。ワイン販売用の土間付き併用住宅。

       ②MM邸札幌市80年H16.12古材利用。間取りの中心には吹抜けをもつ土間を配置。開放的で明るい居間を実現。

       ③NK邸森町70年H13.11宮大工が建てた元網元の家。海の見える木造平屋。工期5ヶ月であたたかい家を目指す。

       B宮城県岩手県調査時期:Hl8年8月上旬(田中勝)調査協力:ササキ設計、イトックス       ①AI邸一関市110年H18.2110年前に現在地へ移築した民家を再生。延べ床面積86坪。OK邸の再生の影響を受ける。

       ②FI邸一関市H18.2数度のリフォームを経て家族合意で民家再生。上座敷に特徴。年中行事多い。

       ③SK邸美里町200年H18.4耐震診断をきっかけに耐震補強工事。次世代へつなぐ民家再生。

       ④ST邸南郷町130年H16.5Bl5地震と身障者対応を目的とした民家再生。居住性大幅改善。家族の居場所を確保。

       ⑤OK邸一関市97年H17.5気密断熱性の向上と古民家の伝統美の継承。部分再生+増築。100年先を見越した再生。

       C富山県調査時期:H16年12月上旬(田中勝・西山久子)調査協力・資料提供:松田工務店(ミキホーム)       ①HB邸城端町80年H13.4延べ面積72坪。三世代家族。親子で意見調整。旧家の「枠の内」の移築・再生と新築の融合。

       ②YM邸城端町90年H10.12林の中の民家再生。延べ面積90坪。三世代家族。枠の内の広間をもつ富山の住文化を継承。

       ③AN邸高岡市70年H16.9施主の「この家を残したい」という願いから再生。4年間じっくり検討。枠の内のヒロマを継承。

       D山梨県調査時期:Hl7年11月中旬～下旬(田中勝・浅野由香里)調査協力・資料提供:伝匠舎・石川工務所       ①HG邸増穂町100年HIl.2築100年の農家を全体再生。3世代同居。家族で協力し、意見を出し合った再生工事。

       ②FS邸明野町130年H17.10全体再生。再生を機に若夫婦が同居。

       ③FW邸牧丘町250年H13,7四つ造り民家の1階部分のみの部分再生。馬小屋等を囲炉裏のある居間に。田舎暮らしの拠点。

       ④KK邸明野町150年Hl5.7定年退職後、田舎暮らしを求めて民家を購入して全体再生。民家の再生が地域の再生へ。

       ⑤YZ邸白根町170年H16.12子どもの自立を機に実家を再生。単身居住。週末になると家族が再生した民家に集まる。

       E長野県調査時期:H17年7月上旬～中旬(第1次:田中勝・西山久子、第2次;田中勝・浅野由香里・井上直子)調査協力:降幡建築設計事務所       ①NY邸大町市150年H7,7江戸末期頃の養蚕農家を現地で、全体再生。OMソーラーを導入。

       ②TJ邸穂高町100年H12町家再生。「建て直すのはいいけれど、家の歴史は終わってしまいます」という言葉で再生を決意。

       ③KM邸塩尻市150年H12本棟造り民家を現地再生。近隣の再生民家に学ぶ。接客中心から家族中心の間取りへ。

       ④MY邸豊科町100年HI2.5町家の再生。工期9ヶ月。通りに面していた店10畳を応接室にオエ10畳をLDに再生。

       ⑤TY邸東部町150年H16.11古民家の趣きは残しつつ機能性も重視。瓦葺き替え、漆喰仕上げ、玄関位置変更など。

       ⑥SK邸長野市100年Hl5,2青海波の棟飾りをもつ民家。ケヤキの4本の大黒柱。古いものに新しさを加えた伝統。

       ⑦KD邸豊田村130年Hl5北信の代表民家。柱はスギ、梁はマツ。床暖房導入、DKと夫婦寝室はフローリング化。

       F広島県調査時期:H18年8月上旬(田中勝)調査協力・資料提供:繁森建設       ①YM邸福山市90年H17.8工期は2004年6月～。鯉の泳ぐ箱棟となまこ壁。螺旋階段のある快適なDKの誕生。

       ②YO邸福山市80年H17.9OZ邸の再生工事見学会に参加。民家再生モデルハウスの宿泊体験。古くて機能的な家。

       ③OZ邸福山市150年H16.8東京からのUターン。新築から再生へ。居住性重視の再生。空間にあわせたインテリア。

       ④FW邸福山市200年H14.10東京から帰郷し空き民家を再生。人の集う家。沼隈の民家を大切にする会の活動参加。

       G高知県調査時期;H17年1月下旬(田中勝)調査協力・資料提供;ARK建築設計事務所、徳弘・松澤建築事務所       ①KT邸香我美町不明H8.3S33年頃野市町から移築の武家屋敷風古民家を再生。天窓設置、和室の洋室化。知事賞。

       ②NG邸南国市,10Q年H16.3納屋を再生。プライバシー確保、快適性向上、納屋の活用。人がたくさん集う家が目標。

       ③ST邸中土佐町70年H14.11S8の主屋をりぐって(土佐弁)再生。回船問屋を専用住宅化。既存棟の再生と増築。

       ④MT邸高知市80年H12和室6室とDKの平屋を再生。6畳+4.5畳の続き間をLDKに、既存のDKをトイレ・浴室等に変更。

       H熊本県調査時期:H16年12月上旬(田中勝・西山久子)調査協力・資料提供;住まい塾古川設計室       ①SN邸熊本市不明Hl5マンションから中古住宅を購入し再生。元の座敷を家族室に転用。開放的な空間づくり.

       ②KM邸熊本市150年i墨14.1安政元年の町家を購入後再生。風の道をつくり、明るく開放的なリビング空間を確保。

       ③TD邸熊本市100年H11家族の友人を通して設計者と出会い、2年をかけて再生。12畳の居間とウッドデッキ。

       ④Iu邸菊池市70年H14「田舎暮らし」を求めて古い農家を購入し再生。囲炉裏のある家族室と高齢化対応。

       1大分県調査時期:Hl5年9月上旬(田中勝・早lll亜季)調査協力・資料提供:大分住宅研究室       ①KH邸安岐町100年H16.3親子で意見が対立。暗い、寒い、台所設備が古い。座敷をそのまま残した再生。

       ②SD邸宇佐市130年Hl5.9古い農家の間取りと採光を改善。妻の居揚所を確保。行事等地域との交流を育む再生。

       ③IT邸大分市70年H16.3同居高齢者の住生活改善。家族の会話がはずむ民家に再生。安らぎを生む精神的な支え,

DII]4した民家の築年数は現地調査時、県

2)1111il民家の所在地は現地調査時点。その後、lif町村合併によって名称が変更になっているユ合がある。
3)民家再生'眉夕1」のほとんどは全体再生と部分lt】:生であるが、幽部に占材利川を含んでいる。

 の居ρ者のプライバシー保護の観点から、建築1:名はランダムなアルファベソトで表示した。
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2.2事例にみる間取りと暮らしの変化

全国9地域の現地調査結果の中から,再生前と比べて

家族のコミュニケーションが豊かになった長野県NY邸

を例に,再生前後の間取りと住み方の変化を検討する文5)。

NY邸は築150年の農家を再生したものである。再生後

に孫が誕生し,現在は3世代6人家族で暮らしている。

図2-2は間取り(1階部分)と基本的な住み方を重ね合

わせ,再生前後で比較したものである。

NY邸の再生前の不満は「間取り」「浴室・便所の設

備」「うす暗い室内」「隙間風」「建物の老朽化」等であ

った。住み慣れた家への愛着,美しい小屋組の保存,資二

源としての古材活用等を思い,建築家の熱意にもおされ

て再生を決意する。再生前の1階部分は和室中心で,雨

戸を閉め切ったままどの部屋もほとんど使われていなか

った。東側の台所と6畳が唯一の生活空間で,食事,だ

んらん,夫婦寝室を兼ねていた。再生後は上座敷と下座

敷を残し,これに隣接する中央の和室と納戸を居間とD

Kに再生した。同時に外便所を取り込み,浴室とあわせ

て水まわりを集約した。長い間使われていなかった2階

座敷は取り払って天井を吹抜けとし,居間は開放的で明

るく,居心地のよい家族の生活空間に生まれ変わった(表

2-1)。夏も冬ものびのびと過ごせるように,また盆・

正月に親戚が集まれるようにユカ座の生活としている。

表2-1再生前後の住み方の変化(長野県NY邸)

      1-一一～一一一「一r、■一111■㌔一一一.、一一一、噛、、一～増えたやや増えた変わらないやや減った減った
      家族が一緒にいる時間○

      家族の会謡時間○

      象族が象にいる時間○

      家族そろって出かけることo

      家族がそれぞれの個室で過ごす時間○

      食事の後居間にいる時間○

      料理にかける時間○

      食事の準備にかかわる家族の人数○

      家族がそろって食事すること○

      外食すること○

      子供が子供部屋で過ごす時間○

      子供が友達を連れてくること○

      子供が帰省する頻度○

      近所の人との会言舌数○

      親戚が肪ねてくること○

      お客さんが訪ねてくること○

      お客さんが滞在する時間○

      友人の数O

      外で働く時間○

      仕事を家に持ち込んで行う時閻○

      掃除に費やす時閻○

      花を活けること○

      入浴時間○

      趣味に費やす時間○

      睡眠時間o

      手紙を書くこと、電話する時間○

      家の中の家異、物の量○

※NY邸における聞き取り調査による。
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①居室はすべて和室の続き間だったが,板の間(リビングルーム,食堂,子供室,寝室)を設けた。②納戸の減少(6室→2室)。③浴室やトイレなどの水ま
わりを一カ所に集約。④台所,食堂t居間の位置が東側から西側へ移動。一体的な広々とした空間に生まれ変わった。⑤2階の座敷を撤去し,1階居間
の天井を開放的な吹抜けとした。2階の子ども室とのつながりを確保。⑥広縁や土縁などの半外部空間の充実。⑦2階にあって使われていなかった座敷
や納戸を子ども室,夫婦寝室,トイレ,クローゼット等に改修し,生活空間を拡大した。

図2-2再生前後の間取りと住み方の変化(長野県NY邸)
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3.地域による民家再生の多様な実践

3,1北海道の民家再生事例

TB社は道内で民家再生と古材利用を手がけ,北海道

ならではの住文化の再構築をめざしてNPO法人北の民

家の会を展開している。北海道南部の森町に建っ木造平

屋のNK邸は昭和12年建築で,内浦湾沿いの茅部地方に

みられる北海道特有の漁家建築として知られていた。5

ヶ月の工事を経て,TB建設の手によって,平成13年に

再生工事が完了した。宮大工の手による書院造りの和室

をもつこの家も老朽化が著しく,北海道の厳しい寒さの

なかで建替の検討が始まった。家族が道内で民家再生に

取り組むTB社の存在を知り,調査と設計を依頼した。

「あたたかい家」にすることが再生の第一の目的で,そ

れにあわせて電話室をトイレ,トイレをシャワー室など

に改装した。NK邸では正月になると仏間で百人一首を

することが多かった。子どもや孫がいつでも集まれる家

族の拠点が民家再生によって確保された。

3.2宮城県・岩手県の民家再生事例

宮城県及び岩手県を中心に民家再生を手がけるIT

社,SK社の施工例として,築110年の古民家を移築し,

現在地で再生したAI邸のほかOK邸,FI邸などがあ

る。このなかでOK邸の民家再生はその後の見学会等を

通じて,AI邸やFI邸の民家再生へと波及していった

点に着目し,以下で詳しく見てみたい。

1)OK邸の民家再生

OK邸は岩手県一関市に大正初期に建てられた築97年

の民家を現地で再生したもので,7ヶ月の工期を経て平

成17年に竣工した(延べ床面積95坪)。現在,夫婦と子

の3人暮らしである。数度の修復工事では気密性・断熱

性の改善には至らず,代々受け継いできた旧家の伝統美

を保存したい気持ちもあって大規模な民家再生工事が選

択された。

しかし民家再生にっいては夫婦間で意見が分かれた。

夫は所有する山のスギの木を使った新築を考えていた

が,妻は昔のような民家は今ではもう建てられないと思

い,「欄間を残してほしい」との親戚の意見もあった。

現住宅を改修することに決め,リフォーム専門会社へ相

談をもちかけたが計画内容や予算面で折り合わないとこ

ろに知人からIT社を紹介され,IT社による民家再生

第1号として再生工事が始まった。100年先を見越した

民家再生とするため,曳家をしたうえでベタ基礎を新設

し,土台のクリ材はすべて交換した。再生前は暗かった

居間には草屋根を切って上部吹抜けにトップライトをつ

けることで解決した。居間の建具には秋田スギの一枚板

を使い,玄関から2階の梁組みが見通せるように開放的

な空間とした。台所動線は短くなり,収納も増えた。高

気密高断熱工事によって冬も暖かく暮らせるようになっ

た。騒音の心配はいらなくなったが,虫音や鳥の声が聞

こえなくなってしまった部分もある。

再生前の家の中は薄暗く気持ちも沈みがちだったが,

民家再生によって,「安心できる」「リラックスできる

ようになった」「部屋を仕切っても開放的になった」「息

子の友達が増えた。連れて来やすくなった」「暖房しな

くてもあたたかい」と住み心地は大きく変化している。

2)SK邸の民家再生

宮城県美里町のSK邸は築約200年の旧家であり,大

正12年に改修し,現在は家畜医院を開業している。曳家

とジャッキアップ後,土台交換,ベタ基礎化,耐震壁挿

入等の耐震補強工事と付帯工事に約半年をかけている。

SK邸の場合,耐震診断のみで,間取りを変えての大規

模な民家再生工事には至らなかった。先祖代々の多くの

生活材が今も残っているのも理由の一つだった。家を快

適にするのならば建て替えればよいが,200年前に建て

られた家をなんとか残したいという気持ちが強く,まず

は構造的に安全なものとして,自分の代では百年の延命

工事を行い,そのあとは子や孫の代で考える,という選

択をした。家を住み継いでいくという発想の平成の大改

修として貴重な例である。

3.3富山県の民家再生事例

富山県ではアヅマダチやマエナガレ民家の再生が行わ

れている。AN邸は施主の「この家を何とか継承したい」

という願いを実現したものである。最初は夫婦及び親子

間で再生か新築かで意見が分かれたが,設計者との出会

い以降は1日家の再生に気持ちが傾いた。「枠の内」のヒ

ロマを残し(写真3-1),台所設備を改善することを再

生の目標とした。設計者との打ち合わせや設計等に約4

年をかけ,いくつもの再生事例の見学を通して民家再生

への不安や迷いを払拭していった。住み手は設計者や施

工業者との対話を繰り返し,住要求の実現につなげた。

写真3-1富山県AN邸の民家再生(枠の内)
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3.4長野県の民家再生事例

長野県の民家は,その土地の自然環境,地理的・歴史

的条件により,北信,東信,中信,南信の4つの地域に

分けられる。各地域の特徴を有する代表的な民家再生事

例7件について現地調査を行った。

穂高町のTJ邸は街道沿いに建っ築100年の町家で,

約10ヶ月をかけて全体再生を行った。現在は夫婦と親の

3人で暮らしている。下水道工事がこの地区にも入るこ

とになり,改修と建替の両面から検討が始まった。再生

を決意したのは「建て直すのはいいけれど,家の歴史は

終わってしまいますよ。再生工事だったらどこか昔の面

影が残るわけですから家の歴史は残りますよ。そうすれ

ばご先祖様の意思を受け継ぐことができますよ。」とい

う建築家の言葉だった。以降,具体的な設計が始まる。

再生前は1階はすべて和室の続き間で,他の部屋を通ら

なければ生活ができず,プライバシーも確保できない,

暗く不便な旧家は単に寝るだけの空間だった。

再生後は家の顔となる玄関を広くとり,通りに面する

座敷は接客用に残した。母の寝室は日の当たらない和室

から東側に移し,居間とともに庭に面した明るい場所に

確保した(写真3-2)。土間は水まわり空間に生まれ変

わり,寝るためだけの空間だったTJ邸は,歴史を受け

継ぎながら,生き生きとした生活の場に生まれ変わった。

子どもたちは帰省時に,仏壇の前で手をあわせるように

なったとのことである。

写真3-2長野県TJ邸(外観,居間・食事室部分)

3.5山梨県の民家再生事例

山梨県牧丘町のFW邸は築250年,この地域では珍し

い四つ造りの農家で,平成13年に部分再生を行った。東

京から訪ねてきた友人に「こんな家では困るよね。」と

話したところ,「今はこんな家がいいんだよ。壊しては

いけない。」という言葉が返ってきたことから,先祖代

々受け継いできた家を守ることに気持ちが傾いた。一時

は建替も考えたが,兄弟や子どもの賛成もあって,住み

やすくするかたちで残すことを決意した。

FW邸では予算の関係上,四つ造り民家の1階部分の

みの部分再生とした。暗い室内は玄関ホールを吹抜けと

したことで明るくなった。隣接する大広間はもともと和

室の続き間で,ここを接客の場として,また家族だんら

んの場として利用している(写真3-・3)。家電製品に囲

まれた便利な生活は控え,手問はかかっても薪や炭を使

って調理をし,地の食材を使った手作りの蕎麦,団子,

おはぎ,ほうとうなどで来客をもてなす。食器や炭は畑

の一角に作った窯で焼く。こうした心のこもったもてな

しが喜ばれ,地域の人々の来客も増えた。兄弟も喜び訪

ねてくる回数が増えた。再生に賛成した娘が孫を連れて

帰省したときには,孫が家中を走りまわるほど屋内は開

放的で,気持ちのやすらぐ空間となっている。

再生した大広間の囲炉裏で手作りの団子を焼いてもてなす。

写真3-3山梨県FW邸(大広間)

3.6広島県の民家再生事例

DYM邸の民家再生

広島県福山市のYM邸は大正6年頃建築(築90年)の

民家再生事例である(写真3-4)。現在は夫婦と子の3

人家族である。平成16年に離れの解体工事が始まり,そ

の後,主屋の再生工事が行われた。

「これだけの家はないよね。」という姉の知人の声を

きっかけに,YM邸では「自分が生まれた家で暮らし続

けたい。」「家から出て行った人が帰ってきたときに昔

のままの状態をつくっておきたい。」「人が集まらない

家はっまらない。」という建築主の思いから再生を決意

する。昔ながらの家なら人が集まるようになると考えた

からである。再生前の家は使い勝手が悪く,介護等の家

庭事情もあって,妻も新築から再生へと気持ちが傾いて

いった。地元で民家再生に取り組む工務店との出会いか

ら再生工事が本格化する。

YM邸は再生工事によって冬暖かく,夏涼しい家に変

わった。使わない部屋が減り,壁が増え,家族一人ひと

りの居場所ができた。開放的でありながらプライバシー

を確保できるようになったことが再生による暮らしの変

化だった。特に家族が集まるLDKは格段に快適になり,

家族の評価も高い。カミザは再生後も正式な接客の場と

して使われ,盆と正月には20人くらいが集まる。諸人講

を行うのもカミザである。
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2)民家再生の地域ネットワーク

福山市の築80年の民家,YO邸の再生は後述のOZ邸

の再生見学会にYO氏が参加したことがきっかけだっ

た。「老朽化した家を何とかしたい」「壊したくない」

と思っていたときにOZ邸の見学会が開催された。平成

16年秋のことだった。古材の美しい小屋組など古い部分

を残しながら機能的な家に生まれ変わったOZ邸がYO

氏の目には魅力的に映った。業者が運営する古民家再生

モデルハウスでの宿泊体験などを経て,再生を決意し,

工事を依頼した。

まくま民家を大切にする会」を設立し,民家実態調査や

シンポジウム開催などを行いながら,民家再生から集落

の保存,地域の活性化につなげる活動に取り組んでいる。

3.7高知県の民家再生事例

「土佐派の家」で知られる高知県の木の住まいづくり

の実践は民家再生にも波及している。高知県香我美町の

KT邸は昭和33年頃現在地に移築した民家で,高知県ゆ

とりある住まいのコンクールで平成8年度知事賞(最優

秀賞)を受賞した。主屋には和室が7室あり,この中央

の6畳和室に天窓を付け,明るい居間とした。居室全体

の約半分を洋室に模様替えしている。KT邸は,伝統を

残した客間部分と,生活に合わせて改修した部分とに分

かれている。土佐漆喰,土佐和紙,そして地域材を積極

的に利用し,武家屋敷風の民家を高知らしく再生した点

が高く評価された。一方,中土佐町にある築70年民家を

再生したST邸も平成15年度知事賞を受賞している。70

年前に回船問屋として建てられた民家はその後,信用金

庫,店舗併用住宅とその用途を変えてきた。既存部分を

土間空間や和室6畳として再生し,これに新たにLDや

水まわりを増築して新旧の巧みな融合を図った。家族の

住要求に応えることと建物の歴史を途絶えさせないこと

を実現した例である。

写真3-4広島県YM邸

OZ氏は平成16年に築150年の民家を再生した。現在

は夫婦2人暮らしのOZ氏はもともと転勤族で,40年ぶ

りに東京からUターンし,新築の準備を進めていたとき

に業者と出会い,再生を勧められる。集合住宅に長く居

住し都会的な住様式に慣れていたOZ氏は実家に戻って

からもそれまでの暮らしを大きくは変えたくなかった。

このため玄関ホールに囲炉裏を付けることも考えたが,

使いこなす自信がないことから取りやめた。過去にリフ

ォームしたときの合板をはがし,1階の天井を取り外し

たことで冬でも部屋の真ん中に日が入ってくるようにな

った。休日には昼寝をしてしまうほど快適な住まいとな

った。再生後は家族人数が増え,友人が訪ねたり泊まっ

ていく機会も増えた。OZ氏は,再生後は「空気が違う。」

「空気がきもちいい。」「圧迫感がない。」と言う。現在

は住空間にあわせてインテリアを演出するなど住み方を

楽しんでいる。

3)民家再生から地域再生へ

FW氏は東京在住時は日本民家再生リサイクル協会の

会員として活動し,退職後に地元福山市に戻って生家を

再生した。人と会って会話をするのが好きなFW氏は,

大勢が集まって寝ころぶことのできる空間を求めて再生

を試みた。FW邸のある沼隈地区では約150戸の集落の1

/3が空家であり,その活用・再生のため平成8年に「ぬ

3.8熊本県の民家再生事例

友人が住んでいた安政元年建築の町家を購i入し再生し

たのが熊本市内のKM邸である(写真3-5)。材料には

スギとマツが使われていた。歴史性を生かし,使い勝手

をよくすることがKM邸の民家再生のテーマであった。

南北方向を隣家に挟まれているため再生前は真っ暗だっ

たこの家に,玄関から奥へと抜ける通り土間とトップラ

イトを設け,通風と採光を獲得した。家族の集まる居間

は建具を開放すれば中庭と一体に使え,明るく,会話の

絶えない,居心地のよい空間に変貌した。建物外観では,

監鈴

写真3-5熊本県KM邸

寡聴
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通りに面する部分に格子を付け,視線やプライバシーを

確保しっつ良好な町並みの形成にも配慮している。

川尻六工匠など住文化の継承に熱心に取り組む地域密

着の建築家との出会いが,KM邸の再生へとつながった。

3.9大分県の民家再生事例

1)SD邸の民家再生

宇佐市のSD邸は築130年の農家で集落内では最も古

いものだった。SD邸の民家再生は,建築主が設計者の

講演会に参加したことに始まる。建替えか再生かで夫婦

の意見が分かれ,またまわりも再生に反対するなかで,

再生工事を決意した。講演会の1ヶ月後には設計者が現

地調査に入り,半年後には最初の再生案が提示された。

生まれ育った家とはいえ,古い農家の東側部分が床の間

や仏壇置き場などでふさがれてしまっていることや,暗

い室内が不満だった。再生後は建物東側に窓を取り,部

屋に差し込む朝日をあびながら新聞が読めるようになっ

た。暗い室内は上部に採光窓をとって解決している。

再生後は,来客があっても「なかなか帰りたがらない。」

「ゆっくりしていきたい。」と建築主は言う。玄関の引

き戸は夏場はいっも開放し,風が通り抜ける心地よさを

実感している。接客スペースを兼ね,小さな囲炉裏を設

けた板貼りの玄関ホールは,趣味のお茶を楽しむことも

できる夫婦の居場所となった(写真3-6)。隣の食事室

との間仕切りには母の手作りの暖簾をかけるなど,再生

後は暮らしを楽しんでいる。毎年4月中旬には「弘法さ

ん」の行事があり,庭先の広縁では地域の子どもたちに

お菓子を振るまう。SD邸は地域の伝統行事(清掃活動,

権現さん等)のあとに大勢の人の集う場所となった。

写真3-6大分県SD邸(玄関ホール部分)

2)IT邸の民家再生

築70年以上の民家を再生した大分市のIT邸では「暗

い」「寒い」「台所設備が古い」という問題点が解消し,

同居する高齢者の生活も楽になったと言う。再生前は暗

く,湿気が多く,帰りたいと思わなかった家が明るい生

活空間に一変し,家族全員が晴々とした気持ちになって

いた。再生後は夫の帰宅時間が早まり,家の維持管理に

も積極的に関わるようになった。妻はキッチンに立っ時

問が楽しくなり,家族の会話ははずみ,「再生してよか

った」というのが家族全員の声である。昔のままの部分

を残しながら,新しい設備や材料を組み込んだIT邸は,

暮らしていて「ホッとする」精神的なやすらぎの場とな

った。広縁部分には臼杵藩の民家風デザインを取り入れ

るなど,地方色も豊かである。

4.民家再生を題材にした住教育教材の開発

日本の学校教育のなかで住まいや住生活について体系

的に扱ってきた教科は家庭科である。しかし現実には,

家庭科の授業時間数,担当教員の専門性,児童・生徒の

住宅事情の多様性,魅力的な教材がないこと等を理由に,

十分な住教育が行われていない。こうした現状を改善す

ることは難しいが,現行の高校家庭科教科書には,住ま

いの維持管理,資源の有効活用,生活文化の伝承,環境

共生の視点から民家再生の取り組みを紹介するものも出

てきた。後述するように,高校のリビングデザインの授

業で民家再生を教材化したり,総合的な学習の時間を使

って地域の住まいや住文化にっいての体験型学習も行わ

れている。

以上を踏まえて,筆者の所属する日本建築学会住宅の

地方性小委員会住まい・まちづくり学習WGでは,各地

の気候・風土や生活様式に対応した地域型住宅や民家の

「折り紙模型キット」といった住教育教材及び学習プロ

グラムを提案し,実際の教育現場での授業実践につなげ

ている蜘。

そこで本研究では,民家再生とは何か,古い民家を生

活にあわせて再生し,家族が心を合わせて住み継いでい

くことの意味について子どもでも考えることのできるよ

うに,住教育教材として,民家再生を題材にした「折り

紙模型キット」と「絵本」を制作した。折り紙模型キッ

トは中学生から高校生レベル,絵本は小学生から中学生

レベルを対象としている。

4.1折り紙模型キットの開発

1)KM邸の民家再生概要

本棟造りは長野県中南信地方に多く見られる代表的な

民家形式で,緩やかな切妻屋根と深い軒の出,雀おどり

と呼ばれる棟飾りに特徴がある。塩尻市のKM邸(写真

4-1)は築150年の本棟造り民家を現地で再生したもので,

間口8問,奥行8間の大型民家である。このKM邸はも

ともと江戸時代末期に塩尻の地に建築されたものを嘉永

3(1850)年に現在地に移築した。経年の中で建物や設備

の老朽化が進み,生活の不便を感じるようになり,建替
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写真4-1再生後のKM邸(妻側外観)撮影百瀬満

えも視野に入れた検討をしているときに地元で民家再生

を手がける建築家と出会った。再生工事は水まわりや寝

室など最小限にとどめ,本棟造りの魅力を引き出す設計

手法がとられている。家の中心だった囲炉裏付きのオエ

は再生後はフローリングと漆喰壁で仕上げ,天井をはが

して梁組みをあらわしとした。この吹抜け空間は美術品

を飾るギャラリーとなり,また隣の寄付とともにバイオ

リン等のミニコンサート会場としても使われている。

2)KM邸の折り紙模型キット

折り紙模型キットは中学校または高校家庭科等の授業

の補助教材として使用することを想定した。図4-1は,

写真4-1のKM邸を1/100の縮尺で再現した折り紙模型キ

ットで,敷地,大屋根,平面図,壁など4枚の展開図イ

ラストで構成されている。カッター,ハサミ,のり,定

規等を使い,個人あるいグループでだれでも簡単に組み

立てることができる。屋根を取り外せば2階の間取りが

確認可能で,さらに2階間取りを取り外せば1階の間取

りが見える。キットを組み立てながら,本棟造り民家の

建築的な特徴を知り,再生前後の部屋の種類・つながり

・暮らしの変化等を具体的に考えていく授業展開が可能

である。
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図4-1長野県KM邸の折り紙模型キット(企画・調査山梨大学田中研究室制作大嶋デザイン事務所&アーキフレンズ)
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4.2折り紙模型キットを使った家庭科の授業実践

1)SH邸の概要

SH邸は山梨県笛吹市の民家再生住宅で,養蚕のため

の煙出しを切妻屋根の中央に有する山梨県の代表的な民

家形式と言える。この民家はもともと山梨県上野原町に

あった民家を70年以上前に現在地に移築したもので,時

を経て,平成12年に敷地前面道路の拡幅に伴い北側へ曳

家の後,現地再生を行った(写真4-2)。「この家を何と

か残したい」という建築主の願いが通じ再生されたSH

邸は,良好なまちなみ景観を形成している建築物として

平成13年度山梨県建築文化奨励賞を受賞している。

,'騨誓

写真4-2SH邸の民家再生(左:再生前右:再生後)

2)SH邸の民家再生折り紙模型キットを使った授業実践

SH邸の折り紙模型キットは既往研究文1)の成果の一部

として作成したものである。この模型キットを使って,

山梨県立F高校福祉健康系列の平成18年度「リビングデ

ザイン」の授業が行われた。生徒は1年次の「家庭基礎」

で住居領域の授業(8時間)を経験しているため,リビ

ングデザイン総授業時間18時間のうちの8時間をあて

て,SH邸の折り紙模型キットを使った民家再生の授業

を行った(写真4-3)。授業では,気候・風土に対応し

た住み方を考えさせながら将来の住生活を自分らしく創

造する意欲と態度を培うことを目標とした。担当教員は,

小池えみ教諭である。

表4-1と表4-2は授業後の生徒の意識や感想をまとめた

ものである「V'°。生徒100人について民家再生の動きにっ

いてどう思うかを尋ねたところ「とてもよいことだ」と

回答した生徒が64%,「よいことだ」と回答した生徒が

36%であった。地球環境の保全,歴史・文化・技術の継

承,暮らしの知恵,やすらぎや交流の場,良好な町並み

景観といった視点から民家再生を肯定的に評価した意見

が多い(表4-1)。そのうえで,古民家を残すためには,

古民家を地域共有の財産と捉え,コミュニティ施設等と

しての活用を提案している(表4-2)。条例等の整備や

住民参加による活用策の検討など,まちづくりへも目を

向けている点は興味深い。「私の母の実家も100年近く

たつ昔ながらの家です。祖父母二人暮しのため,将来は

っぶしてしまうことを考えています。私が将来そこに住

めたらとか,移築したらなどと考えましたが,税金が高

く維持するのは難しいです。授業で家を残していこうと

いう考えの人たちがいることを知り,母の実家が残せる

よう自分にできることをやってみようと思いました。」

という授業後の感想文にみるように,模型キットを使っ

た授業を通して,生徒は民家や民家再生の意味を考え,

生活や地域を豊かにするためにはどうすべきか主体的な

態度を育むことができるようになった。

写真4-3山梨県立F高校のリビングデザインの授業

表4-1古民家再生をよいと思う理由(F高校生徒)

・古い家を再生して資源を活用するのは地球にやさしい
し良いことだから。
・歴史を感じて生きたいから。歴史や文化を次世代に残
したいから。
・昔の家のつくりを見ることができるし,落ち着くし,

`

夏涼しくて気持ちよいから。
・古い家の造り方(伝統技術)を未来につなげていくこ
とはとてもよいことだと思うから。
・再生は今の便利さも取り入れられて良い。こういう所
に人が集まるとあたたかみがあって会話も生まれやす
いと思うから。
・昔ながらの方法は自然と共生していて無駄がなくてよ
いと思うから。昔の家はほっとできて心も体もあたた
まる気がする。
・町並み(景観)保存のためにも,古い家が残っている
のは良いことだから。

表4-2古民家を残す方法(F高校生徒)

・お店・民宿などにして観光に利用する。
・学校で古民家の学習を取り入れる(地域の昔からの大
切な文化として)
・集会所など地域の行事に活用する。
・図書館など地域の人たちが集まる場所にする。
・学童保育に使うと小さいうちから日本の良さが学べる。
・新しいものだけでなく古いものに注目するように,行
政や企業や地域住民が協力する,
・再生の値段が安くなるように県や市で支援する,
・条例等で残すことを義務付けるとよい。
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主人公は小学校2年生の女の子,ももちゃん。真
面目で頼もしいお父さんと,やさしくて料理が得意
なお母さんの3人暮らし。お父さんが生まれ育った
ところは,山梨県のぶどう畑に囲まれた自然豊かな
場所である。前々から都会に憧れを抱いていたお父
さんは,大学卒業とともに山梨を離れて東京の会社
に就職し,そこでお母さんと出会い,結婚に至る。
結婚後,ももちゃんが誕生し,2年前に東京都多摩
地区に新築の家を建てて現在は3人で暮らしている。
新しいものが大好きなももちゃんは,新しい自分の
家がお気に入りの様子である。毎年夏休みになると,
お父さんの実家である山梨のおじいちゃん・おばあ
ちゃんの家を訪れていたが,家を新築してからはま
だ一度も訪れてなかった。(中略)
夏休みに入って1週間がたったある日,ももちゃ

んはお父さん・お母さんと一緒に,山梨のおじい
ちゃん・おばあちゃんの家に遊びに行った。久々の
再会に,おじいちゃん・おばあちゃんもとてもうれ
しそうである。家の中に入ろうとしたももちゃんは,
2年前と家の外観の様子が違うことに気づき驚く。
おじいちゃんにわけを聞くと,「民家再生」という
言葉を初めて聞く。家の中に入ると,中の様子もだ
いぶ変わっており,おじいちゃんやおばあちゃんの
話を聞く。(中略)再生民家を舞台として,民家の
持つ魅力や工夫・知恵を学びつつ,古いものへの価
値観の見直しを促し,住まいについて考えることの
大切さを気づかせる。

図4-2民家再生の絵本『ももちゃんの夏休み』の内容とストーリー(一部)〔絵と文:高木奏恵〕

4.3民家再生を題材とした絵本の制作

家族と住まいとのかかわりや古いものを大切にする心

を育むために民家再生の絵本『ももちゃんの夏休み』を

制作した個。子どもが楽しく学べ,小中学校家庭科の短

い授業時間内にも導入できるような絵本を想定した文6)。

主人公は東京都内に両親と暮らしている小学校2年生の

ももちゃん(8歳)で,祖父母が山梨県内の築100年以

上の民家に暮らしているという設定である。ももちゃん

は新しいものが大好きな女の子で,夏休みに久しぶりに

訪ねた祖父母の家が昔と変わっているのに気づき,古い

民家を残そうとする祖父母の思いに理解を示していくス

トーリーである。

この絵本は全体をH枚の絵と文で構成し,その一部(4

枚目,6枚目,7枚目,10枚目)を図4-2に示した。民

家再生によって,これまで不便だった住生活が改善し,

「古い家も手を加えることによって住み継ぐことができ

ること」,また「住み手の努力や工夫によって快適な住

まいを手に入れることができること」を伝えようとした。

さらに,民家再生の現場では家族や親戚問で様々な考え

方があることがアンケート調査で明らかになったことか

ら,「自分たちの住まいやまちについて話し合ったり,

主体的に行動することは,自分たちの生活をよりよいも

のにすることにっながる」というメッセージを盛り込も

うとした。

具体的には,絵本の4枚目では久しぶりに訪れた祖父

母の家の変化にももちゃんが気づき,6枚目では新しい

材料を使えばよいのにと思うももちゃんに古い家の大黒

柱や梁を再利用した理由を祖父が話し始める。7枚目で

は再生工事後の柱の根継ぎ部分を見つけてその技術や知

恵にももちゃんが驚き,10枚目は,祖母から,新築以上

に費用がかかって周囲に反対されながらも家族の歴史や

思い出などかけがいのないものを大切にすることができ

たことを聞くシーンである。

なおこの絵本の制作にあたっては,先の山梨県の民家

再生事例SH邸をモデルとし,技術的な部分については

長野県KM邸の調査結果等を参考にした。

5.まとめと今後の課題

本研究は,再生民家の居住者を対象とした全国規模の

アンケート調査結果と,再生内容と暮らしの全体像を把

握するために実施した全国9地域38例の現地調査結果を

もとに,家族・住まい・住生活・住文化のかかわりにっ

いて実証的に検討したものである。特に重点を置いた現

地調査では,民家再生を決意するまでの家族の暮らし,

意識,生活スタイルの変化と,住み手の目線から熱心に

その取り組みをサポートしてきた各地の建築家や工務店

の活動を描き出してきた。さらにこれらの基礎調査結果

をもとに,暮らしにあわせて住み継ぐ民家再生の意味に

ついて学ぶための住教育教材(折り紙模型キット,絵本)

を開発し,授業実践を行った。以上が,本研究の成果で

ある。

主な研究結果と今後の課題を整理すると,以下のよう

になる。

①民家再生を実践した住み手に聞くと,「再生してよ

かった」という意見が返ってくる。しかし最初から再生

を決めていたわけではなく,家族や親戚の間で意見がま

とまっていたわけでもない。再生によって自分の家がど

う蘇るのか,イメージすることは容易ではない。本当に
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生活が便利になるのか,再生よりも新築の方が設計の自

由度が高いのではないかという迷いもある。再生の相談

にのってくれる業者を見つけることも難しく,コストの

壁も乗り越えなくてはならない。こうしたなかで民家再

生が実現してきたのは,先祖代々守り続けてきた民家を

住み継こうとする住み手の強い意志であり,「家族」「歴

史」「地域」との対話であり,もっと快適な生活をした

いという住要求であった。これらを側面から支援してき

た地域の建築家や工務店の役割は大きい。両者の出会い

と協働は,長い歴史の中に刻まれた家族と住まいのかか

わりを確認し,再生の具体的な手法・内容を描き,歴史

や伝統の継承と生活の論理の融合に結びつけていった。

②民家再生は,設計者によって,また地域によって内

容・手法に幅がある。しかし共通してみられたことは,

材料や工法,間取りなど地域の住文化を象徴している部

分は極力残し,必要な機能だけを付加して,快適に住め

るようにすることであった。間取りの大きな変更を避け

ることは,住み手にとって,再生前後の暮らしのリズム

を確保し,精神的な安心感をもたらしていた。

③民家再生は,その規模や設計内容にもよるが,一般

にコストがかかると言われている。全体再生,部分再生,

古材利用のほか,新築部分を組み合わせるなど,実際に

は多様な実践が行われていた。こうしたなかで,宮城県

内の事例は,再生の一歩手前の耐震改修にとどめていた。

この民家の延命あるいは次世代へつなぐという視点は示

唆に富んでいる。何世代にもわたって守り継いできた民

家をどう継承していくべきかは種々の議論がありうる

が,現時点で必要な改修を加えて次世代に送り,その後

に判断は委ねるという選択肢はあってよいだろう。

④民家再生は,建物としての民家の再生ではなく,住

み手の豊かな住生活の実現に向けて,過去から未来への

時間軸の中で家族や暮らしを振り返り,大切なものを継

承していく視点が重要である。また広島県内の民家再生

事例やぬまくま民家をよくする会の活動は,民家再生の

地域ネットワークを広げ,民家再生が地域再生や集落の

活性化へとつながっていた点は評価できよう。

⑤リビングデザインの授業において,民家再生折り紙

模型キットはこれからの住生活を考えるための住教育教

材として有効であることが確認できた。しかし家庭科の

授業時間が確保しづらいという現状のなかでは,教材と

しての効果的な活用方法を工夫する余地がある。

⑥今回の現地調査の結果は,きわめて個別性が強く,

そのため当初の研究目的としていた,全体をイ府目敢して民

家再生の地方性を描き出すところまでは至らなかった。

間取りと住み方の詳細分析も不十分なままである。KM

邸の民家再生折り紙模型キットや絵本『ももちゃんの夏

休み』については,授業実践による評価が必要であろう。

今後は引き続きこうした課題に取り組んでいきたい。

〈注>
1)日本民家再生協会の活動内容にっいては、以下のサイトに詳

しい。http://www.minka.or.jp/index.html
2)全国の再生民家居住者238世帯を対象に郵送によるアンケー
ト調査を実施した。調査時期は平成13年11月下旬から平成14
年1月下旬である。有効回収数176票,有効回収率73.9%で,
1道2府27県から回答を得た。

3)9地域を代表する民家再生事例の収集と現地調査については
各地で民家再生に取り組んでいる設計事務所や工務店の協力
を得た。これらの業者の情報は,表1-1に示している。

4)小池えみ教諭の授業ワークシート資料を整理・分析した。
5)この絵本は,住宅生産団体連合会住生活月間中央イベント「第
2回家やまちの絵本コンクール」応募作品として,高木奏恵
と田中勝の共同で企画・制作した。絵本の内容は,最終的に
文献7にまとめられている。
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