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沖 縄 の民家一自然への開放性と閉鎖性が共存する

武者 英二建築家・法政大学工学部教授

'r!i;夏の島.iljl純一一エメラノレドグリーンの珊瑚礁一一iljl純の観光ポスターは

南国の桃源郷と紹介する. しかし，実際のirjl縄の自然は厳しい.夏の高温多
かんばっ

混，台風と卒魅，冬の意外な寒さと itjl純の気候は激しく変化する.このよう

な ~IIX熱，i;?の自然環存立のなかで\人びとは Eのような暮しをしてきたのであろ

うか.夏の暑い日 l:j:Jは木陰に涼を求め，涼しくなる夕刻まで戸外てや過ごす.

i足度が高くても瓜があれば快適である.台風カ主主iえるとわかれば，何日分かの

食糧をもって家の中に閉じ能り，強風の過ぎF去るのをじっと待つ.冬は大i渋

からの強L、季節風によって，天候の悪し、Elが統<.冬の日本海気候に似て，

どんよりとさまり，雨の日が多い.家は!こl当りの良い市向きとし，季節風を防

くやさまざまな工夫がされる. 自然に逆らわず， 自然の力を借りて生きていく

工夫 それがiljl純の伝統的な住居の姿である.

自然に調和して暮らしていく住居は，建築物だけで対J;i5できるものではな

い.ウフヤー(主屋)を中心にトングワ(炊事屋)，市合，ブール(J!示使所)，

井戸，石垣，樹木な仁屋敷金体が一つの構築物として統合され，はじめて

機能する. itjl純の伝統的な住居は， このような約束ごとによってつくられた

京市jの秩序であり，環境を調撃するための装置ともいえる.自然を受け入れ

ながら， それぞ拒否するという一見矛盾する発想が，厳しい自然環境のなか

て"~t:き抜く知恵でもあった.ウフヤーの平而形にみられる表座と哀座に象徴

されるように，屋敷も住居も開放的で。あると同時に簡鎖的である.この相反

する住空間が合理的で、、最も沖縄らしい住居の姿なのである.

私たちは新住宅普及会住宅建築研究所の助成を受けて， 1982年から 2年間

にわたり，久米島を中心lこ， iljl縄の伝統的な住居の調査をすることができた.

今，飽食の時代にあって，エントロピーの低い住居の必要性が切望されてい

る ir

を示唆してくれるように忠われる. (むしゃ・えいじ)

[写真説明}

tr.上/宮古列ね・大和l'ね.現}瑚!i(f'の小さなおの中央にj瓜'5:;懸けて民家が寄り添っている.
うえずけ ひんぶう

左下/久米向・l:.i工;*1家.石垣，返!駄の一1:1こ赤瓦のlili絞がi手いている260"1ニ以上もたった木造住隠.
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研究者に部く一一一①

1982年度助成研究

「近世の遺構告通して
見る中世の居住に
関する研究*」

をめぐって

稲垣 栄三(来和料1五以i

野口 徹 (京恥料似)五京;U~"←大大大た炉t子1刊養芯引t子心ザ'1γf制j教制似J授初主引) 

開き手

布野 修司(東洋大"?Jメ;::lilisJJ教授)

* 
イタリアで発迷したティポロジアという子i去

を治的して，直級以:料の乏しい中 111:以前の者1¥

rliの空liiJ構造を，引{fする近il昨日刊iの遺構を

i邑じて11巴J起しようとする調査研究.竹 fjj(，ffi 

根本に統L、て今l空11ま，中 111:の港IHJ， Jム ti~j 県福

山市の制問]を対象に行なわれた.

住宅建築研究所報No.lO所載
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布野 先にi英らの計画サイドから興味深いJfiを，

まず、 4つぐらいあげてみます.一つは，住居と住

居集合の間の論理，住居と集落，あるいは住居と

者Wfliをつないでいく論理に着'Ejがなされていると

いうこと.たぶん建築史でも，計画研究でも，民

家研究と都市研究が分裂していて接点がないとか，

住民史と者15TH史の拡~}，1;¥がないということがあって，

そのi討をつなヤ論理を模索し，/出i

ということカTあるのてて、"(、lはまないカか通. もう aつは， r i也

域 lこIt!l干Jな空1m構成原理」という言い方をされて

いたと忠うんですが，そういうものへの着目とい

う点. もう一つは，ティポロジアを軸とする方法

論の展開にかなり鮮明な方法意識をもたれている

とし、うこと.最後は，単に建築史研究とし、うより

も，引実の計画制i泊初出一一これは保存を含むので

すが，それへの対応を合む論理構築をしている}!ん

そういう視点から，このtlJJの一連の展開をどうい

うモメントで発想されて，それがどう L、う経枠を

たどって今!日!の制のところへ行き着いたか，その

へんをまず最初にお初いできればと思います.

ティボロジアとは

計画iを目的とした分析の手法

稲榎昭和51年から調査を始めてもう 9年間にな

るわけだけれども，僕らのなかでも実は， 自己批

判は十分ではないよね.まずその経緯をお話しす

るし最初の動機の~--~っとしては r保存」という

ことがありました.昭和50年Wi後というと，いわ

ゆる rlllT並み保存」への関心や要望が非常に高ま

っていた11割弱て二われわれとしても， i呆存のため

にどういう調査をすべきかということに無関心で、

はいられなかった.いちばん最初，広島県の竹原

からぼくらの仕事が始まるわけですが，調査を始

めて少しずつ判ってきたことは， そのIOTの構造と

か IU]ーがつくられていく仕組みとか，変化の様相!

とか，判明してくるにつれて，保存という呂襟そ

のものがぼくらの関心を引っばっていくものでは

なくて，むしろ桂キ告になってきたということです.



保存というのは限定された物的対象だけを保存す

ればそれでし、いのか，それともその背後に隠され

ているシステムの保存なのかという問題は，最初

からあったわけですが，開Iの歴史ぞ調べてみると，

i:t居にしても人間の生活にしてもつねに動いてい

る， その到jいている~犬j兄を [Elí~i に:te::tffiすることな

しに， iKL存などということは;工院にいえないとい

うことカf'I~J ってきたわけていす.

もう一つは，たまたま調査を開始しようとした

ときに，イタリアからrni内秀信君が帰ってきた.

イタリアてやは，ティポロジアという方詰;を駆使し

て家屋の集合についての理解に画期的な成果をあ

げているということで、したので¥ この方j去を日本

てP もさっそく道1mしてみようということにしたわ

けです.個々のlii.体と集合をつなくゴ命穿Itというの

が， まさにティポロジアの新しさだろうと思うし，

今までの， liJ.体の歴史あるいは者flT/iの歴史を切り

tîlH~して見る見方では見えなかった部分が浮び Lっ

てきたわけね.

作業としては，対象となる池域の全体の観察か

ら始まるわけで¥ それを?凶両におとす.個々の家

屋，敷地，地区， I日jーとしミういろいろなレベルを相

互に関連守もつものとして見ようというのがこの

方法のねらいですから，地域の全空間を限なく観

察して分析するという点がティポロジアの第一の

特色といっていいと思う.次に建物やその集合の

しかたをいくつかのタイプにま立製イヒします. この

類型化の方法にティポロジアのもっとも本質的な

f生十各カTひそんてやいるわけで二主立型イヒは単なるJF;J;¥:

分類とは違います.つまり，いろいろな試行錯誤

の末に類型が見えてきたときには，類型の前後関

係とか，類型のもつ歴史的意味とか，小さなスケ

ーノレの類型と大きいスケーノレの類型との間の倒係

とか，そういった類型の意味や関係についてある

程度の予iWJというか，仮説が一応、できあがってい

るわけです.

調査の対象はあくまで住居集合の現状ですが，

現状というのは長い控史的変遷を経過して辿りつ

いた現在という隠史の集積の一断面ということな

ので:現状の観察から腔史を読み取ることは可能

だし，その方法がティポロジアだといって L、いと

思います.

陣内君が『イタリア都市荷生の論理』のなかで

日宇しく t~:~ 、ているように，向こうてやはティポロジ

アは計画手法として錬磨された方法なんです.つ

まり保存を含めて計画を目的とした分析の手法と

してティポロジアというものが11'.てきた.ですか

ら， 日本の場合も，ティポロジアという方法であ

る地域を分析するということは，当然その含みと

して，それが将米，計画のほうにつながっていく

可能性をもっているということは，いえなくはな

いだろうと忠います.

しかし，私たちのいままでの歩みを顧ってみる

と，実際の保有ーを含む計画という課題に積極的に

コミットしてきたかというと，そのへんは非常に

不十分だという気がします.近l止の遺構を通して

中|止をみる，あるいは ~1111上そのものを対象にする

というように， どちらかというと，次第に古いほ

うに関心が移ってきたことは事実です. それと逆

の関心のもち方として，たとえば近代化というこ

とを課題にすることもできたはずですが，われわ

れは 2つのうち前者のほうを選択したということ

はいえるわけです. その意味て二いまわれわれが

やっている地域研究は，たとえば町並み保存にす

寸結びつく研究ではたぶんないわけです.

野口 いまティポロジアに関してこれまでの経験

からいえるだろうと思うことは，変化というのが

徴変化，あるいはその変容の過程が非常にほのか

なもので、あれば¥つまりカタストロフィーを帝王な

いものであれば， この方法による分析はかなり有

効なものであろうということです. もっと大胆な

言い方をすれば，こうした変化過程では，ティポ

ロジアはたんに分析の方法にとどまらず，変化の

過程そのものの論理なのではないか， と思えてき

たわけです.ですから実際に前の問:f七前の時代

にふiする見通しというふうなものが， もしもその
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1mに一一一この調ff11はほとんど近1":カiIjl心なんだけ

れども， それ以前のものに刈しても，大きな変化

というものカ?なかに合まれていないことを{征めて

おけば，近 III:~ .Hfることによって我々のものにな

っているとはリとしていえないIj'111:という1/，¥ニ代もみ

えてくるだろう. そういう怠14'::て¥研究 1'，の色気

カin'，てきたのですね. ところカヘ近代以降という

のは，逆にものやれ'J'(;liがあり過ぎちゃう. そこの

ところで¥，liL 、ほうへという傾向カ-ql'，てきたこと

はM(かてやすね.

近代歴史学が見落としてきた

ヴ、アナキュラーなものとしての中段

布野 そうしたティポロジアの通111とか保ιのliiJ

!巴とか掠々なモメントて、、始められた純粋のIjlて二

作JiiX:，¥¥[占カ¥何故港IIIJか， iJiJi'i文11111胤というその

推移に研究の19B題意識と L、うか，グラウンドデザ、

インがあるのじゃないかと足、うので。すが.

野口 論則的だとはいえないのですが，こういう

感じはあるんですね. t'J"Il;iというのはi*JiJI 内に I(!I

してj巷を '11心に)長IlHしてきたまちですカヘイf郷の

まちとしては比較的いろいろな機能をもっている

ところです. そしてIj l心的な'ぶは~U I 11;¥"i¥:を)1五じ

てまちにおける Iむf\í: を待相|て予jH~、i していて， コミ

ュニティのヒエラルキーというのは，それほどく

ずれな七、地区なんですよ. ところが， もう 宇 )jの

li'i根本というのは， IjiJじようにHt'を小心に1"1船てい

儲けたといっても，変動がすごい放しし地域の

安定性という点てや大きく ~b~ なっています. "1[1'の

'ぶがずっと ;iして支配するとか， そういう常態

がない. 1，'Ht名がどんどん人れ将わり，栄わii峰哀

を k:#~ 1) Jsしている. ところが，竹似のi品合には，

あるぞMiliil志したI也j!&の)(，Ui!lがあって， そのI，l.j)j

をよよたときに， もうちょっとMか;lJ(しいなという

のがたぶん， J63党(I~Jだけれども，制あたりにいっ

たんじゃないかと思う.

布野 そのよ場合には，たとえば"4>:ヲ11，r，!j全体をに

らんfごli役目作:til!.1ヌiヵ?あって， そのなかて二 そういう
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N:17j'づけにかなうところをfピックアップするとい

う経緯ですか.

稲垣 それは方法のliiJ起ともからんでくるわけだ

けれども， ì Jí，に j七時(I~J (こ L、まある，いわば近111:(1¥J 

な状i){~分析するということだけではなくて， そ

のなかに悟史的な千ifft'[とか遺伝カリえされているか

どうかということ，たとえばji?かれたちたがlという

ものがかなりA:'Ji.なわけで， そのぷ11千を地I成の観

察と並行して進めていくわけです.そういう火jlJ人

的史料があるかどうかということと，やはり少な

くも 1j:11111:J 合子さぐりできるような近11げがjな状

況があるかどうかということ.それから，全{本と

してわれわれがそれに食いつくだけの魅力がある

かどうか，t，ごいたいそういうところですね.

布野 ただ，ティポロジアとは，*去に，そういう

ものカ礼、っさいない {業カii列え!;J:'"}¥(jtiアジア研

究をしていてそれをものすごく悩んでいいるんでいす

カし そういう丈i猷(1なら:史料カ礼、っさいないとき

に， どういう Jiì]、がk:11.めるかという I~r~. もあると思

うんです.ティポロジアと史料分析との関係!;t1::' 

う与えればし、 L、でしょう. それといま品等んに '1'111:，

'11111:ということで少し後ろli，jきのベクトルになっ

ているというお【j-I~'カ斗 1'，ました. なゼごし、ま 'Ij' 111: J 

なんですか.

稲垣 ーつは， '1'111:という|時代の'五態にどこまで

迫れるかという 11牒があるわけです.実iztj立t-IYiの

うえて二いま民家てで遡ることができるのは， 15111 

紀ぐらいまで， それもほんの:、 Lあるだけでし

ょう. l(j 111:紀末から 17111:紀にかけての討。IIjt'l:ヵヘ

ものすごい )Jて 11本の集決ならびに部diを変Jf{さ

せたので，それ以liijのものが残りにくかったとい

う状j兄があるわけですね. それだけに非常によll~祥

が少ない. また， iU';集介や'1:i市に|対述する!tof'l

の少ない '11111:ーが，はたしてどこまで似出できるか

というJi謡史的な興i川、が悌rかにある.

もう ーつ，そういう!悟史的な概念としてではな

い1j'11I:という考え )jがあるのではないか. それは

ヴァナキュラーといl じ志~1I;j.::でとらえて L、L、だろう



という気がするわけでれすね. いままではl'lfにから

引代までをf，いわば発I1!WtIWi'史的にとらえてきた

と思うんだけれども，ヴァナキュラーというのは，

そういう系議には采らないーつの領域として，あ

るぷl味てやは 11年I1\ J を 1111越したカテゴリーとお~È えるこ

とカtできる. ことに近代版ちと，、;::1ム そういう耳目論

{本系に采らないものを務としてきたところがある

わけで。しよう.そういうものをすくいJ-.げる子fご

てカすないかということで¥ その表ろtとして， liJ.に

f rlllJl: Jといっているにすぎないということもある.

布野 そういうウ。アナキュラーなというな1Iぷで flll

11しならば， f突が京市アジアの都市や集誌を考え

るよ品行ヤてーもまったく j七千Iしているわけてやすヵヘ !必

ちtrH正念としての frj111J:Jについては1ti客構成の!11

JIj!.というのはわかっていなくて， そこらへんに興

味があるということですか.近111:の!ボJW.というの

は，初比 1'111 f(jZJ諭iJill.というか，わりとはっきりして

いるんてやすか.

稲垣近111:は， I'if¥:とともに，非常に，lj-fllut!:の強

L 、11初切ですね.近111:の51&"flllrには I'i代のjlj-jllIJt!:

~引き献し、てやし、る l (fj と， rjllll:の経験守怒flllして，

それを計11!fi的にj活かしている li'Iと， 111，j)jあるだろ

うというれがする.近111:のなかに rj11ltをみるとい

うのは工すでに討がil(IZJな)W'I!.だけで"分析ていきるわ

けでやはなくて， そのなかに rjlllUIZJ なタ~ì宰というの

かな，ノ作1:.:ゴi治吊とともに4身十のまわりにまとつてきたも

のカがf3近丘!社H吐:の告拘都lil市|打ifl伴梢干司1j泣立のなカか益に残るだろうという f' 七

i[制[[i別[IJのもとに近11附i仕tを守f兄るということ fだごと忠います.

野ロ

うのは'比較的近111:のすみずみまて'lj-き波った統

ililJ!出じゃないわけで二むしろ{悶々人というのは，

II，H¥:のjJ]IWJをfjlJとかはみ，'1'1してノL:.:きていこう， そ

~è までの束縛を ir'J とか抜けてていこうという，あ

る立川えて好き勝子にノ1:.:きょうとしたのではないか.

そのな昧では，社会秩!芋としては混乱をもってい

るはずだ. イメージですけれども. そのなかて二

fWI々 人というのはある限界に達するまでは，好き

IJ寿子なことをfやっていい.やカ?て@々のitll(実に烹

つてはじめて，注目しをい1;挫したり角平;たしたりとい

う淵撃機能がはたらいでくる. このJ江主f無視する

と， ;~に皆が締めつけられ1乙も fーもなくなってし

まう~?:í4(が危なくなるということが，成る種の

7、IJ!主主f導き 1'1'1す契機となってlT.，、に共通の了解が

できてくる. こうした過程を経て徐々にルールな

り作法ができてくるのだと思う.近111:というのは，

そうしたものを'たにうまく内にllx.1) ;込んた、、のてやは

ないか. そうだとすれば，先程でた近111:の計画性

というものが，モノのレベソレだけではなし それ

を交え，展開する;lli'ì~;の校lí討をも合んだものと思

えてくるんです.それがヴアナキュラーというこ

とではないんですか.

布野 それは剃を分析したが;来ても，そういう感

じですか.

野口 それはJUI待感ですね. もうーつ期待感があ

りまして， 111111:というのは， 11*の住まい}jとか，

1，，;11のある立i沫のh;iW!が，いまいったようなlIij:{¥

状i兄のなかでできた11キ代ではないか.近/11:に初め

てできたのじゃなくて，実はその!日!型にキ11，1'1する

ようなものというのは rjllll:に育まれていたのでは

ないか. それはも十分というか階層というか，比較

的流動するなかで新たな閉そ生みだす契機があっ

たのではないでしょうか.平WI構成にしても，近

111:のli¥Jllx.1)の引がどのように定地化してきたのか，

そのJS;味するところはfilJなのか，必ずしも， IIJJ ら

かではないと思うんです.ですからいわゆる民家

というカテゴリーのなかfごけではなくて， もっと

!よく l;iiiJの全体f*を;Jとめなカ?ら把H千しi在すことカT

て引きれば〉 ティポロジアはもっとタ守イナミックな

論JAになるのではないか， という期待ですね.近

111‘を;!宣して rjllll:ぞみるというのは， :4心J'， Iま~\(;々カ?

近 111:をしっかり J'H!Q4{しえているか百かを確かめる

1'1づちでもあると思っているんです.

土地と文献史料が重要な意味をもっ

日本のティボロジア

野口 EI*の場合は封，I'iとか文献がない場合てや

7 



も，近世を通してみたらば，上物とその下の地割

りとの間に何らかの対応関係がみられる. その対

}伝性をE沓まえた i二てやさっきいったような居住の諸

相をもっと広〈絡ませながら仮説的に何か組み立

てることが可能だというような部分がある.それ

が日本のティポロジアのもつ特2徴です.

稲壊 そうだね.それはやはりイタリアの人たち

がやってきたことと日本との非常に大きな違いで

すね. 日本の基本的な遺構というのは，建物じゃ

なくて，たぶん土地だろう.

布野少し東南アジアの例を話しますと，ここ 2

-3勾三は，カンポンというマレー圏の居{主I也を，

非常におもしろいので研究しているのです.

カンポンというのは極めて自律性の高い居住地

て二 日本てやいうとカタカナのムラという感じに近

〈都市のカンポンというと一般にはスラムなんで

すが，それがある種の強固なコミュニティ組4哉と

いうのをもっている.

そこでし、ま主にやっているのはスラノfヤなんで

すけれども，その都市の形成過程をみる場合， 18 

t!t紀後半ぐらいから多少地I~があったりするので

すカT，あとはいっさいないんでやす.たfご， それを

ず、っとみていくと，かなり都市の基本的なストラ

クチュアがカンポンの名前から言売めるということ

がある.単品市イヒしていうと， インドイヒ， イスラム

化，植民地化という三つの大きなインパクトが重

層化している300年?らいの歴史が，いまのスラム

みたいなところをみてわかるのじゃないかという

ようなことを，いま考えているんです.

一所懸命プラン喜子起こしたり，建築てやるよう

な子j去でにらんでし、るんてーすけれEも， そういっ

たような興味があってお聞きするんですが， 日本

の場合，たとえば中世を再現するときに，フィジ

カノレな形態から中1止をヴィヴィッドに再現するよ

うなことがどの程度可能なのか.希望ではなくて

可能性ということではいかがですか.

稲垣 日本てやは土地は堅固だけれども，建物の方

はつねに変化しているわけね.だから建物がかな

8 

り堅聞な構造をもっヨーロッパなどのように テ

イポロジアで生活の変fヒを追えるところとは，お

のずから方法が異ならざるをえない.文献史料が

必要だといったのは，そのへんの補助史料として

必要だということなので，文献によってある古い

時代のー断面が明らかになれば， それはティポロ

ジアによる仮説を歴史的に確証するものとして，

]1:，、に有機的に結びついていくわけです.ぼくた

ちがし、わゆる民家調査も併行してやっているのも

全く同じ理由カ B らです.

いまのところ，遅くも江戸初期以前の土地台帳

がないと l:Ti:!1:に湖るてだてが全くないというのが

ち1状なんて、すが， しかしfごからといって， このへ

んが今の方法の限界だとはぼくは忠わない. Ijlll!: 

の痕跡てやまだ利則してないものがたくさんあると

思いますよ.たとえば部屋の名前なんかにはr1j-{¥:'

中世の名称が残っているでしょう.良俗的な行事

にしたってそうだし，建物の部材は変っても技術

の tでは古いものがあるかもしれないし.ティポ

ロジアを中心に据えた上て二既存の方法や知識を

援用すれば，まだまだ道は拓けると思います.

編集 デザ、イン・サーベイなんでいう言葉が出て

くるわけてやしょう. どれぞいちばん初めにするか

はよくわからないけれども， そういうあたりと，

お二人がやられていることとの関連性は， どうな

んですか.

野口 大きな違いというと，一つは，文献という

ものの使い方がある程度整理されつつあるという，

我々の特徴がありますね. もう一つは，テ、、ザ、イン・

サーベイの場合には，現状の秩序についてどうや

って記述できるかというほうに，関心がある. と

ころが， それがL、かにして， どう変fヒして出てき

たかということについては，それは E多くは語っ

ていなかった. そう L、う意味てやは，ずいぶん違う

と{業は思っているわけです.

稲垣 それに，われわれの仕事は，これは L、けな

いことかもしれないけれど，立面I~ をかかないね.

布野 それはよくないと忠います(笑).すごく平
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1m ;，よ;Ifl]というか，われわれは間lfJZりにとらわれて

いるんですね.[t日こうの連中は真っ先にエレベー

ションからとったり，軒先のディテールからとっ

たりするんです.そのへんは相対化したほうがし、

いという気がします.

稲垣 そうだね.そういう点て¥デザ、イン・サー

ベイがもっていたような造形的な関心がわれわれ

から欠落していたというのは，今後の問題として

あるよね.

野口 無関心をよそおっているとし六、たいところ

で。すが……. そういうことのJ=l-i本的な{列て¥、うと，

われわれは 1[ilrと2[i?rというのは別々に扱うんだ

けれども，全体として考えているとはいえないだ

ろうという気がするんです. 日本の場合は，多く

は箱i務段あるいは梯子でしょう.そうすると，基

本的には上と下をつなぐ装読というのが，強〈志;

主主の11:1にあらわれたとはいえない.関心が薄いと

いうことは， 2 [守?というのは "a居かじゃないん

ですね. ー体化した空間をつくりえないわけです

よ，|;??段がないということは.そうすると 2階

というのは，せいぜし、 "rlUf~れ η や分棟に相当する

機能が i二方向にf、j-1JUされただけのものということ

になりがちてい， 足的ななlバーをもつけれども質的な

訴にはならない.だから立mi[苅を描くことはj主形

Lの関心からだけではないはずです.外観という

発想以 LにEI本の住民のrrと絡ませたものであり

たいていすね.

それぞれの研究の

イメージの共有，普遍化への期待

布野 L¥:家研究なり住民民:の引;[犬についてなんで

すが，一)jて。民家WN).1i:なんかやっていて II己3誌は

令j五!のものが干fiみ重なっている. それをグローノf

/レなtJL'，'，(カ 3 ら仕活づけたり，出史として7!れ、てい

く，あるいはもうちょっと広い(f1s川て¥IIIIEIを入

れた範PNでストーリーをく作業をサボ、っている

んじゃないか， という大[Ilt~l，t太郎先生の発言があ

ったりするのですが.

稲垣 いま民家研究者はたくさんいるわけよね.

みんなそれぞれ倒別的に，文化)')'主導型の研究で

はあるけれども， .n-Wl別に民家研究が行なわれた

わけで¥それの諸積というのはものすごいと思う.

11本会{本をほとんどなめるように，11li)資したといっ

てし、 L、んでしょう.ああいった民家研究そした人

たちのなかから民家史が=iti:き変えられるというこ

とは，当 r!.~期待して L 、し、と思います.ただ， iJjEら

は，今のfl::?J";の延長としてそれをやりたいわけで¥

たぶん対象は， --)j包全n，1ぞみることはみるけれど

も， W~iJ有地域というのは非常に限定して， そこの

なかで，それを普遍化すると Lづ作業になるだろ

うという気がしますね.

布野 [1'-1外へいって，スライドレクチュアて¥た

とえばEI本の民家なんてやらされるわけですよ.

全然知11速いだけれども. EI本列島の地闘をかし、て，

ここはこうだとかああだとかやる. そこで111の字

型プランの話をしたりする一一一これでまた [1¥JlfJZり

が11'，てくるんですけれEも，そうすると， Ifllこう
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はキョトーンとするんですよね. そういう見方で

みたことがないから. 論ブiて， 出恨の形態fごと，

こういうふうな地問的な分布になっていると， ヲr 、

ういう指標を分けて説明したら， IIlIこうはヘエー

というわけでやす

視点の追いは当然なんだけど，気っさかされるの

は， 11本の民家や集i存在f統 -(I{jなパースペクティ

ブてや説IIJJするJW.論をわれわれはもっていないわけ

ですよ. 日本のJJどぷを説明したり， それから， 外

との関係て¥ 11*の:fti存でもし、 L、ですけれども，

そういうのを， 投つかみせていただくと， JI"，1if; (こ

外の仕事をするときにやり易いということですね.

野口 f[ií\ A(I''.lな J45it!の ~'fr)恕i に k:n してしまうけれど

も， 11*のいわゆる初見 1'"11りみたいなところで， II!J 

家'lifと私;さ f1..る う1::のよ也l文;があって， そのJ也1>くと

いうのは， 近代化のなかで基本的には子つかずの

ままでしょう. これはどこからもさわら ~Lていな

ぃ1ft界て、、ずっときたわけよね. 道路を終ii1liするに

しても， 。I[dゃi't正jj，を埋め"'.てて行うし， 公共施設

は武士のIi付i:li王を代将すればよかったという共介

だから， II!J家にとって近代をi人HJ[iJから'乏けとめる

きっかけをもたなかった. いつも便利で新しいも

のが外側からやってきた. そうした範fJllで改良や

改千年が行われてきたのだけれども， その!日]に Il!r~(

守 ~i干の rj 1てやの11，¥¥として，立証主化せずにきてしまっ

た. それで¥ あるときからどかどかとなくなって

しまう状j兄になると， あっという II¥Jでしょう， な

くなっていくのカ三 ところが， II!J家の時代(I(jな長

さをみると， それはよく L、われるようにfドl/'i('J¥:

の絵巻から始まったとしても， 12111:紀〈守らし、から

ずっと珍uにまであU、て主ているシステムですよね

それだけ長いもので， かつ者I¥diのなかでは， -;E 

の武 1:附級とかほかの地IX:と万IJな， 強li'i¥な地i涯をf

もっているわけて千しょう. そうすると， 守宅II¥J(I{jな

JAヵf1)て、、も， IIW'I:U的なi之さで、も， それだけのもの

をもちながら， なぜくずれるときかくも}，I_L、か，

というのが‘つありますね.

これは 11*てや{ムか充とはfliJかというふうなことを
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考えたとき， まずわれわれカf/IF(こ銘じておかなさ

ゃいけない. もしそこに1i品主的なものカ?しっかり

と社」づ、いているなら， そう簡単にくずれていくと

はjιえない.MカゆIJなくずれ)jがあるに違いない，

という!出じがする.

もう ゐつは， JJliにの自分たちの!I:i再三れとしての

!t主党がありますから， たとえば30:1;'ドを例にあげる

と， 10 m X 10 mとし、う1:地てや30坪(100平方米)

を考えますね. ブiでII!J家みたいに 311¥JX 101l¥Jで

考える. そのときに， いったいわれわれは30:L'f-を

どういうふうに耳I(f1:平するか， II!J家の延長に30:1;'¥'合

十さえるカ¥ あるいは引代の建売のような状況とし

て把えるのか， 全く主IFt!-なるシステムですね. 巧トlま

会<31匹以!J介(19に後干すがliij字;に位入してiLt乱してい

る 'l:ìi有者会としての !f1.~rttて下!与i;トて、、きる 30:L"1"のシス

テムをもちえていない. こうした=;-t'f"だちと調fE-

liJl究とは心情的には結合しているのだけれど・・

稲垣 114~の伝統が E うして ， MYiiドカョのII¥J維持

されたのに， この際あっという 11りになくなったか

とL、うことは， それはそれてや ーつの独 \'I~ した研究

になるだろうと思うね. iDill寺1¥:の初めからの，

し、わゆる 「近IltJ とし、う 11キ代と， 千f{-il五われわれは

時代のiメ;分のうえで IIJJ?fiあるいは人ーiI:あたりか

ら「近代」とし、っているわけだけれども， カB りlこ

そういう伝統的なものをなくす )JiS: r引代」 とし、

うとすれば， おそらくほんとうの「引代」 とL、う

のは， 601F代以li年なんだろうね. つまり江戸初期l

からこんどのii投手flぐらいまて'li，ずっと J主の経

過としてながめることができるわけて¥ も注しろ60

I，H¥:以後のj丘1¥:イヒと L、うか， 者I¥difl二， L業イヒ， )il~ 

業社会化ということのもつ)Jゃな味を雌史的に解

きiりlかすというねU，'，(をもう ーつ構えておかないと，

伝統的なものがなくなるそのへんの)r、主は， t:.J，ミ

ん王11111手できないだろうという気がする.

一般的に L、って，限史学のほうでは'jILJJ:史研究

がものすごく盛んですね. しかも， それカすかなり

生活史的なレベソレてl持んだよね. われわれカ7それ

をどう受け止めるかというt:lJlillはあるだろうな.
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回一 2 ティポロジア調査により復元した建築類型

布野 少しヤワになっていますよね.皮府感覚だ

とか，色がどうのこうのとか.本家の歴史学は，

社会杭i汗ちとがす、っとしばってきたので， それをど

うやってほ抗してヤワにするかという…….建築

!とも建築の範iJlJではかなりきついテ、、イシプザン

ですが， Ji長史学はもっときついというのがあるわ

けでやしょう. そういうところも変わっているわけ

ですよね. そうすると，たとえば，珪築ちと学がそれ

とどういう関係をとるかは，いろいろあるでしょ

うが， もう少し， この議論をちゃんと成果にして

いくというか， IÎ.忍めていくような~'j: JnJ気づくりと

L 、し、ますかー・

稲 境 ー般的lこし、えば，実;iiEiIZ)な研究というのは，

必ず雌史研究の根氏というか氏流として'lif;にある

わけですね，近代版以~~~-;:~のなかでは.結局，そう

いう成果のうえに立って，各人が一つの出史的な

見jjというか，あるいはrfYj:;tl.¥をtJi瓦えするわけで¥

それがまた文献学者，ゾミ;iil>/:名ーから批判されると

いう， その双方のキャッチボールてや雌史学という

のは発展していく.一 -~&;tì命としてはたぶんそうで

しょうけどね.

ただ，いまの建築史の状況をfみていると， その

へんのfli;¥見， kJlHなfJx:;Uiがなかなか，'1'，しにく L、芥

iJN気があるのかな.

pJ!q人i秀イ主i"'fl=¥のもたらしたこの研究7j法lム 伐 ら

だ'{tてやはなくて， たとえ Lf''HrIÍ'の行止y:的な司{.~ミの

五n陛(IZ)なillliJ:ti'として， E1*全体でやられると L、し、

と伐は考えているんですよ.実]i去にJi河本と地域と

いうか集合とをあI; びつけるのに，有効な予ì1~とい

っていいと思う. この方j去カfL、ろいろな入によっ

て利11Iされることによって， 十i本のなかて1的手に

展開していくだろうという気がする. そのために

は，伐らのいままでやってきたことをもう少し

~J支fじする必要があるだろうし， そこまでし、かない

と，われわれのjiJfj'tlム全体の研究ちとのなかで IF.

'!i (二位置づけられるところまでーいかないだろうと

思いますけ Eね.

布野 建築計WÎI とか }~!J: 1寸百十íílÎI とか，学会の内部を

みたっていろいろ同じような1*1心はある.同じよ

うにtU;l;集溶を対象とした制アi'1iJl'究がある. rtI-州

1:111だと，実際にlY'li-とからんでけっこう:，::1またく

さんやっているわけです.民村にしても ，if.¥(村に

しても. それをみるときに，雌a1:1Jlと共通ベース

でやれることがたくさんあるわけですね.それが

ディシプリン喜子分けていろいろなことをやってい

るのは必ずしもよくない.むしろ建築全体では，

そういうことを::;!J~j邑に 1義ifí命するような #jj を足立定す

ることが必要だ、と思います.地域を限定するなり

して， とにかくいろいろなことをいう場を，特に

lt陪集落研究てやはやらないといけないのじゃない

かという会tカすしているわけでやす.

建築æ'~( というのは，基本的にクールなんです

か(笑).ペシミスティックというか 、し、かけ、ん

なこと lまL、わないとし、うか(笑).

稲垣睡もt:'~;(の本flff というものがあるとすればた

ぶんIIW'II¥lとか変イヒということを対象にしていると

いうことだけfごと撲は思うんfごけどね.ですから，

そのへんの構想力とか想f主力のIlIH出であって，りと
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して確かさfごけで!?正史'ぷはものをいっているとは，

f実は忠わないね.

*;~'i 'l1j ，庁長もlど'~i(はどこまで主主築家なりあるいは，n

jlfIIのレベルまでおりていくかというか，あるいは

つながるかというあたりのl活は，長いJ討)11¥1でみる

し 雌史家の114さというのが， が結;け}口ふ)， 古紋え終(的1¥内〈句jにlは立

i討lt司'1刊!ドt刊咽{れ何仰側Ii出川11川liささ泊れるようなことになるのカか通もしれないよ.

私が結'i).一ふL

布野 丈化人主知Ji学なんカか主は， あるI地むωj域L或刈k似帥ji州Iリ川)月jプ究Zてて、¥ あ

るいlはまi民玉{.!j依久の{削iリ川JI究てでや二吋l昨4寺制制宇守引i口山;日川iリlカがZカか迩カか， 1り)ますから， モ

ノグラフて。いいんだという WiJ1)切りもあることは

あると忠うんですよ， この腕のよ也J!&jiJI究てやは.t-: 

TJ， ー)jて二 ;iiG:識的に方i1;諭の民間だとか汗j極化

というのがあるとすれば， その選びjj， 114入手1)品

をにらんで二 なせ".yip，jをやるんだ、とか， illJて"~{1' IIIJムな

のかとか，iJiJて'I，¥¥¥十!なのかとか，そのへんがみえ

にくいので， ー述のliJI究の流れがちょっとわかり

にくい. そういう普遍化意識があるのなら， もう

ちょっと jj泣;[1¥)に研究!i吹田谷カ?みえてくると…・・¥

野口 liJI'究li夜間各なんでいわれるとちょっと大げさ

だけど.我々カTこれまでJむいていた兄;!llしという

のは， 11、子代的には近111:を主対象にする.11*にお

ける近111:という1I!i'f¥:1メ;分はかなり独引なものです.

そのriij後の1j'11I:や近代へアプローチする要石みた

いなところがある.むしろ近111:とりU¥:という士、j比

として先手止もでてきましたけど.

それからスケーノレがあります.竹JLiにしても的

根本にしてもすみずみまで1かいて把:J:Wしうる規模

ですよね.つまり，構造が見易い.こうしたスケ

ールて¥いわば椛泣の核のようなものをしっかり

おさえておしその Lて¥より L位のスケールを，

核の複合として把えていこうという Jii.去です. そ

の試みが大和郡山での城内IJとJNI辺集r1千の剖ftてや

す. フィードノずツクとしていJび小さなスケーノレを，

という感じなのです.十五にしうるようなところで

は史料の有無ーは主要ですし，加えて剥究者の建築

家としての京ljiW，{を換y出されるような寄英世1:をもっ

ている(笑).

12 

布野 その訴で，たとえば近11卜について，ちゃん

とやられているとはf)~ なんか芯わないですカたい

かがでしょう.たとえば近jll:の11)，1;とか部Jiiでも，

そういうものの1H:l1みについて， そんなにやられ

ていない.

稲垣 それもたぶん今後のnu:出なんfごろうな.そ

の場介の「近11しというと，明治以後が人ってき

ちゃうよね. いままでrUillHにの「近WJ と明治

以後の「近fに」を，かなり !Þ~1~t なものとして分:iiU

して考えてきたわけ fごけ ~ê ども，むしろそ ~ê を F

Jiliのものとして孝えた場介には， ')丘III:J {~~という

ものがかなり違ってみえてくるということはあり

ますからね.

布野 そうすると，僕らはもっと余裕がないわけ

ですから， それは凶ちとIt~さんがやってくれないと

い;1る.だから， 1I~i'l gJ(1なにも， r I '111:も当然大事なん

だけれども J引11:もあるしと，過大な期待がある

わけですよ.たごし、ところを見込んで(笑).

稲垣 そういうな味てやは，僕らはどちらかという

とIjrlll:のほうに 11が1i:IJL、ているわけfごけれども，

近 111:，江戸以後引;(I:にボるプロセスをちゃんと追

っているjiJIヲヒというのカ?ないね.

f)~らが'Itl;111でやったこと，あれは主として小j、4

11の仕事て1ーが， '11111:のイメージというのは必ず

しも明快ではないけれども，近1l1:i(Jなものが成虫

するプロセスについては， ム)必あとづけることが

でちたような丸がしますけどね. しかし， それが

珍げにまでというと， それはまったく;ji)rしい加のテ

ーマになるだろうし， これはまたものすごくたい

へんな仕事だね.

布野 lI~nHJのスケーノレが長いというのは L 、し、んで

すけれども，われわれが生きている IIIJに，資料を

11ミ牟めたり集積したりとか， そういう心配りという

のは，雌史家として，次/11:代への義務としてある

んじゃないですか.

稲垣 それは当然あります.

編集 話は尽きませんが今 11はこのへんで，どう

も長し汁時1mあ 1)カ?とうごさいました.



研究者に聞く一一一②

1982年度劫成研究

「甫街化調整援域

における

住宅スブロールの
生メカニズムに

関する調査研究*J

者?めぐって

Il'.尚一一

佐藤圭二(1j';tlik';':Ji}j制)

補出益郎(大[jiJT業大NN;rlll

聞き手

前田

* 

尚美(;:蚊111浦添it会副Jt委H)

必ずしも尖f握力q~l らかとはい凡ない íi J11iイヒJ訓

怒区域における宅地化災態とその発ltメカニ

ズムを， 品別手 [;<:j~xの若山 tj{ヒが:fíしい Trtiと，

者11THイヒの私u支が小さい Adiの2つのモテ。ノレT!i

の比較訓ß'i を ìilí して1I)jらかにした，:ili交r)J;.~業

地域土地利)IJ研究委it会による問先.

住宅延:築研究所総No.10J好救

前回 引行者Ilr!i言"fi1ili去が施行されるようになって

から 10ilと余の JJUがたち， Hi ljJ支それ [~I 体の欠陥も

いろいろ指摘され，実態としても宅地の官M17カ?そ

ういう i:tHiljJ支を采 1)越えて進んでしまった.そこ

てて、， ì詰1去~H市H却}目山|

きやならない.

いんいろなJi々 の研究があるなかで r近郊農業

地域土地利!日間究会J，佐総さんと iml!1さんたちの

研究は，者I¥rliイヒ・ ddilidヒの実態をよく fZ坦nされた

うえて¥住宅建築による i!i街化[gj起を研究され

た. ~;HiIIi をするというのはたいへんク亡ネしなことで、

すが，9¥:ネしをiliUみずにあえていうならば，第一に

i也J:jJX言j今mIjの研究の1'I'i去カ'jEしいというところにあ

ると思う.第二には，二L:地サイドだけみるのでは

なくて，農業サイドからもみる.つまり，日本の

者Ill!i，特に居住のlln艇を包目的につかまえようと

されている点でしょう.こういう発泡!のとっかか

りはどう fごったのですか.

佐藤 もともと私は住宅lln組を勉強し，都心部や

インナーシティの再開発関連の研究をしておりま

した. しかし市街地のなかでの再開発はあまり進

まなくて，むしろ郊外化が進んでし、<.特に名市

躍の都市1'&11.1-，公共交通が剥し郊外へ都市がス

プローノレする. この引象はマイカーに頼らざ、るを

えないという lllHlliを構造的にもっています. それ

がある|出りていは再!初発は，だん7ごん後1111しになっ

てくる.既成市街地の問題のみならず，外(郊外

や近郊農村地域)が気になってしかたがないとい

う4犬i)1'.ヵ?あったわけで、す.

昭和50年，国土庁の1:1:斗4て、、名古!県大都市闘の住

宅環境問題について作業したときに，市街化調怒

区域の線引きの効果があやしいということに気づ

きました. もう一つは，名古!芸者IITli!裁の開発の特

徴である区画笠:HHの調査です.“名古屋砂漠"とい

われているように，広大な宅地開発が行なわれた

のに，いっこうに家が建っていないことは誰しも

疑問に思っていたと思います.私はこうした現象

におlして，区画整理がなされることで¥住宅需要

13 



10096 50 。
つまりと供給のうえでどういう影響があるのか，

件数
住宅政策上の効果を知りたいと忠って，区画整理

lio獄
この時地区での住宅供給実態調査を始めました.

共同研究がはじまにちょうど浦山さんに出会い，

ったわけでやす.
件数

53年度から 1-2年十それからもうひとつは，

ffrr fli らいかかって，尾張西部の津島市の総合計画のお

そ

の

他

駐

車

場

分立i手伝いをすることになって，尾張西部の調整区域

ていのピノレドアップの多い都市にさわることができ
家望完

いろいろな方の話を伺ったりそのとき，ました.

図 1できて，尾張西部での「線引き」のしかたに問題が

つあるのかなとか，地域での特殊な農業の問題，
50 O 

そこが農業的にどまり水聞を J:jl心にした地域て二

{ij数日
ハ
川
〕

展望をもう再生していくかいづ課題に対して，

{...... .♂;:11 あるいは，“津ちきれないていいる状j兄があるとか，

100% 

ll ijj;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;;;;;:;:jjj;:;:;;;:;:!| 

川|阪222後援忽後援~>JI

riii h'i 

という人たちの個性とかにふれることが島iTH人"

できました.
O 

この作業が今位!の調査研究に対する

ドj:，数旧
日
川
]

多くのj~~型:守した

区画整理をマスター論文から

そiJf'そ t2 念
の!!lの業 w
他伎他施資
の宅の設材
G 主主 [円
宅築 湯

件数・萄穣別農地転用目的構成(許可)

問題意識や仮説設定のうえに

illi LUさんは，

と，¥11，，、ます

前田

区間i整理名古屋は，やっておられるようですが，

都市計画法34条該当事業の構成比

(3， 7， 8 'i}をi徐()

図 2…般的には区画i整理カTyaiんなまちなんですよね.

たいへんfごったとっつきにくくて，というのは、

そういう区画整理!のディテ名古屋だけは，よね.でしょう.よく興味をもってやっておられますね.

ーノレの部分での，適切な表現ではないかも知れまあまり*fllかくはわかっていませんけれども，浦山

いい而と惑いせんが，職人さんがいっぱいいて，その区画整理という子法，制度がもっ欠陥とか，

名古その人たちが，函と両方あるんだけれども，空間計画上の問題は後発研究となるのでそれから

屋の地域のなかで区画整理はまちづくりの手法だまち全では区画怒号Rをやった結果，一歩離れて，

よという言い方守，戦前からず、っとしてきた実績区画整理をやったけれEも，f本がどうなるのか，

があるんですね.そこに人が住まずにまた外lこし、っちゃうというよ

今回の研究は，調整毘域のなかのピノレドアップ，いったい住宅地の基盤づくりとうな現実えがあり，

Ar行

について区画整理がされていましたか.

区画整理l主主として市街化区域内ですから，

市街化を調査されている.調査対象の T市，して区画整理って何だったのかというような，都

1'11・住宅政策としての問題意識から出発しました.

前田 区画整理というのは，実務上の工夫が許さ 佐藤

この T.A2つのモデル市の区画整理Rの有無はそ名古屋は名古fごから，れる事業法制度なのです.

ただ結果論として，れほど意識しませんでした.たとえば宅屋，東京は東京のやり方があります.

「調整区域での市街化のコントローノレが弱い T市

一定のコントロールは毘l画整理をやっておらず，

その計算の

“愛知方式"なんでいうのがあるんです

地の評価換えをしたりするときにも，

方j去は，
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カすてきている A市は行なっている， というように

2つの市の計画力の去はそのまま mていたといえ

そうです. この討がiiJJの差は，スプロールの条件，

あるいはJ長業側の条i!l:の差てゃあるわけですから，

それを言司べたわけです. Trlîのほうは，農業(I~J な

展望はなかなかiHられない. A rliのほうは，地域

の農業開発の始発aが比較的浅く r"本のデンマ

ーク」といわれてきましたがず川、まちです. まだ

曜日lえれる-，，)能性がある. ヴ)， 工業(I~J な条件を兄

ますと， Trliのほうは繊維産業， Arlî は lil 動 }I (j{í~

業ということで¥かなり力が違うんですね. そう

いう背景があって，そこに張りつく ;jJ要とCMf:サ

イドの条件というのはいろいろな1Mで対照的にな

っています.

歴史的特性に求めた

住民気質と土地観

前田 辺研究所に '(:IÆ1-~1: していただいた「位三七スプ

ロールの発生メカニズム」という研究の，農業サ

イドからみて者I¥rliイヒはどうだったのかというねU，I，(、

は， H本の都市lliJ起をf考えるときに，たいへん参

考になる怠兄を大)]Jlにおっしゃっていると，El、いま

す. “iltおiiH人"t.ごとか， その 'ilt，r.:)i街人"を子育

てた尾伝子H部. 11本の近代化の Il}jifiの11、'dにから

の子 L業，織物業， そして白動q(保業へと発)反す

るなかで， tE民が 1--地のfilliil!:(観を変えていったと

いうところが，物語調でもあり，読みやすかった.

1主張の地方というのは， li戎IEI時代から信長や，秀

71jカf守十ってきた)主張史的な u也tfりて、¥ そんな片長もとを

イメージしたときに，引代のlliJ組合考える研究に

)手みがついてくるね.研究論文としては蛇足の部

分だけれども.だし、たい研究論文というのは，蛇

i止のところがおもしろいことがよくある.学会の

得Tti命;火;なんてし、うのは，蛇)止は切りなさいとし、

うことになるので¥ その 1~と5t.も切らないというの

は， こういう機関での研究制作のおもしろいとこ

ろなんて、すね. この報告は， それまでやのいろいろ

な:許桔をじようずに使っておられるし，ほどよい

大)引さがあって，研究者のロマンを感じさせる立

日正なliJl'')¥:tごと，Eいましたよ.

浦山 ifJlJJ主的に市街化カ"ijJllifJlJされている剥終区域

て¥いったし、だれがrli街化を進めているのかに‘犯

人"はたーれなのか， というi義品?をしたんでやすね.

IIi街化を進める力として宅地供給をする主体lム

民家， j:也'1:て。すから，民家という ililiJ. もうーーつ 1;1:，

liUIJ)Jというか産業が換起する住宅需要の!問題で

す. さらに， この研究対象I也域てやおもしろい}，l，(は，

よ也 ì:JÇi'，i と ~;Îrj~~:1併のII¥Jをうろうろする人がし、たこと

ですよね. JL~I1:jJLÎ 古 1\の繊維注業i立J Jiliで;…It IIt-!j 出入と

いう話がありましたけれども，繊維業者というの

は存ちぶれたり発展する過程て二ずし、ぶん1:地

主:lfx.りリiきしているんですね.て¥不重JJj[iU長(1サな

融A:WI!iJJEflがし、るようなんです. そういう人たちカf

案外うまいことをやっていることは，民会民が本主K

的な農業ll:i主て、、食うのではなくて，機会さえあれ

ば，民地を資産的にうまく;五sJIJしたほうがし、 L、ぞ

という立高主に変えていったのではないか. そうい

うふうな!BH辺守設定しまして，不重iJJ広屋の司M:1iと

か地.t1.x，m業の展開過程I:の務HJI.などをこのなかでや

ったんですね.

また，犯人採しのずiてやすが，農家が犯人かどう

かというIllHlliは，場合によっては違うのではない

か， J'fluj I1な農家もいるはずではないか，てやは，

もっと農業を真剣にやっているところと比べてみ

ようと考えて， トヨタ白星JFFのある県Illiliの日i辺

に }~!J:業 (I~J 土地平IJ)11 カ市しれていな L 、:till.t!.xがあるんで

すね. てやは， íìlJて、、そんな品ミのある i也.t1&て"'IPJ;~引がj

L地平IJJ!lが保全されているのか，土地平IJ)IJの秩序

を守ろうとする力はがIJなのか， ということもIlJJら

かにすべきじゃないかというようなことで¥三!出

話じゃないですけれども r近郊農業(の条件)J 

と「地域の産業(住宅信喪) J と「ィ、illJ.成;業者」

というようなことを調子正していったわけです.

佐藤 どうしても凶部地域では引干J'.の1;)1-1;.えだけてや

立見iリlできないことカ?でてきます.カTんとして行正文

のいうことを聞かない， {I，¥I人主義(利己的でもあ
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!日について 111央が少し微に人り出111にわたってきめの強い土地十Iliというのはスプロールを起す一ーる)

;faぎているところカ?あるのでーはないでしょうか.アそれは実証しようにも，つの条件なんですが，

いまプラスそういうことだ、と j目、うんてす.浦山おそらくiI'lてこないもンケート訊l究をやっても，

そういうふうに微に入り *111に入り設定のWjてやは，それをどうやって説fト力をもたせのなんですね.

しかしマイナスL}えができない.してあるから，それを!係もとに;)とめたといて=iti:くかというときに，

大いにつ也方性のほうでは，うこと fごと思いますね.

ある imHi，~区域の民家の人がねじ込んできですね.みんな尾張関部地域での住民気質というのは，

「おれのところをなんとかしてくれJfなんとて，今後そこをうま. [J[':オオカミなんて、す.t.ごから，

かしましょう J，そういう訴があるんですね.このこくまとめて地域の計耐をなてるとすれば，

そういうマイナスの方向iてれの融j並性がだから，さらにそのー|広オオカミの述と ~1、11 ったうえで\

というさかないようにむしろすべきでやはないか，よしやろうかという気持にさせる1¥1に対しでも，

ような十121奈主円て、、もあるので、す. ，lIIiJ1!~1メ;ゐ&1人j とい提案がないと，まだむずかしいよ，という結果カinf
)

児休(I(Jにつでも←刊史的には開発tJtililJIま厳しいが，て、、すたことになるのじゃなかろうかと思います.

は例外規定等があり，完全には手IJ)IJ規制がfえばなそういうTfliではこの路史的記述の部分は抜から，

既存宅J也)がたくさんありま

す. このようなI-..t也は，なるべく IFJ:i'M Il!}; ):IJ 地[)<)~l(

の青色と煉炭の穴にA'II，I'Iする主務[;{域へ{十分けず

し、 Utk(I{.日以iιl.t也，かせないてれすね.

規制強化策としての

煉炭型市街化区域の提案
そうすると，る必要があるのではないでしょうか.

倒VJミのイメージもはっきりするんてやしょう.ところで¥研究の結果から提案が述べられ前関

ねじ込みさえすればなんとかな地主サイドに，ていますが，法制度によってのみ計画迎合性~J!+J

というようなマイナスブJ向の制tjrnぞ1:をなるるよ，どうしてもjIIII-....(I( Jな発i!i'するということでやすと，

穴のそれとの引きfキえて二べくなくしていこう.尚一(1守な発想ではまずい氾lになりカ?ちなんて申す.

:tkいたところでは一定の水当立を係当呆するようなしぞということが指摘されながら，最後の提案では，

ぱりそかけ，“煉ì~" の冗の設定やその市街化の水ITlII--(19な1M!立のなかでの改変という提案もあるよ

I也ブf]"燃は地域の実Wtに合せられるようにすれば，たとえば“煉mlf~!" の提案.うに思うんですよ.

独自の線引きのあり方に近づくのではないでしょ穴を抜きなヨ~i]~H~，区域でrlî11f化しているところは，

“煉炭型"が同 I~ の提案は緩和策ではなく，うか.さいということだよね.研究委員会て二煉fえとい

むしろ規制強イヒ策なんですね.穴があいているところが煉炭なのに， {ftうのは，

f穴抜き

調整区域J

調1を区域
穴が5~i まっているところが煉炭

だね(笑)，という話がありましたよ.

iI隊さんたちのは，

近郊民業地域

京
総
山
灰
型
市
街
化
区
域
』

これは農業サイド

の視点になるので，!l!J:J也て、‘なくなっている， J~!J:J:也

訟はさ区域に入りますと，佐藤

ちょっとこじつという JA骨平てやす.カTあいている，

その

(笑). 

都市計画法の運用でも地方自治体が，

趣旨を芳H解したうえで，地域的な変化に応じて，

けですけれども

前田

在sili1白域

線引きのあり方のイメージ図-3

その地方自治体がその地方自治の趣旨にI!IJっておIJ

定;した対策をたてればし寸、ので¥都市計画j去の述
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地域の創意によるべき

地域の生活空間づくち

佐 藤 おそらく，大都市は夕、、メですけれども，刷

辺の小さなIlilll]"1';]では，いま催-秀な行政職f'!は地

域のことを非常によくう;11っていて，かなり総合的

な十巴ni1をしていると思うんです.たとえばA市の

ほうは，白動}Ví!{~業が!I 'I てきてみんながそこへ勤

めて，農業は兼業になって， そしてみんながその

地域へ張りついて子弟も !l'1ていかない.当然分家

もどこかにという I活カtHIJてきて， どんどん人 !lカf

ふえてくる. そういう構造が産業構造としてあり，

人 11，家族の構成に，ずっと反映しているという

ことは知っていると，忠うんで守すね.知lっているけ

れども ，iよ律はこうだということで¥土J也利用の

19B:躍に関しても先のことを考えることを止めてし

まっているのじゃないか. そこで"iiJrしく提案して

IJl~犬を突き f波る力がない. もしその人をJJJjJ;まして

あげたならば， どうすればし、 L、か考-えていくだろ

うと思うんですね.そのへんが残念と L、L、ますか，

そのへんの仕組みが，者lil11計Illili去の誌でいえば，

同会的にきめ過ぎている. fiiJか地域の能力と L、し、

ますか，地域空Il¥JをIjlil1えしたり管理する能力を低

めに抑えている作用をしているのじゃないか， と

いう感じがしますね.

前回 その結果ーとして，違反建築が多いのと河じ

ように， I~~l発違反がたくさんあって，佐藤さんは，

違反と ij!U去と脱H~的なのといろいろ分けて，実態

を書長男nしている.

佐藤 それと規制を緩めてしまうのと表校だと思

うんですね.言I'iflilする力がない 潜在的にはあ

っても，法律とかいろし、ろな関係て¥な L、一ーと

すると，規HilJを緩めてしまう.それでかえって悪

くなる. そうするとこんどは， lRていも l王lでも，あ

そこは能力がないからもっと j去律てしばらなきゃ

いかんという日古になってくるのじゃなかろうか，

という気がしているわけです.行政職員を含む都

市計画家なりわれわれのような研究者がそれを明

らかにして，それをみんなに知らせるということ

も， ーつの可能性であるし，重要なことだと思い

ます. どんな形にしろ， そのことを理解した人が

動ける条件をつくることです.地域の住民でも地

域の農民でも，だれが先に?につでもし火、だろうと

夜、は思うんですね. その人がヲ!っ張ることによっ

て，地i点ヵヘその地域のことを総合的に考えるこ

とができ，主主主引がjにはそれは L、L、といってf主民が

展望をもちうる， そういう状況が必要なんだろう

と思いますね.

前聞 これは建築の場合でも同じでしょう.地域

の生活空1l¥Jづくりはやっぱり人の問題て二“人は石

垣"ということでしょう 佐藤さんはたぶん，行

政にすぐれた人がし、てもよし，農民のなかでそう

いう人がし、てもよし，あるいは，都市計耐家て、運

動なやる人がし、たら， それでもよしと・・・・・¥

都市と建築の行政は，都市計画j去が施行された

昭和145年からさめ車Il!かに制度イとされ，いますぐ制

!主を車妥めるとマイナスの匝iばかりしか出てこない.

都市住民が住宅を建てられないのは，土地がない，

宅地がなし¥宅地の供給念遅らせているのは，不

労所得をJtJH守する農民だという I悪の構図」をイ

メージしやすいわけでやす.

これからあと， どんな点に研究|二の関心、ヵTある

のかというところを両市していたfごけますか.

;高山 課題が二つあってつはここで“煉炭"

型の提案をしましたが，それがし、ったいどういう

ものかをもうちょっと詰めなきゃいけないという

こと. もう…つは，会の名riijが「近郊農業地域土

地利別委員会」のように，農業地域がメインの対

象なんですが，都市近郊の調整区域ということで

は，林地の1m題もあります.者liTlj近郊の調整区域

がどうなりつつあって，将米的には，どうなるべ

きなのかを研ヲ主しないといけないと思うんでやす.

佐藤 方法論的には，その地域の歴史を調べたり，

経済の構造を調べたり，雇用構造を調べたりしな

がら，地域の特徴をつかんでし、くというのが好き

なんですね. そういうのが，さっきの尾5長西部の
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雌もとにも結びついたわけです L， 自動車版業のfl!i

城村ii立をちょっと勉強していたのがAdiの場合は

ヒントになり， .t也 j.Í'~の{主宅 i1tr'?J.(に結びついたとい

うことですが， もう少しこうしたJii.去論で地域の

研究をi楽めたいなという気持があります.そうし

ますと，その地域の住宅なり宅地なりの記~につ

いて，かなり 1"1{立をもっていえるようになるのじ

ゃないかというふうに考えています.

前回 調~.ii?:[.3:域でまま子扱いて建てられている住

宅は，ストックの質としてはどうなのでしょう.

浦山 さまざまですねj:也元;詰要で発生した住宅

li，わりとし寸、ですね.広域出張からくるものは，

裂するに建売りなんてす.都市のミニ開発といわ

れるものよりは多少し、 L、かもしれないけれども，

蚊地規模からいうと， 120-130平米ぐらいの大き

さで¥ その問辺と比べると，あまりし、 L、という!ii.";;

じはしません.だから，いずれ誠務区域の集必も，

再開発の1I!i三期jがくるのではないかなという気カfす

るんですね.住宅も過訟で道路は狭い，入 1)組ん

でし、るわという~犬ìJtて二

前田 市街化[?<)S>xに比べて相対的に地{illiが低いと

いうメワットを， ftl!. j乙 'I:ÎI}~~-お li 干IJIH しているけれ

ども，広域~;Î/iWで発'1: した上必ず?には， 1~ いきって

いないわけでれすね.

;溝山 業者は I~I 分の利益立としては使って， ';^-A~:~-ft. 

は 1~っていない.

前回 そういうメカニズムがあるわけですね.

学校教育の中で何が可能か

前回 皆さんのご制究は，お二人の大学教741のう

えではどういう反11央がありますか.

;甫山 講義という教育ては，ここまではできない

ので，卒業研究のレベルてっそ1(:の訪れと才打に訊l

べたりしていくなかで一一彼らの多くはハウジン

グメーカーとかゼオ、コンにいくわけですね一一一.

そのときに，こんなむちゃなことやって L火、のか，

というのを治討に考えながらやっている .t.ごから，

数は少ないですけれども，実践的な教育をしてい

18 

るんじゃないかという会iはしています.

前回 日本の宅地供給の仕組みが学生に分るかな.

浦山 たいへんむずかしいI:lJ起ですね.

佐藤 講義のなかて¥これだけにMII寺lilJもかけれ

ばこうした研究成果ぞ話せますが， そうはいきま

せんね.担、は紛!ワlきi1il11主の話をしてから，てはど

ういうが~jliIJ があるかということを，都ili 言 lïllÎ1 ì去の

29条， 34条， 43条，のあたりはプザントして配っ

ておきまして，…ー!が説明するんですけれども.抜

け道だけわかられたら，ちょっし Fj;[っちゃうわ

けですけど.ただ総!かく共付河内にう〉かることは I~~

難だろうと足、います.

もう一つ，恭本的に大切なのは~~;:ゾl:が都市のIlll

j出，地域の [llB出を考えてく ~1 ることだと教えてい

ます.たまたま都市計州の11初日!ということで， と

もかくどれだけ考えるかその機会ぞっくろうとい

うことで，最近やっているのは，.iWlllJの切り抜き

を 1:ih¥1IHJに 1つの記事て¥、 L、から 1つてない

と夜、が全員にコメン卜てーきませんので一一一記苦手の

tJ{介とその評論を L、た「かわらJi反」をつくって

くれといって 1i~ iJ'，させています. JJに 11111，4迎

か 5:ih¥1分ずつ全学よl:の分が集まってくる.たいへ

んでPすけれども，ポイントをつかんて二 ともかく

コメントしています 'I~Ç公庁関係がフ。ロジ、エクト

を発表したとか，あるいは公I，jlがどこどこで何を

やっているとか，官庁|封jの ~~-w きブjカ?旨いですから，

みんなコロッとイカレて rすLf'らしいけっこう

な計j尚だ」になってしまうわけですね主にもの

すごくひねくれて批判する学よ1:カ礼、るんですカえ

それは少し戻さなきゃいけないのもある.

lうう〉としては，講義よりもそっちのほうがし、い

んじゃないかというふうに忠っています(笑).

前閉 それはおもしろいし，そういうものをさば

くためには，こういう研'先に子をU，ミめていないと，

~:;::n:がIlfJ くわけないと思うね.

楽しんで研究され，研究が教育に生かされてい

ることが分りました.十号さんどうも長時間ありが

とうございました.



第 4回住宅建築シンポジウム一一1984・7/7

「木造住宅の購法と生産Jをテーマに開催
レポート口太田 邦夫東洋大戸T7

今年で第 41司めを迎えた恒例の住宅建築研究所主

催の住宅建築シンポジウムは， 1984年 7月7日，

テーマを「木造住宅の構法と生産」と題し，東京

大学工学部11号館大講堂に満席の聴講者を集めて

盛大に行われた.

~1証野勉所長の挨拶，内問祥哉氏(東京大学工学

部)，による開催趣旨の説明につづいてj木造住宅

の生産組織」と題し古川修氏(京都大学工学部)，

次に筆者・太閉邦夫(東洋大学工学部)による「世

界の木造構法からみた日本の住居の特色」の講演

二つが行われた.昼の休憩後 r気仙大工の調査ー

から見た日本の木造」に関して上杉啓氏(東洋大

学工学部)の講演があり， そのあと内田祥哉氏の

司会て¥当日の主題である木造住宅の構法と生産

に関する討論が活発に続けられ， その余韻は予定

時間を超えて，閉会後に行われた参加者Li:ぽ全員

による懇親会の会場まで持ち込まれたほどであっ

た.聴講者は，住宅の構法や生成に関連するさま

ざまな領域の研究者だけでなく，住宅の暦史や意

匠に興味のある若手デザ、イナーや学生も多し木

造住宅に情熱を傾ける J:I~ ノj、工務時の経営者や技術

者に加えて，はるばる岩手から気11/1大工の人達が

直接参加していたことも，会場の雰1ft!気を掠り i二

け、る一回となった.

現在の住宅建築の流れのなかで¥ややもすると

水造の在来構法をプレハブと対置する考えが強い

ことを是正し， 日本の在米構j去は日本の伝統的構

j去を現代化し工業化して L、く過程でとらえ直す必

要性を論じられたのは，当日の司会内問祥哉氏で

あったし，今回のシンポジウムのために，日本の

在来構法の特質を見事に分析された長大の論文を

執筆されていたので，シンポジウムの話題の焦点

は，すぐさま古川修氏の提起した木造住宅の生産

組織が今日かかえている諸問題に，スムーズに移

ることになった.

「篤工家」が育つ状況づくりを

古川氏がかかげられたいくつかの点，すなわち，

現在の木造在来構j去による住宅が，価格競争面だ

けでなく，市場の需要喜子描むことで立ち遅れてい

ること，二番目は，在来構j去の住宅供給組織はそ

のいず、れをとっても一貫した管理体制がなく，ル

ーズて、オーフ。ンなシステムにネ刊設カすわること， そ

してこの管理のいき周かない体質は，ただ大工棟

梁をr:1~心とした熟練技能型の管理てや補われている

にすぎない， という以 tの三点は， 日本の住宅生

産を在来構j去の良き理解者という立場てや観察した

場合に， もっとも適切で、， そのためによけい心配

になる十旨摘ばかりてーあった.

伝統的にすくやれた木造の技術や技能が衰退して

いく時勢にあって，その~-jJてよい住宅を建てる

組織をどう整えるかという要請に対しては，古川

氏が講演で用いられた「篤工家」という概念はひじ

ように興味i楽し後半の討論の際にも，問題の所

在をわかり易く示すひとつのキーワードになった

と思う r自分も農業主ナ・生懸命やりたい」という
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/1:より司会のi人JIIIfY'技氏，つづいてパヰラーの計I川11弘太111邦夫， 1""杉符の伴氏.

「篤農家」が一つの村には何人もいるように，住宅

建築という分野てやそのような百的意識を持った大

工・職人が，これから残り，逆に育つような状況

が右IJれないだろうかという話である.篤工家が育

つためには， f皮らの技予時や技能， 'I~Jl析力ぞ評fiHi し，

生活を支える社会的な背景がなくてはならない.

そのためには篤工家といえないまでも大工・職人

それに設計家をも合めた技術・技能の伝承が問題

となるので，古川氏が最後に提案された在米構法

の地域性と，その評価の方j去をめぐって，次の議

i災の内容がさらに活きてくる1:1:紐みとなった.

気仙大工の技術の伝承

とりわけ，午後に報告された岩手県気仙郡の伝統

的な木造住宅の建設技術に関する調査Ct.杉砕氏)

は，現在でも地域によっては大工の個性的な仕事

を尊重する社会が健在し，それによって貴重な技

術や技能が保存されていることを示すもので，非

常に心強いものであった.気1111の風土が，決して

豊かな天然資源と経済力に恵まれているわけでは

ないのに，このような大工技術が温存されたのは，

かえって大工たちが進んで東北から関東， そして

一時は海外まてやIHf:家ぎに行ったからという理由も

おもしろい.出稼ぎ先てやの種々の仕事を通じて技

能の向上と新しい技術の習得がもたらされ，それ

をひっさげて故郷の建築で名を挙げたいという大

工の気概や司的意識が生まれたものという説明石?

きくと，まだこのような大工，職人の集団はよそ
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の地域に残っていないのか，熱心な篤工家はいな

いのかという気持になるほど，今てやはまれなケー

スと思えてくる.

気1111大工の伝統のユニークさは，一般の造作の

ほか，欄間や戸袋の彫刻や建具の制作な E微妙な

感覚を必要とする簡所まで彼等の仕事が広〈及ん

でいることで¥それは 1::杉氏がf与されたたくさん

のスライドでよく理解できた.気仙大工が技術の

極点として目指したものが社寺建築であったがた

めに，小さな地域集団ではそのfI宛の振い織も限ら

れ，やがて民間の木造住宅の装飾性の強い部分に

その技術が発揮されるようになったのだろう.た

だい木造特有の構造的な配慮については，上杉

氏のもうひとつの興味ある報告であった大工と木

挽との関係にみられるように，この地域の在米構

i去の特徴はその自然環境と地域産材の影響がより

強いものと思われる r家の大きさをナ言えば， きっ

ちりとってよこす木挽が最!二だった」といわれた

だけの大工と木挽の分業関係があったからには，

おそらく気11lJ大工ほどは出接ぎに行かなかったで

あろう木挽の技術が， どう保存されてきたか知る

のもまた必要で，これからの調査に期待したい.

木造構法をグ、ローパJV~ことらえる

このような地域的背景と木造構法が発達する背景

をグローパノレにとらえ，主として，屋根の架構と

デザ、インをスライドで説明しながら， 日本の住居

の特色を考えようというのが， もう一つの世界の



木造構j去に関する報告(太田邦夫)であった. 日本

の木造建築の素H青らしさは，社寺建築やヒ層階級

の住宅その他で仕事の正確さとその美的感覚が評

価されやすいが，木材の特質を知りつくした上に，

居住空間を合理的に創り出す構築的な配慮や，建

てやすいように細工を施す構法上の判断について

は， まだあまり諸外国の例と比i!i交して話がされる

機会がなかった.

こうして外国の例をつづけて見てみると，住宅

を地域の生態系のなかで最も合哩的に建てる技術

と， それを支える価値の基準等は世界の諸地域に

多様にあるのに，こと木造に関しては，たがL、に

同じような判l析のもとで干茸法が決められていく部

分が非常に多いことがわかる.屋根の小屋組みの

方法も，校倉の発想、や筋違の利用法も，みな自然

のj君、恵を有効に住生活に活かそうという点て、、世界

共通なのだろう.スライドのあと気仙の大工さん

達に，東ヨーロッパにあれだけ校倉の木造がある

のをはじめて知ったがその理由がよくわかったと

言われて，意を強くしたのである. この人達が持

っている柱や梁ぞ意の如く組む技術は，そのかん

なやのみのさばき方と伺様，いやそれ以上に人類

共通の伝統的な木造構法の技術として世界に紹介

すべき日が来ているように思えてならない.会場

にはフランスの研究者も顔をみせたが，欧米の人

達がし、ま日本の木造構i去に注目していることをよ

り多くの日本人が自覚し，また誇りにしてもらい

たいもので守ある.

京大仁学部l1)}ftu大講!なを埋めた総識者.

今後への課題

三人の講演後の討論は，先にあげた篤工家の話か

ら構法技術や大工技能の伝示の方法，構法や生産

組織がどうこれから変っていくかなど，いくつか

の重要な問題について， I有田祥哉氏の要点を的確

に述べられながらの名司会によって，時間いっぱ

い熱心に続けられた.なにせ講演の内容が三者三

様であっただけに，討論の結論めいたものは求め

ようがなかったが， それはそれで内容はかなり興

味i架かった.

今回のシンポジウムを契機として， 日本の木造

住宅， とくに在来構i去のおかれている状況を，自

然と人間社会との二つの背景のなかで¥ある地域

とそれを包む全体，世界の動向lとの関係，即ち空

間軸でとらえる必要を感じとられる人が多くなっ

たことは事実であろう.出来得ればこれらの木造

構法と生産の関係を歴史的にとらえて， 11寺問・空

部両軸にわたって日本の木造住宅の将米を立体的

に論じれば，より完壁な解答に近づくものと思わ

れる.このテーマはこれで終ることなし見方を

かえながらまた次のシンポジウムへおおきく発展

されることは間違いないし，これは新住宅普及会

住宅建築研究所ならではのテーマなのだと感心も

し，また期待するところ大なのであった.

(おおた・くにお)
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会議室(セミナ一室).
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新住宅普及会ビル竣工

昨年 5H者工した自社ピノレは，工Jtlj

6かIiを絞て，公る 11月一ヒ匂竣工い

たしました.当会の創立記念日 lUJ

6日には竣工式および披露袋を行い，

多くの参会者の方々からいろいろと

t't左手をいただきました.

この建物は RC造 2附建(約220

坪)，北til!と，*，j棟をホーノレて、繋いだコ

の字主~~の平民iて， ~t悦:の 1 階に事務

局， 21併に研究所をおき，府機は 1

1併を会議室(セミナ-~)， 2mを1;;<1

72令室として初乃-t宇;のためにIlfJ放し，

干j労'1(こ利則していただきたいと考え

ています.

* 
設iil施ーr.一一治水建設

設計担当:秋元和雄次長(現在デザイ

ンセンタ一向はと)， '1'村 iE Jl\i，~l1-!:

fl{{干1159il'-l1JJ竣工

敷地i財政一一719.736m'

建築iI!i.f!'i--405.806m'

延WilIi;fu一一735.848m'

会議室(セミナ -"i~)一一一80 目 6m'

(tJLiltfuの状態で42人まで';fIJJlJ可能)

i百1131気 97.5m'

I ~皆

平面図 1/500 
。
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