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客家の円形 土 楼 一 中 国 ・ 福 建 省 に民居を訪ねて

茂 木計一郎

中国の福建・広東・江商省境地域には，古くから客家族が多く移り住んでいる.その円

形・方形土楼は，一度見たいと思いながらも，外国人が立ち入ることができない幻の民

局だった.今年の春ようやく，福建省永定県にそれを訪ねることができた.度門・iJ~t1~ト!

と数時間パスに揺られて越えたUl幸から，初めて円形二1:楼をとらえた.見下ろした谷間に，

あたかも UFOが着陸したかのように円い環が浮いている光景は驚きだった.そそり立

つ厚い生二iこの壁に鑑かに小さい窓が開けられている様相は，正に城塞である.

客家(ま，古い11寺代から質問中流域より南下し，この池方の山間部に先住者を避けて集

時的に定住した漢族である.団結心の強い大家族制をもって伝来の言語・習俗を保持し

てきたといわれる.そして絶え間ない闘争・差別が，このような集由防衛・労動のため

の巨大な土楼を構築させたのであろう.

IIff~-'の J'"J をくぐると，環形の内部は広く思ったより明るい.内径40-50メートルほど

の大きさをもっ木造 4階建の小室群と lill廊に取り囲まれる雰囲気には，異様な迫力があ

る. 200室ほどの個室， lill廊に{?む 300人ほどの視線は，穏やかだが不気味で、ある.内

環中央には，入仁iからの車111根!二に祖堂を奥にして共用の堂屋が連らなる.巨大な円形平

而とはいえ，1m合li完形式の中国住民構成の基本は踏襲されている. しかし異なるのは，

間辺の局室単位がすべて同等なことである.四合院における正房・脂房・倒産のような

使い分けのヒエラルキーは見られない.これだけの大家族を統率した家長には相当な権

力があったと思うが，その部屋がどこにあるか判らない.全く向型平等で、ある.

円形・方形土楼は防禦のために生まれ，風水という地点術によって位置・形状が決め

られたと忠われるが，その中の客家の共同生活は，どのような意識に碁づき営まれてい

たのであろうか.現在はもはや，大家族制は崩れ，独立した小家族が多く住みついてい

るに過ぎないが，以前は平等主義に基づく…種の共産的社会が形成されていたのであろ

うか.

客家の円形二ヒ楼にそのような空想、を託すのは，この地域に革命運動の土壌を知るから

である.太平天国の指導者・洪秀全は客家出身であり，その運動は客家農民に受容され

て大きくなった.その太平革命を熱心に研究していた中国紅軍が憲を動かしたのも，こ

のよ也域である. また，団結心が強く故郷を想、う情の篤い肇{喬の多くは，客家の人ぴとで

ある.

巨大な円形土楼がこのような人びとを生み出したというのは，大胆な飛躍で、あろうか.

(もぎ・けいいちろう)

tr.よ/山Uiまで水田は登る.なぜ水があるのか不思議.ち足立日舞い降りた円環が水にi映えて契機な光景をつくる.

左下/円環内には底光りする木質の濃密さが充満している.大家族が一点に集中して生活してきた不気味さが潔う.

写真=木寺安彦
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研究者に鹿く

木造 の比較研 から今 のλ

東ヨーロッパの住居における木造蛾の比較研究などるめぐって太盟 邦夫側♂大手間1j) kß~ 川|仰)

璽木造架構の出較研究への契機

安藤 太田先生のやっていらっしゃる研究は，木

造とは言っていますけれどパ居住文化研究〉とい

ったほうがいいくらいに，非常に広がりと深みを

もっている.広い意味で言うと人文科学的な研究，

文化現象として住居をとらえることは，すごく面

白いだけに，そこに埋没してしまう危険性ももっ

ている.一方で、，建築設計家としての太田邦夫と

いう立場で，実際に明日の設計にどう役立てるか

というところが必ずあると思うんですが，つい文

化の面白さに引っ張られてしまって，なかなか建

築を作る立場に戻ってこられないところがある.

しかし一方で，自分は建築を作る立場で見るんだ

ということを常に意識していないと，どこにいく

かわからないという危機感がある.そのあたりを，

今日の主題にしたいわけです.

太田先生が1976年に新住宅普及会から初めて，

「住居における木造架構の比較研究」を出されて

から，ちょうど10年で、すね. 10年ひと仕事といい

ますが，本当に大きな成果をあげられました.建

築設計家・太田邦夫が，なぜこういう研究を始め

たのか，その当時の心境に原点があったと思うの

で，まずそのあたりから伺いたいと思うんです.

太田邦夫

1935"1'. JlOj(ll:まれ.

太田 なぜこういう研究を始めたかということよ

りも，これからどうし寸建築，特に住宅を設計し

ていかなければいけないかが，当時の{業の故大の

問題だった.そのころの風潮としては，プレブア

プリケーションや高層住宅の問題が出ていたし，

僕自身も200-300戸の共同住宅を設計したりして

いた.だけど，最終的には，建築家は住まいの常

聞を白分の表現手段として設計していくべきだと，

その頃は思っていました.そして，まだ木j込には

表現の自由度があると思ったわけです.

そこで、，ちょっとf寺てよと忠、ったのは，あまり

にも木造だとか鉄筋コンクリートだとかブロック

造だとか，材料によって建て方が変わるという比

方に，僕らはとらわれ過ぎているのではないか，

ということでした.

僕も大学で建築史を教えているものですから，

外国の，特に西洋文化の流れの中で建築をとらえ

るということは，勉強していましたが，その111て、

木造を中心として眺め直してみると，ヨーロッパ

の伝統の中にも，僕らはもっと学ぶものがあるの

ではないか.ヨーロッパの木の文化史の中できえ

てみようという気になった.

僕はいろんなことに興味が多い人隠で，建築だ

けでなく芸fifij，歴史，民族にある程度の興味をも

東京大学工学部建築学科卒，東京大学教養'子::~i耳切J予を経てJlü'f大，'f:T学tm建築学科教絞

当研究所助成研究 <it尽における木造架携の比絞研究>(])， (2)， (3)をはじめ，絞けてこられた

「東ヨーロソパの住民における木造架憐の比較研究」で昭和60年度目木建築学会党を，)'<':'l't ， 

ぉ:者に〈ヨーロソパの木造住宅)(講談相 1985王J~) <日本のすまいの甘lil流 訂本~，~J刊火化の

tt訂正)(共



遷にひそむ原理をもとめて
附予:安藤 邦虞(筑波大学揃抑制)

っていました.そういう広い世界の中で建築をと

らえる見方は，先ほどおっしゃったように，ある

意味ではとても危険な考えであるわけですよね.

だけど，ブロとして建築をとらえる術は，構造的

に正しい発想と 3次元以上の空間を作るという文

化の継承のなかにこそあるべきであって，建築も

一つの文化的な現象のなかでとらえて，それをい

かに+蒔造の力学とか空間の作り方のシステムとか

方法とかで説明し，逆に文化一般の問題に興味の

ある人たちに語りかけていく，そういう姿勢があ

ってもいいのではないか.

実は，東南アジアに興I床があったということも，

ヨーロツノfとほとんど時期を同じうしておりまし

た.僕たちが勉強してきた西欧の近代建築の流れ

とは，本当に石や欽やコンク 1)ートを組み合わせ

ただけで，近代的な空間を作っていくことか，こ

うしたとらえ方だけでいいのか，ということもあ

りました.近代建築の思想、が日本に伝わってきた

経過に関しでも，あまりにもルートが単純すぎる.

パウハウスだけだとか，有機的建築の考え方だけ

とかで， レールがとても少なくて， もっといろん

な伝え方があったのではないかと思っていたもの

ですから，そういう意味で，ヨーロッパと日本と

の中関ゾーンを返して建築をとらえてみよう.そ

れにはまず木造を中心にとらえてみよう.それも

建築の構造のことは専門でないので，構法くらい

ならなんとか理解できるだろうし，建築設計家と

しての木造の扱い方にも直接役に立つだろう，と

いうことで始めたわけです.

安藤 居住文化の研究者ばかりでなく，設計者の

パナキュラーなものに対する自を開かせるという

意味で，たいへん刺激的な役割を果たされました

太田 いままで紹介されていないところはとても

興味があるし，みんなに見せてやろうという色気

がありますけれど，それを研究という枠組みの中

で位置づけるのには，正泣いって苦労しました.

1970年代から，建築以外で、いろいろな学際的な

研究が'~{控んになり，特に人類学や民族学の領域，

中でも京都・大阪を中心とする柔らかいもののと

らえ方，多元的なもののとらえ方に影響を受けた

んだけれど，そういう知らずうおらずの知識という

のが伏誠になっていると思いますね.

臨史でいえば第三lせ界の歴史をヨーロッパのEI

で見るのではなくて，アジア人とかイスラム人の

!=!で見る本が出てきて，そういうものを興味を持

って見ていたということで，建築もそちらのほう

から見てみょうかなという気になったわけで、すね.

安藤さんも東南アジアを研究されていますが，そ

安藤邦康

19，18'ド下'fJtN.!\l'l: ま ~L.

!L州芸術J:科大~7:IJ;I涜設計'予科!f.，東京大中主t築?科助手を総て筑波大学主J術学系J/1i t.ili.

建築'un. fNi法の分TI'の研究，特に H本やアジアの伝統(I'J1じ亡のノ1:ぷ技術の研究にとり組む.

抗:三HIニ《茅浮きの民俗学(はる ~I::W: 1983 '1三)など.
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の点どうですか.

安藤 僕がアジアに関心を持った動機は二つあり

まして，ひとつは日本の民家の延長としてアジア

のパナキュラーな住居に関心が広がっていたこと.

当時僕は日本の民家の1:1:1でも EI本の周縁部， il11 

縄だとか能設やi当)11郷とかに特に関心があって，

それらの地域の住宅の生産技術を調べていたわけ

ですが，南西日本はもちろん，北日本でも南方の

文化の影響は色濃いわけで，そういう南方的なも

のを追求してみたいという強い欲求がありました.

もうひとつは，太田先生も指摘されているように，

西欧近代文明一辺倒の風潮に抵抗がありましたし，

またその流れにある近代建築に完全に失望してい

たわけです.建築の新しい可能性をアジアの文化，

アジア的生産掠式に見出せるんじゃないかという

直観があったように思います.

しかし僕はどちらかというとまずものがあって，

やっているうちに，あれっと忠うと調べてみたり

という，あとから勉強するタイプなんで，東南ア

ジアの民家でも写真で感動し，実際行ってみて興

奮して，そのエネルギーで研究しているようなも

んです.いまのお話を開くと，太問先生はある程

度そういう素養，問題意識があって，第三世界の

あるいはいままで紹介されていないもの，という

ターゲットがあったということですか.

太白 そうでしょうね.生田勉さんの翻訳を通じ

てマンフォードなんか読んで、いて，生態系重視の

考え方というか，ヨーロッパの技術文明のゆくえ

に対して批判的な立場，そういう視点があること

は感じていたんで、す.ただ，研究の領域からいう

と，方法論も何もないし，相談する相手もいない

ポーランド南部ホオミワヴ村の校倉の築港

6 

L，困りましたね，研究になるのかどうか.

安藤 そこですよね.普通の研究者なら絶対子を

つけない領域ですよ.ヨーロッパの木造建築を日

本人がやったって，何年間かで論文を書かなけれ

ばだめとなると，絶対やらないですよね.太111先

生がいわゆる研究者でなかったというところが，

こういうことを可能にしたいちばん大きな安閑だ

と僕は思いますね.

太田 研究をしなければいけない立場というのは，

大学に勤めている限りあるのですが，このテーマ

をとって，自分としては絶対に損はしなし¥得る

ものがたくさんある，という計算はしました. ヨ

ーロッパをはじめ東南アジアも含めて，いL、主主築

というのがまだたくさんある.それを見出Iすこと，

そのために自分が元来抱いていた，長iJらないとこ

ろへの社会的，地理的，歴史的な興味がji151£され

るということ，それから，少なくとも言葉はよけ

い覚えるであろうとか(笑).それに加えて， もう

一度歴史や構j去を勉強し直すということもあった.

安藤 いま木造はある種のブームになっています

ね.いろんな背景があるわけだけれども，今から

10年前に現在の木造建築の状況をある程度予iWJさ

れていたということはあるわけですか.

太田 ある機会があって彰国社で、〈木造の詳細〉

の編集をお子ー伝いしたことが，だいぶ木造に士、jす

る考え方を変えました. このままではf云キ充的なh司

法とか，それに基づいて発展してきた在来構法が

失われてしまうだろう. 日本の森林の需要のカ

ブが再び1960年ごろに戻ってくるというか，森林

が回復し内地材の生産量が増えてくる，何とはな

しに木造の見直しが行なわれるであろうという子



想、は， 14-15年前にうすうす考えていました.

安藤 太田先生の論文を読みますと，必ずしも木

造を学んで、木造へ，ということではないと思うん

ですね.つまり，あらゆる現代の建築というのは，

極端にいうと，かなり木造の技術から発している.

必ずしも今木造がどうこうだからでなく，新しい

建築のあり方とか技術を考えるときには，木造の

技術というのがよりどころになるんだ，というよ

うなことを書ーかれている.

太面 構i去やデザインの問題を離れて，私が今い

ちばん大きな建築の基本的な疑問として感じてい

るのは，たとえばプリミティブな住宅建築がなぜ

丸い平面から四角い平面に変わったのかとか，そ

ういう根本からのとらえ方が，いままでの建築計

画にしても，陸、史にしても欠けていたと思うんで

すね.そういうかたちができてくる所以をみてみ

ると，デザインの問題以前に，材料とそれを組み

立てる構造なり構法が，人間の住み方からその背

景となる人間の考え方まで規制していたのじゃな

いか，こう思うわけですね.いま凶角い平面の建

築の優勢なときなんだけれども，こういうときは，

木材のようにi直線的な材料をどう扱うかというこ

とが，相当支配的ではないかと思うわけです.そ

ういう意味で，木造の発達の経過に興味がI:e，てき

たわけで，全部が木造ではなくて，当然土もそう

だと思います.僕の関心事は土と木でありまして，

そういう意味で，建築よりも土木にいったほうが

いいのじゃないかと思うんだけれども(笑l.

もう一つ，木材を組み立てるということ自体が，

建築以外に，人の一般的なものの考え方をどこま

で規制していくのか，どこまで影響を及ぽしてい

ソ遼邦ウクライナ共和国西部の民家

くのか，ということにも興味がありました. とい

うのは，いまでも僕は関学を教えているのですけ

れども，国学の根本というかな，空間をつくって，

それを二次元なり三次元の世界に投影していくと

いう，こういう方法論には建築的な考えがそうと

う5多華字してきている.そのなかには，キ泉材でもの

を組み立てるという考え方と，マスを積み重ねる

という考え方があって，それが入り乱れて一つの

空間の+梓成理論になっているのではないかという，

そういういろんな興味が一緒になっている.

盟校禽に屋根を見る

安藤校倉の研究を当初主にやられていましたね.

これは校倉にひかれたところがあったわけですか.

太田 いや，校倉に興味があったのではなくて，

実は屋根に興味があったんで、す.壁のっくり方に

対しては，はっきりいって，あまり興味がありま

せんでした.むしろ廃恨のっくり方に校倉の壁が

どういう影響を及ぼすかという点に，僕の研究は

まず第一歩がある.

安藤普通は，日本は“屋恨の建築"で，ヨーロ

ツパは“壁の建築1ヨーロッパに屋根の形態を求

めるというのは，非常に不思議な気もするのです

けれども，それはどういう発想ですか.

太田 ヨーロッパの住宅をみてみると，日本の近

世の住宅に比べて，とてもプランがぎこちない

自由なプランができない.それはどうしてだろう

か.その…つはやっぱり，壁が自民!な平面のかた

ちに積めないので、はないか.煉瓦の場合にはいろ

んなかたちの壁ができそうだけれども，どうして

四角い建物や長方形の建物が多いのだろうか，と

復元中の西ウクライナの民家
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いうところで考えてみると，そこに東ヨーロツノf

の校倉の建築とか，それと同じ比率でもってアル

プスに校倉の建築があったわけです.それでいて

何でああいうプランのところにいろんな屋根がの

るのだろうか， という興味なんです.

日本人としては，校倉の壌に多くのものを学ぼ

うというようなことは間違いだと思うんです.む

しろどういう自在な屋根が自分のほしいプランの

うえに架けられるかというのが，撲の建築家とし

ての一つの願いであって，そういう意味では，僕

は屋根をやってみようと思ったんです.そこで結

局校倉を扱わざるをえなくなったという話.

安藤 太田先生というと校倉，と忠う人が大半だ

と思うんですよね.

太田 そうかなあ.こんどまとめた僕の論文は，

屋根の架構というものを中心としているわけです.

屋根のほうからみると，同じような現象が，校倉

の壁でなくても，二!ニの壁一で、も石の壁でもあるんで

すよね，ヨーロッパには.そうすると，木造とは

いったい何だ，という話になっちゃう.ヨーロッ

パの屋根というのは，小屋組みはみんな木造でし

ょう.なぜ木造と石造と煉瓦造を区別するのだろ

うか.

安藤 それは基本的には援の分類でしょう.

太田 そうなんで、す.その習慣が，ヨーロッパか

らみれば後進国へずっと伝わって， 日本の建築基

準法の分類なんか最たるものであって，壁が木造

か鉄筋コンクリートかということで区別する.壁

がそういう材料なら，結局屋根も同じ材料でそろ

えなければいけないという思想があるから，それ

で全部コンクリートになったり，全部木造になっ

たりする. しかし，ヨーロッパの屋根のかたちを

みていくと，壁が木造だけのものをやるというの

は，研究の領域は限定することはあっても，むし

ろ屋根に対する発想をかたくする.そこで，控の

材料による種類分けは撤廃しよう，壁はどんどん

構法が変化するものとしてとらえました.

安藤 変化するというのは，同じ地域内で時間的

に変化するのですか，それとも地理的に変化する

という意味ですか.

太閏 地域ごとにも変わりますし，経年的にとい

うか時代的にも変わりますね.それは自然の環境

の変化とか民族の文化的な背景とかによって変わ

る.その経過の説明は簡単にできるわけです.

だけれども，そういうものが変わるときに，凶

根のかたちが昔のままで，そのうえにのっかる場

合と，壁が変わることによって屋根のかたちが変

わっていくこともある.その相関関係をみてみる.

それによって，この構j去の問題は単なる木造の建

築から住居空間の方法論を見出す研究に変わって

いくのではないかという，そういう考え方もあっ

たんです.

安藤太田先生の報告書のタイトルをみると，件、

造架構の研究〉なんで、すね.だから本当に大問先

生がやられたのは r架構」というイメージ，そこ

にいちばん関心があったということで、すね.

太田 そうで、すね.結果的に来ヨーロッパの木造

建築には校倉が強烈に残っていたということが，

たまたまあって…….これが東南アジアのほうか

ら始めていれば，校倉は雲南省なんかには伝統的

にあるけれども，高床住居というものの架構をrll

心として研究が進められたと思うんですよ.

ルーマニア， トランシルヴァニアの民家 チェコスロハキア西北部の民家
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安藤 それは私，ちょっと意外な感じですね.

太田 そう忠われるのが意外なんですよ(笑). 

盟民族のアイデンティティを示す屋根

安藤 援は歴史的にも空間的にもどんどん変わっ

ていくんだという，かなり選択の余地のある，構

法にi揺があるという話.一方で、は，屋根はあまり

変わりにくいということも書かれていると思うん

です.先ほど壁が変われば屋根も変わることもあ

るんだという話をされていましたが， 日本の例で

考えますと，地域性豊かな茅葺屋根の形態や架構

はひとつの系統から派生したものとは考えにくく，

いくつかの異なった系統を根強く今日まで受けつ

いだ結果と僕は考えているんです.その理由は茅

葺きの架構や葺き方は近年まで，専門の職人に頼

らず，地域の人ぴとの手で作られてきたという事

実です. もちろん近祉末から明治にかけて屋根葺

職人集団が渡り歩いた地域も出てきますが，その

場合も小屋組は村人自身が作っているのです.一

方車III組は大工が作りますから，中央から地方に技

Wrs句にf云J番したもの， あるいはそれから臼R主主した

ものと見て良いと思います.ですから大きく見れ

ばひとつの系統の車111組に違った系統の屋根架構が

載っているというのが僕の仮説です.ヨーロツノf

の場合どうなんですか.屋根架構というのは意外

に保守的というか，民族が移動するときに持ち込

んだり，かなり国有にずっと持ち続けたりする可

能性は強いんですか.

太田 僕はそう思います.ただ，屋根の材料とい

うのは環境に支配されるし，屋根葺材は安藤さん

のご専門ですけれども，これも天候なんかに支自己

されるから，状況に応じである程度の変化はある

と思うんです.

もう一つ，これは民族学なんかの領域からいわ

れることですが，建築というのは，シンボリック

な而がありますね.壁面の構成でシンボリックな

ものを出すのは，なかなかむずかしいし，だいい

ち，そういう習慣をもっているところはほんのわ

ずかです.やっぱり屋根が民族のアイデンティテ

ィを出すのには，いちばん適当なものとされてい

る.そういうことも手伝って，屋根というものの

形態は，どちらかというと伝統的な色が強いと思

います.

安藤東南アジアはもちろん日本と同様に屋根の

建築です.葺材はやしの類の繊維または葉で，バ

リエーションは極めてl浪られていますし，気候条

件も大差ありません. しかしその屋根の形態のバ

リエーションのすさまじさは日本の民家の地域性

の比ではないと思います.山地に住む少数毘族ほ

どたとえl工スラゥーェシュのトラジャ，スマトラの

パタック等，実に多様な個性豊かな屋根を作るこ

とを考え併せますと，このような多様な屋根形態

をつくりだしたものは，今太田先生が言われたよ

うに民族のアイデンティティの表現としか考えら

れないわけです.それがヨーロッパにおいてもそ

うだと.

太田 はい.ただ，近代以降の日本の建築研究と

いうのは，平面偏重主義であって，屋根まで含ん

だかたちの考え方，または，先ほど話した平面の

構成と屋根との構造的なつながり方というのをほ

とんど無視してきた.僕が驚いたのは， 日本の歴

史の分野での民家研究もそうなんですね.

ルーマニア，マラムレッシュ地方の藤家の門
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安藤 間取りと構造がなかなか結びつかない.
さす

太田 たとえば日本の農家の場合に， j叉首造りと

いうのがものすごい制約になっている.あの構造

のシステムがあるお陰で，民家のプランは，長方

形を脱することができなかったわけで、すね.そう

いうことについて，なぜいままで気がつかなかっ

たのだろうと思うんです.撲は日本のことはあま

り詳しくないから，これ以上言えないけれども，

そういう目でヨーロッパの平而だってみられる.

だから，架構から入っていけば，ヨーロッパの

住居の変遷もいまにみえてくるに違いない. しか

し，それを僕がやるのにはあまりにも問題が広過

ぎるから， とりあえず束ヨーロッパの屋根の架構

だけをしようと，こう思ったわけですね.

関構法の変遷にひそむ原理をもとめる

安藤近代建築以外の建築の研究を，歴史の人は

ずっとやっているわけですけれども，太田先生は

そうでない立場でいち早く着手されたおひとり.

その後いろんな人たちが，私も含めて，あるわけ

だけれども，視点、や方法論が微妙に違いますね.

茶谷正洋さんや八木幸こさんに聞くじ“昆虫採集"

だというんですね.つまり珍しいものをまず集め

る，そのことに価値があるんだという立場.ある

種の捕さ誼りかもしれないけれども，半分本気で、

すよね. というのは，いまの建築の状況はある枠

にとらわれているのじゃないか，それを脱却する

には，かなりインパクトの強い，建築の可能性を

広げるような，幅を突き破るようなものを提示す

ること自体に価値があるという，そういう立場か

なと思うんです.僕はそれを大きな点では支持し

スイス中央部の柱・梁・厚板橋造の民家
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ますけれども， しかし，研究として成り立つのか

という批判もあるわけですね.僕の場合はどうし

ても日本との比較研究，あるいはむしろ東南アジ

アの民家に日本の民家を見ているという側面が強

いように思います.つまり日本の民家は形は残っ

ていますが，やはり死んだものです.僕は日本の

民家を作りあげた技術体系の成立過程や成立基盤

を，明らかにしたいのですが，それを死んだもの

から復元するのはなかなか大変です.そこで日本

と自然，文化的背景を共有する部分の多い東南ア

ジアの民家一一滅びつつありますがまだ死んで、は

いないーーを研究することで，それを解くヒント

や仮説を得られるのじゃないかと考えています.

ー方，太田先生は，文化的な枠組みのなかで，

変遷というのを大事にされてやっている.

太田 それは一応ストーリーというものを僕なり

に予想してやっていくので，昆虫採集も，生物学

的な系統づけとか分類学的なIlJj題でまだ実例が足

りないからやるという考え方もあるけれども，そ

ういう興味とはちょっと違いますね.

安藤 生物学の分類というのは I系統」を基準と

するものと「類似」を基準に分類するという二つ

の方法があるということを開くのですけれども，

建築にもあてはまると思うんです.つまり， nij者

は歴史的発達，派生の体系をつくる立場で，後者

はとにかく歴史的なことは捨象しておいて，いま

あるものは，閉じところにあっても，昔といまの

ものが違えば別のものとして扱う，形態にだけ着

目して，それの類似の度合いで分類をしたり，分

類体系というものをつくるという立場があります

ね. 日本の民家を例にとるとまず地理学者，民俗



学者が「分類」を始め，次に歴史家が「系統」を

明らかにしようとしている.もっとも歴史家の「系

統」傑しも地理学者の「分類」があって初めて可

能ということもあるわけで、すね.

太田 僕の歴史に対する考え方は，たとえば措法

の発達というのは，いろんなところで繰り返し繰

り返し行なわれていると思うんですよ.だから，

たとえば中近東で木造が土造と煉瓦造になった，

そのときの発展のしかたとか，東ヨーロッパの棟

持柱から合掌組ができてくるというようなことが，

16世紀や17世紀におしまいになったとか，紀元前

20世主己におしまいになったというような考え方で

はなくて，ひょっとすると，同じようなことが20

H上品己の芳訂打アジアの烏で7包きていたり，アメリカ

に入植したヨーロッパ人がアメリカ大陸で同じよ

うな順序を追って建物の構法を変えていくとか，

しょっちゅういろんなところで繰り返す.だから，

それを支配している共通の原理は何かという，そ

ういうとらえ方なんで、す.だから，昔のことを年

fにごとに切って暦史を考えていくというのではな

くて，ある状況にあった人たちが，二代か三代の

口上代のなかでどうやって技術を伝えて， どうやっ

て自分たちの環境に合った住宅の架構をつくって

いくかということは，その原理さえわかれば，そ

れはどこでもおjじだし，これからも起こりうるこ

とで、すね.

安藤 その原理が普遍性をもっということで、すね.

太田 そう.その普遍性を説明するときに，人類

学の人たちは家族の構成とか財産の分与とかいろ

んな言葉でいうけれども，建築の場合には，木造

なら木材のもっている性能をどうやって構造的に

オ…ストリア，チロル地方の民家

使うかとか，土をどうやって積めば崩れてしまう

とか，科学の法則や，いままでの知識で説明でき

る分野で，そういう合理的な構法が出てくる一殻

法郎を僕らは研究してみせるべきだと，こう忠っ

ているわけです.

安藤 それは社会文化的な面を捨象して，なおか

つ， ものの論理として成り立つものですか.

太田 それをただ一つであると思ってしまうとま

た，いけないんで、すよね.要するに科学の方法は，

たとえば日本人には日本人の科学の方法があり，

ヨーロッパのラテン系はこう，ゲルマン系はまた

ちょっと違う，地域によっていろんな種類の科学

があって，たまたまいまヨーロッパのラテン系の

科学が，近代の合理主義のおかげでプごいふ、はひーこ

ってはいるけれども，インドネシアのスラゥーェシ

ュにもその地方の合理的な科学があり，スマトラ

にもあり，エジフ。トにもある.そういうふうに多

元的にとらえて，それを日本人の科学としてどう

利用するかという見方のほうがいいのじゃないか

と思っています.

安藤 ある変化が起きているというなかにある一

つの普遍性を見出したいというときに，つまり，

生活が変わるからこう変わるというような言い方

がありますね.そういう説明はやりやすいという

か，だいたいそのレベルでこういう研究は語られ

ていると思います.太田先生には，それを一歩越

えたいというようなことを感じるわけです.つま

り，構法なりものの論理というのがあって，それ

自体にある穂の法JlIJ性があるのではないか，それ

をさぐらないといけない，建築をやるものとして，

研究はそこまで‘いかないといけないのではないか，

l 居間禁台所

2 居r.，
3 農機具置場

4 童品滋

5 章旗

6 中廊下

オーストリア，ケルンテン地方の民家
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という言い方かなとお開きしているのですけれど

も，そういうことでいいですか.

太隠 そうで、すね.それを.1il.純に，僕はできない

けれども，構造力学とか構法の原理とか，そうい

うもので説明できる形にしたいわけですよ.それ

しか共通の場所がないでしょう，建築の!止界には.

あとは僕はその人の史観が混じると忠っているん

です.そういう意味で，僕は構造は得意じゃない

けれども，処構というか，建築の組立て方という

か，いままでの考え方でいくと，純粋に工学的な

ジャンルかもしれませんが，それだけは失いたく

ない，こう思っているわけです.ですから，そう

いう意味では，意外と保守的だといわれるかもし

れない.

これは余談だけれども，人類学や考古学の人と

話をするとき，何の気になしに，黒板にまず基礎

を描いて，そして柱を立てて，屋根という順序で

描いたんで、すよ.そうしたら驚きましてね.こん

なふうに描く人はいないというわけです.自分た

ちは屋根を描いて，その下に柱を描いて，最後に

地面を描くと言うんです.i業の場合には建てる順

序から考えている.厳密にいえば，東南アジアの

住居は屋根からつくることもあるのですけれども，

そういう建築のフ。ロセスを含んだ考え方の相違，

それが僕は文化的な現象の一つだと先ほどから話

しているけれども，どうしてそういう考え方にな

ったのかということの工学的な説明は，建築を勉

強したものでないとできないのじゃないか.

安藤 それが工学的なものだけで説明できるか，

というむずかしさがあると思うんですね.

太閉 そうそう.それはだれに話すかということ

でありまして，工学部の人たちだけで話すのでな

くて，歴史家だとか地理学者だとか，それから芸

術家のなかでどう話すか，という問題があるのじ

ゃないかと忠、うんですね.

安藤 人類学や民族学の人たちのやり J]をみてい

て，建築のほうからもっと突っ込むべきだという

ことはありますか.つまり，どの程度構造や構法

について彼らは理解したうえで建築のことを書:し、

てくるかという，向こうから情報がどの程度流れ

てくるかという見通しを持って，建築の空IlUや梢

造に精通するものとして何をどの程度やるべきか

という判断が必要と思いますが.

太白 若い佐代は，たがいに理解してもらう共通

の場はあると思いますね.文化系・理科系という

垣根がだんだんはずれていっていますから，こち

らが工学的な言葉で説明しでもある程度わかって

くれるという雰囲気はできてきていますね.いま

まで工学的な発想というものを拒否して，文字の

|企界というものにひたりきっている人が多かった

けれども，これからはそうではないだろうと思う.

たとえば民族学の人たちにしても，比較文化織の

人にしても，哲学の世界でも，建築の領域に入っ

てきたがっている.それを建築の世界のほうが，

むずかしい理論とか図面を使うことでわかりにく

くしているというところもあるのじゃないか.

安藤建築のほうから突っ込んで、もいいのじゃな

いか， ということはありますか.

太回 突っ込んでもいいのですが，われわれの文

科的素養が追いつかないことがありまして，そち

らのほうが頭が痛いわけですよ(笑l.

インドネシア，スマトラ島ハタyク・カロ族の集落 インドネシア，スマトラ鳥シマルングン族の建物
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盟世界に広げたい木造研究のネットワーク

太田 ヨーロッパと日本と，これは木造の構法の

技術という面でいいましでも，ある程度同じよう

な，相前後して発達してきたということがわかっ

たので，そのことをヨーロッパと日本というもの

だけでとらえるのではなくて， もう少し連続的に

とらえていく.そのために，間にある東南アジア

とか南アジア，そういうところの歴史というもの

を少し掘り出してみて，そこにもそういう建築の

発展があったのだとまず想定して，研究を進めて

いきたいと思うんです.それはとても大変な仕事

で，あと何世代かかるだろうと思うし，そのため

の見通しぐらいはつけておきたい.あと， f憂れた

研究者がこれから出てくるでしょうから，そうい

う方と一緒にやっていきたいと思うわけです.

そういう立場をとるためには，いま世界の建築

の研究のなかで，日本は絶好の位置にいると思う

んです.ヨーロッパの蓄積というものを踏まえて，

アジア側からまた資料を提供する.そういうこと

で，僕らはどんどん国際的に発言しなければいけ

ないし，東アジアの，たとえば中国や韓国の人た

ちとも共同で研究していかなければいけないし，

そういう役割がこれから日本にも要求されてくる

ので，何とかみんなで力を合わせてやっていかな

ければいけないと思うんですね.

安藤 いわば木造研究のメッカというか，一つの

中心になりうるということですか，日本が.

太田 ええ.それをもう少しいろんな拠点をつな

げて，ネットワークをつくっていく.

安藤 東ヨーロッパの情報はアメリカにはなかな

かいかないですね.皆学するにしても，非常に厳

しいでしょう.そういう意味では， 日本が木造に

関しては，ロシアの情報は入りにくいかもしれな

いけれど，ほとんどのパイプがあって，中国との

パイプもありますし，非常にいいポジションにあ

ると思いますね.

太国 東ヨーロッパというのは，たまたまヨーロ

ッパと南アジアの中間にあるということで，ヨー

ロッパの蓄積を一歩手前に引き寄せたというだけ

のことです.だから，この計画が完成するには，

これのあと20倍くらいの量が必要なわけで，そん

なことはとうてい一人ではできないわけですから，

みんなでやっていきたいですね.そういう意味で，

方法論的にもう少ししっかりして，資料を公開で

きるようにしなければいけないと思います.

やはり僕は，そこの国の研究はそこの閣の研究

者がやるのがいちばん効率がいいと思うんですよ.

基本はそうだと思います.ただ，その留では得ら

れない発想，見方，視点，それを僕らが教えると

いうと語弊があるのですが，気がついたことはい

うべきであって，東ヨーロッパにしても，基本的

には彼らの研究のほうが数段優れているようにし

なければいけないと思うんですね.そういう意味

で，日本の木造研究とか民家研究を外国人がやっ

ているということで，そういう方々がふえてきて，

いろんな考え方が出てくるので，それを僕らは謙

虚に学ばなければいけないと思うんです.

(おおた・くにお/あんどう・くにひろ)

*対談は海外研究を行なう J.X~宝， q本を多民族箆l'是正として民家を

とらえ依す必要があることなど，請が長i侍flllにはずみましたが，

誌阪の都合により害1)愛させていただきました編)

インドネシア，スマトラ禽ミナンカパオ族の畏家
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住宅供給の現場から

な展 へ脱量から質へ
住宅@都市整備公団 松永 豊(東京支社都市再I械部市街峨討課・謀長itJiID

新しし1住まいづくりをめざして

@住まいづくりの歩み

日本住宅公団が発足した昭和30年から現在の住宅・都市整備公団に至る30

数年間，公団における住宅地づくりは，さまざまな変遂をたどり今日に歪

っている.

昭和30年代は，戦後の絶対的な住宅不足の解消に対応した大量供給H寺代

であり，住宅の標添設計化が積極的に|玄|られ，住宅部品の工業化が進み量

産工法としてのブレファブ化が推進された.住宅の間取りは，都市への人

口集中の激化，核家族化が進行し， 2 DKを主流とした小規模住宅の標準

設計が主流をなし，住戸規模の議IJ約の中で，食寝分離，就寝分離の考え方

を基本とした集合住宅の間取りの原形とも言えるものであった(医ト 1). 

団地の設計については r41時間日!l百の確保」を原11IJにした，南面平行

配置が主体で，狭いながらも豊かな総，遊ぴ場もふんだんにある典型的な

公団住宅地のスタイルが定着していった.

昭和40年代は，面開発市街地住宅制度が創設されたこともあり，高層住

宅が増加し， 81i皆壁式構造，HP C工法もこのH寺刻に開発された. I:~I層住

宅の標準設計については，従来の団地サイズ(畳す法800x 1600) を解消し

た67型標準設計(図 2 )が設定され，昭和48年には分譲用として， DK型

に代わる家族の団らんの場を重視した L裂の標準設計(図-3)が制定され

た.さらには，住棟外観の向上，地形や方位に対応できる新しい住棟構成

システムも開発され，団地設計と住宅設計の一体化をはかる標準設計(図

4)が制定されるようになってきた.

昭和50年から今日に至る10数年間は，住宅需要構造の大きな変化に伴い，

公団住宅の設計は大きく変わってきた.不特定多数の!設住者に対し，均質

な住宅だけでは，多様な要求に応えきれなくなったのである.このころか

図 i 昭和30年代の間取り
57-4N-2DK 

図 2 昭和40年代の標準設計
67-5 N -3 DK一介-48

図 3 し型の標準設計
67-5N-3LDK一介-48

ら公団の内部用語で「見直し」が始まるわけであるが，その見直しのテー 図-4 住棟の構成例

マは，住宅規模の拡大，内装設備部品のグレードアップ，接地性の向上，

駐車場設置率の向上等で、あった.住宅の間取りは，多様なニーズに応、える

ため，より多くの選択肢を用意することで，少最多品種を目標としたので

ある.

これらの見直しにより，色々な設計手法が展開されてきた.住宅の形態

でいえば，低層住宅ではタウンハウス，数戸でコモンスペースをもっ計画

的戸建，従来の中層住宅の箱型のイメージを変えた新型中層住宅(1階，
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皮する公団住宅
網野 正観(本社建築部設計課建築設刺殺)
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最上階，妻{郊の特性を生かした住棟図山5)，新型高層住宅(住戸の集合の

単位を少なくし領域性を明確にした住棟)等があり，また，供給方式もレ
院、

手ィーメイドの住宅だけでなく，グループ分譲方式(コーポ方式l，メニュ

一方式，フリープラン方式等，住まい子の要求をとりいれるための手法も

とられるようになり，従米の公開住宅のイメージを一析することとなった.

このような公団住宅の設計の変わり様については，種々の評価があると

思われるが，従米，不特定多数の居住者に士、Iし均質的な住宅を供給してい

たことを考えれば，居住者のニーズに対応した設計の姿勢は，大きく進歩

してきたと設えるであろう.

-今，公団住宅に求められているものは?

今日の住宅に対する需要は，量から質の11寺代となり，その質も個別的要求

に対応した質へ， さらには， 1床の時代へと変わってきていると一三われるよ

うに，ユーザーは今日，街や住まいにアメニティや似性を求め始めている.

設計のテーマもよえの「質」の時代に対応したものが必要になるが，その

基本となることは，次の 3つに殺現することができそうである.

③立地対応の設計

iL地する地域の者IIft1空 11iJ~乱立に対応した住宅形態，景観情1íX:とすること.

⑮倒別ニーズ対応の設計

住まい手，使い手の要求に対応、した設計を行なうこと.

0時間対応の設計

安心して快適に長い期間住み続けることができる控築，設備システムを持

つこと

このうち，俄1JIJニーズ対応の設詰，'， 11寺!日j対応の設iif^について，最近公開住宅

において展開している呉体的なとれ例を紹介する.

2 個別ニース苅1i5の設計

前i'!i'iで、述べたように，真の r¥lQJ の11寺代に対応したものを供給していくた

めには，住まい予の綱引!的な要求に対応した設計が必要となる.この要求

に対して，オールマイティとなる解答はないと言ってよい.むしろ，いろ

いろな角度から工夫をこらし，多様な供給方式，住宅形式の提案を行ない，

使いこなしていくことが必要で、あろう.
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以下では，個別ニーズ対応の設計事例のいくつかを取り上げながら，公

団の目指している住宅像を紹介したい.

なお，これから紹介する事例について，最近，民間で行なわれている企

画手法(まず「コピー」から始めよう)をあてはめてみると次のようにな

る.

①間取りやしつらえが自由になる賃貸住宅があるとイイネ フ1)ーブラ

ン賃貸住宅

②一部屋くらいは，別の玄関がついているとイイネ一一αルーム付住宅

③息子や孫のそばに住める住宅があるとイイネ 高齢者向け住宅

④ベッドやまJLがついている住宅が借りられるとイイネ ワンルーム家具

付住宅

⑤広いテラスでプール遊ぴができるとイイネ一一庭付き中層住宅

①フリープラン賃貸住宅

「フリープラン」という用諮は，文字どおり「自由な間取りが可能である」

という意味である.これは，ユーザーの立場に立って，その最大の特徴を

表わした言葉ではあるが，具体的な内容については，改名する前の「スケ

ルトン賃貸住宅」と言った}jが分かり易い.つまり，建物躯体部分(スケ

ルトン)を公団が所有し，入居者に賃貸する供給方式のことで，屋内の造

作や内装仕上げは，入居者が所有・管理することとなる(表… 1，回-6)，

こうした所有関係の整理によって，賃貸住宅でありながら，入居者の生活

に最も密接な関係を持つ間取り・内装については，入居者が自由に決める

ことができ，同時に，将来における間取り・内装の変更にも制約がない住

宅が実現する.

この「フリープラン賃貸住宅」は，昭和59年度予算で試行建設が認めら

れ，東京都練馬匿にある「光が丘パークタウンいちょう通り 8番街」にお

いて， 30戸を建設し，昭和61年 3月に入居開始している.以下に，その供

給システム等の概要を示す(1l'!I-7， B，表-2，3)， 

a供給システム

①プラン

④フリースペース 入居者が内装等を自由に設計施工する方式

@メニューセレクト 公団が用意した内装等のメニューの中から，入

居者が選択し，公団が施工して入居者に譲渡する方法

。セミフリースペース メニューセレクトとフリースペースの併用に

よる方式

② 内装材，設備機器

公団が用意したプランメニューを選定した入底者は，さらに内装材，設備

機器の種類及ひ色柄も選択可能で、ある.

隠退去システム

転勤その他で退去する場合は，内装等を譲渡できる.その際の手続きは，

次による.

① 退去者は公団が公募により決定した入居予定者と交渉し譲渡価格を決
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表 1 フリープラン笈貸住宅
所有および管理区分の概要
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図-6 所有区分概念図
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断箇国(公団所有者名介)

図-7 外銭パース
光が丘パ フタウンいちょうi語り B番街

函-8 供給システム説明図
(セミフリースペースの場合)
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表-2 入居予定者の内装設置方法の
選択状況

フ?。 7t j- セミフリー メニュー
スペー ス ス ペ ー ス セ レ クト

A l戸 2JH 7 !" 10戸

B 1 f" 4戸 5 j~i 10戸

C 2 J当 41'主 4i" 10i" 

4戸 10戸 16戸
計(13.3%) (33.3%) (53.3%) 

30)5 

霊祭-3 入居予定者の内装設鐙方法の
タイプ5JJj属性

タイ プ年齢 家族数

フリ
42.3歳 3.0人

スベス

セミ 7
'
)-

41. 2i~民 2.7人
スベス

メニュー
50.5歳 2.9人

セレクト

46.0滋 2.8人

αルーム付き住宅
ス?エア'E川土木

i世 桂 成 人

(申込者状入)

765万円
(639万円)

733万円
(624万円)

585万円
(4787ifLJl 

663万円
(5537ifTJl 

表-4 αルームアピール度言語交

問:あなたの現在の住居に，出入口が別々で，火や

水の利用が独患で可能な〈離れ〉ができたとし

たら，どうお感じになります力。 (n=346)

たいへん J"f'I...1 
便利になる i 43961 
やや 「一一7二コ
便利になる 17別
どちらとも~
いえ近い いf別
特F 杭置と nnMI 
!ま愚支意ぃ| 28961 

その他 0196 

定する。

② ①で内装等譲渡契約が成立しなかった場合は，公団が定める基準によ

り，公団が内装を買い取る.

②αルーム付き住宅

母屋から入口を独まさせた「もう一つの住まいJ， いわゆる「離れ」を α

ルームと命名して， αルーム付き住宅と呼んで、いる.

募集ノfンフレット風に言えば，趣味の会に，アトリエ・書斎に，音楽室

にと，一部屋に別の玄関をつけるだけで，多彩な使い道が広がってくるこ

とになる(罰-9). 

このような住宅に対するニーズは，スクエア玉川上水のPRを兼ねて行

なったアンケート調査の結果からも読みとることができる(表-4}. 

また，数年前から，フ。レハフ椅戸建系の企画型住宅でも，収益型と称して，

住宅部分から独立したスペースを確保した住宅が売り出されていることは，

御存知の方も多いであろう.

公団でも，スクエア玉川上水の前に，同様の発想、の「ホビールームJ を

持った低層住宅の例もある(多摩ニュータウンホームタウン諏訪1).

また，こうしたスペースを，歩行者専用道路に商した 1階の各戸に並べて

造り，通り全体の雰間気を楽しいものにしようと意闘したホビークラフト

ストリート製住宅が，多摩ニュータウンの落合地区で計画され，工事中で

ある.類似の発想の住宅が，大阪の高見地区ではストリートハウス」

と命名されて，やはり工事中である.

このように，余暇時代，:tE宅勤務，アメニティの高い街づくりというよ

うなキーワードに対して rα ルーム付き住宅」は，有効な解答となる可

能性を持っている.

⑨高齢者向き住宅

前述の「 αルーム」の使い途のーっとして，お年寄りとの隣居が考えられ

ている.簡単な台所と水廻りを設置すると少し狭い感もあるが，なんとか，

f史いものになりそうである.

ところで，公団が高齢者向き住宅を手がけたのは，昭和47年に逆上るこ

とになる.昭和47年から49年の 3年間に，同居型住宅85戸，近・隣居型住

宅 121組 242戸を建設している.その後，昭和50年からは，当時から 3

LDKとか 4LDKの大型住宅を比較的数多く建設できるようになった状

況を反映して，そうした大型住宅に老人も同居できるという考え方に切り

替わった.

一方，募集，管理上のソフト商でも，いくつかの優遇措援を行なってき

ており，現行のものをまとめると，次のとおりである.

・募集時の当選率10傍優遇

@希望による住宅変更

・住戸選定時における 1階又はEV停止階の優先的選定

・分譲住宅の最低一時金の減額
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@老人間居多家族t!t殺の分譲住宅適用償還コストの低減

@ペア申込み，住宅変更による近居優遇

住宅建設の上では，昭和56年の国際障害者年が一つの契機となる.公団で

は，身障者対策の一環として老人対策を考え，たとえば階段室に手すり

(ハンドレール)を設けることを原則とするようになった.

昭和58年度には，多様なニーズに応える住宅建設を目指して，老人同居

型の賃貸住宅を多摩ニュータウンのシティハイツ南大沢において建設した

(E罰則. ここでは，老人の居住を想定する部分に小さな台所と便所を別

に設け，さらには，閲に示すような配慮を行なっている.

多摩ニュータウンにおいては，その後，継続的に，高齢者向き住宅の建

設が進められており，昭和59年度には，メゾン豊ケ丘 2において，分譲

住宅としては初めての高齢者対策住宅を建設し，昭和61年 3月に入底開始

されている(図 11).図に見られるように， 3 LDKと1DKのぺア住宅と

なっており，住宅の中で， I坊火区|困を兼ねた鋼製の扉を介してつながって

いる.この扉の使い方しだいで，同居裂にも隣居型にも使い分けができる.

このほか，上下階でつながるといった新しい形式の隣成型住宅をはじめ

として，隣!否型住宅24組，同居型住宅12戸が完成または工事中である.

④ワンルーム家具付賃貸住宅

欧米では珍しくないといわれる家具付の賃貸住宅を，公団で初めて手がけ

たのは昭和59年に入居開始した大阪市福島区の 1)パーサイドさぎす団地で

ある.入居者像としては，主として単身者及び小世待向家族を想定し，あ

らかじめ収納ベッドや収納家具等を取りつけた 1DK規模の小規模住宅で

ある(函-12). 

入居者にとっては，0)簡単な家財道具を持ち込むだけですぐに生活でき

る，@家具の購入及ぴ搬入が不要で、ある，というメリットが考えられる.

その後の事例としては，同じ大阪市の谷町田了臼，東京では，ハイタウ

ン塩浜第 6次が入居済であり，名古ー屋のアーパニア千代聞が工事中である.

⑤庭付き中層住宅

積層住宅に「庭」を持ち込みたい，純粋な「庭」は無理にしても，せめて

「庭」的な機能を少しでも多く果たせる「テラスJ を各戸に持たせたい.

これが「庭付き中層住宅」の発想、であるテラス」に要求される条件を

まとめると，次のようになる.

@まとまった面積を有すること.

@テラスの半分程度に天空/雨がかりがあること.

⑧有効な日照があること.

また，付帯的条件として，屋外コンセント及び散水栓の設置が考えられ

る.

「庭付き中層住宅J の第 l号は，多摩ニュータウンパークサイド南大沢の

3階建ての住棟である(図ー13，14). 引続いて建設された多摩ニュータウン

のホームタウン豊ケ丘 2では，斜め柱の架構と土を入れられる形のテラ
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図-10 高齢者向き住宅
多摩ニュータウンシティハイツ南大沢

①玄関ドア・小台所・和室(2)の出入口が，広くなっ

ている.

(2)玄関やテラスのところはスロープになっている

③便所ー洗面所 浴室の洗い場および浴機部介に手

すりを設置霊

④浴室は広く，浴槽は落し込みとなっている.

⑤和室(2)にインターホンがあり，居間兼食率室と連

絡がとれる，

⑥浴室には非常用押釦があり，居間兼食事室に襲警報

を発す.

⑦便所に温水洗浄乾燥暖房便疫を設置.

⑧浴室には，洗い場用ンヤワーセ y トおよび，苔機導

用混合栓を設鐙

図-11 高齢者向き住宅
多摩ニュ-5'ウンメゾン農ヶ丘一2

図-12 ワンルーム家具付賃貸住宅
リバーサイドさざす団地



図-13 庭付き中層住宅
多摩ニュ-5'ウンパークサイド南大沢
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庭付き中層住宅
谷漆パークタウン

スが特徴となっている(図-15，16). 

一方，千葉県議志野市にある谷津パークタウンにおいては，互い違いに

突き出したテラスの配置と逆梁により，開放性の高い住空間を生み出して

いる(図 17).この住宅も，前述の要求条件を満たしてはいないが，広

い意味での「庭付き」と呼ぶことができる.

また庭」に対する婆求が根強いものである以上，さらに工夫を加え

て庭付ーき高層住宅」を実現することも，個別ニーズ対応のための品揃

えとして有効で、はないだろうか.

時間対応の設計

住まい手にとって r本当に価値のある住宅」とは，長い期間，安心して

快適に住みこなすことができ，かっ，愛着を深めていくことのできる住宅

であろう.

また，社会的祝点からみても，街や住まいを良好な環境に維持していく

ためには，良質なストックを，修復しながらイ史いこなしていくという考え

方が必要で、，そのためにも，将来にわたって居住者のニーズに応えること

のできる住宅，すなわち rJl寺間対応の」住まいづくりが求められていると

いえる.

Jl寺間対応、の設計のための要件は，耐久性，保全性(維持管理性)，交換

可能性，可変性(フレキシビ 1)ティ)を確保することにある.これらはい

ずれもハードな面での技術的解決を必要とする意味で，前節で述べた偲別

ニーズ対応、の設計とは趣を巽にしている.

i時防対応、の設計の考え方は，建設省が目指している CHS (センチュリ

ーハウジングシステム)の中にも読み取ることができる.その意味で，公

団版CHS第1主まと言われている「つくば・さくら団地」を取り上げて紹

介する.続いて耐久性を少し拡大解釈して，将来にわたってのニーズに耐

えうる娠体の条件として，遮音性を考えて30cmの壁と30cmの床で、つくった

高遮音型住宅「寓士見台団地」を取り上げる. もちろん，梁も柱もない室

内空防の実現によって，間取りの可変性も確保されており，適当な事例と

いえよう.

また，前節で述べた「フリープラン賃貸住宅」も，その性絡上，アンボ

ンド工法による大型スラブ等，可変性を重視した架携となっているが，今

回は詳述しないことにする.

①つくば・さくら団地

つくば・さくら団地は r人間，底f主，環境と科学技術」をテーマとして開

催された「国際科学技術博覧会つくば， 85Jを契機に，公団が建設した都市

型モデル住宅であり，近未来に向けて公団が目指している都市型住宅像を

示す数々の先進的な試みが導入されている.

その試みの中で，ここでは特に，時間対応、と関係、の深い「可変性」の追

求について言及する.

19 



つくば・さくら団地では，次の 3通りの可変性を追求している.①間取 図ー18 つくば・さくら臨地外観パース

り変更の容易な住戸内可変 ② 2戸を合わせて l戸にしたり l室を隣戸と

やり取りすることによる住戸規模可変 ③当初は住宅であるが，周辺条件

の変化に応じて，たとえば飲食底舗等への用途変更のできる用途可変.

CDi主戸内可変

架構方式は壁式ラーメン構法及びジョイストスラブの採用により， 85m'規

模の標準的な 1住戸内に梁が出てこない架構とし，寸法ルールは， KEP， 

CHSと同様のルールによっている(ただし内法高は 2m). また，内装

方式は，当公閣の試験研究所が開発した「部分内箱方式了によって，配管

-配線類の躯体埋込みを行なわないシステムとし，共用の排水たて管につ

いては，共用部分に商するパイプシャフト内またはノ〈ルコニーに配置する

ことを顔見IJとしている(図-19).

話<1iま，天井を二議媛<::RcJ!')，床は水悶りを除きi宣仕上げ，暖房潟のベアチューブ，

台所への給水(湯)管1;rjは天井配管とする方式.

②住戸規模可変

住戸規模;は， 35m'の小規模住戸から 115m'の大型住戸まで 9タイプの住

宅を混在させている.小規模住戸は，特に，老人世帯が息子(娘)夫婦の近

くに住むというような利用を想定したものである.この住戸規模は変更で

きる.方法は 2戸を l戸に合わせたり 1室規模のスペースを隣戸とや

りとりすることによる.

戸境壁の処置は，耐震援に関口部を設ける場合は，予め関口位置を想定

図一19 架橋および内装システム

鋼 材 勺 れ る

し自己筋を減らしておいてコンクリートを打設する.戸境壁を新設する場合 図-20 住戸規模可変の組合せ例

は，乾式遮音壁を使用する.また，住戸規模変更に伴う設備系統の変更に

ついても，予め計画し措置を行なっている(図-2日). 

③用途可変

歩行者専用道路に濁した住棟の l階部分は，将来の周辺条件の変化に対応

して，最大 4戸分を 1施設として庖舗などの施設に変更できるよう設計し

ている.

②富士見台団地

前途のように，富士見台団地のこの住棟は30cmの壁と30cmの床で‘で、きてい

る.これは「ボイドラーメン架構」を採用したことによるものである.

「ボイドラーメン架構」とは，ボイドスラブ(中空スラブ)を使用し，援

とともにラーメン架構を組む構造で，次のような特徴を有している.

(図ー22，23) 

・ r30cmの援と30cmの床」という構造体によって高い遮音性能が得られ

る.実測の結果，対重量衝撃音でL50を磯保し，通常め目標値である L

55をーランク上回っている.

・住戸内に柱・梁がなくなるので，平弱計画上の常IJ約が少なくなり，ま

た，将来における関取変更も容易である.

@外接部でも桁行方向の梁がないため，大きな関口部がとれ，通風や解

放感を得易いし，デザイン上の新しい展開も期待できる.
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図-21 富士見台団地外線

図-22 ボイドラーメン架橋

関-23 寓士見合団地位戸平面図

-駐車場者l込可lの中肘集合住宅(ボイドラーメン)

-Jl(村山・~.:ç士見台 ['llJ也ー
須100r))次新都市開発 '86 1 新都市開発担

・公I司住宅の設計 ーその変遷と動向ー

5. 中高府住宅の新しいモデノレと今後の公I'tl住宅

，設計

浜 恋介桜算資料， 81年1月号(財)経済誠究会
.つくば・さくら

浜恵介 住宅 1ー1986社!司法人日宇住宅協会

e 1階部分を駐車場として利用する場合，障害となる壁が出ないためス

パン関口を有効に利用できる.

遮音の問題は，永く住み続けることのできる住宅づくりのためには，ぜひ

解決したい問題である.特に，入居者からのクレームの多い(上階からの

とぴおりる音等)重量街繋斎に対する性能は，一義的には躯体性能によっ

て決定され，将来における改善がi墨書ltであることから，当初から設計に組

み込むことを考えたい.

その意味で，ボイドラーメン架構は有効な手法であるといえる.

これからの課題

@ニーズ対応型から提案型へ

住宅設計ーにおいては，ニーズに対応していくことはこれからも基本である

が， 41悪批"可的な迎合であっては設計者の実務を果たしたことにはならない.

コーポ方式やフリープラン方式等では居住者の要求を直核反映させること

も有効であるが，不特定者に供給する住宅について設計する場合には，想

定されるほ住者のライフスタイル，価値観，住まいに対する要求等を的確

に統合化し，住まいの提案をしていくことが設計者に必要なことである.

居住者の要求を不特定者として一般的に想定しすぎると，それに対応、し

て設計された住宅は，汎用性はあるものの，無性絡な，没個性的なものと

なってしまいがちである.想定される府住者のライフスタイルを類型化し，

それぞれのタイプごとに住まいかたの主主体像を描き，その像に出来るだけ

忠、実に対応した住宅を設計することの方が，住まい手にも設計者の意図が

明快に理解され，結果として偲性的な住宅づくりに応、えることになりそう

である.

しかしながら，この手法については，居住者像の設定の仕方，どの要素

まで個別化を図るべきかなど，検討すべきことは残されており，今後の課

題である.

@むすび

者Ilrfl~~住宅の主流をなす中層集合住宅については，歴史もあり一定の水準

にあると忠、うが，都市部のi~iS~点度開発に作tい増加傾向にある高層集合住宅

については，検討すべき課題も多いと思っている.特に，最近目立ってき

た超高階集合住宅に至つては経験も浅く，超高層際千七としての居住性，コ

ミュニティ等についての検討が必要で、ある.

また，者I1市部の開発にあたっては，住宅だけでなく，外務施設との複合

開発による都市経備という役割もあり，都市空間の再生へ向けて，アメニ

ティやアイデンティティの形成等が要求される.本稿ではあえて触れなか

ったが，公問事業におけるもうひとつの柱である街づくりについての君主要

f生も高まっていると思っている.

これまでも，研究者等第三者からの提言は，我々公同技術陣にとっても

励みになっており，今後とも率直な意見等を期待したい.

(まつなが・ゆたか/あみの・まさみ)
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私が陪題にしているのは関東大震災クラスの大

地震のことではない.月にし 2回起きるよう

な震度 1， 2の地震でも，今まで、以J:Jこ揺れる

はずで、ある.肉体的な安全は保たれていても，

精神上の安全は保たれるのだろうか.地 i二401i}a'.

まったく地面から速い.少しの揺れでさえ大地

震の前揺れではないかと思うが，地上に降りら

れない.こうした不安に居住者は耐えられるだ

ろうか.

ハ曜弘

たぜ，超高層聞は建設されねばならない

“おのか.おそらく机上で分析された安全性

を証明するために建てられるのだ.居住者はそ

のデータ収集のためのサンプル.この理由なら

よく分る.分ったのは，建設される理由が正当

だということではない，建設される理由にまっ

たく根拠がないことである.

超高層住居は，高いが故に尊いのであろう.

それ以外に根拠はない.

どうも，今日の住居は，ますます根拠のない

不幸な住まい

世界へ進んで、いるらしい.

戸署弘

私が住ま…て考えたi深川うひとつ

/1 思い浮かべた住宅展示場.そこには超高

層住居が全く個性がないのとは対照的に，和風

あり，エーゲ海風あり，カナダ風あり， ドイツ

風ありと，実にさまざまな個性が溢れているか

に見える.

にもかかわらず，この展示場を訪ねる度に，

超高層住居と同じように現実のものとは思えな

い奇妙な印象を受ける.

ドーマー窓，屋恨裏部屋，出窓，玄関の吹き

抜け，統一されたシステムキッチンとタγニン

グセットなどなど.どれも豪華である. しかし，

私には，それらが組み合せられた住居が現実の

ものではなく，おとぎ話か，絵のように見える.

展示場だけの印象ではない.建て売り田地を歩

いてみても，やはり絵のように感ずる.

なぜ，そのように感ずるのか.なぜ，絵のよ

うに感じる住まいに人は暮したがるのか.
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この疑問を生産流通の祝点や社会学の視点か

ら捉えることはさほど難しくはないだろうが，

私が知りたいことは，もう少しニュアンスが違

う気がする.それがうまく説明できなかった.

'" 
ところが先日，宥い友人の結婚披露宴に

招かれて，その疑問にある解答を得た.

披露宴は，ますますショーに近づいていた.

以前ならキャンドルサービス程度で驚いていた

が，新郎新婦の生い立ちをスライドで物語にし

て発表したり，ウェテ。イングケーキを切る際に

はケーキの周りからドライアイスの臼い煙が噴

出したりで，演出はさらに過剰になったようだ.

こちらは見ているだけで，背中がムズムズする

恥しさを感じた. 40階の集合住宅の記事を見た

感じに似ている.

忠、いあまって，テーブルの隣の席にいた新郎

の大学の同級生に一一あいつ，恥しくないのか

一ーと訊くと，この程度の演出は地味だという.

新郎(新婦ではない)がお色直しを 3， 4回す

るのも普通だし，新郎新婦が舞台の上にせりと

ってくる仕掛けをもっ式場もあるという.

ハ唱h

ζa-bによれ{ま，披露宴は一一l嘘っぽしミーーか

11んら良いのであって，一一本当らしいと恥

しい一一ーのだという.私もそのことはなんとな

く気づいていたのだが，一一一町長っぽいーーとい

う言葉には実感がある.

両税への花束贈呈もそうなら，たかだか20数

歳の二人の生い立ちを物語るなど猿っぽくな

ければ，出来ないことだろう. しかし，二人が

新婚旅行後に暮す新居が，住宅展示場で見るよ

うな建て売り住居と開いた II~J:は，いささか鼻 1'=1

んだ.

2人が， t皮銭宴と同様にまるで絵のような，

IQ;)f(っぽい住居を選んだことに鼻臼んだ訳ではな

い.夜、が鼻白んだのは，展示場の住宅だけでな

く，今日の住まいの在り様は一一一i磁っぽいーー

という言葉で言い当てられている気がしたから

である.



「赤ものアン」とか「アルプスの少火」とい

った絵本に11'rてくるような家が建つ.恥しくは

ないのか，料叫が作れそうもないようなシステ

ム・キッチンを台}好に入れる，ヰ心しくはないの

か， と;考えていた.

実は居住者たちはそう考えていないらしい.

どのような家に暮すかという根拠がないからこ

そ， より4・艮J処のないものを選んで‘いるのだ IV，お

っほ。いことそのものが:oJl.IEなのである.

戸曜弘

それにしても 四つl玄いw という言葉は

意味深長で、ある.嘘であることを意味し

ていない.本当なのだけれど，本当には見えな

いという屈折した心腹で、ある.それでは，絵の

ような建て売り住宅が語る可正当、とは何か.

おそらく，それは，幸福な家庭とか健康な家庭

ということになるだろう.

しかし，幸福な家庭も健康な家庭も， もはや

どのようなもマ〕なのか信じられなくなってきて

いる.次第次第に，絵のように抽象化されはじ

めている.本当に，そんなものがあったのだろ

うかと思いはじめている.

かといって， どの家庭L 家庭内離婚や家庭

内暴力で苦しんで、いるという訳ではない.いう

なれば，大一、|壬の家は溢れるほどの幸福もない代

り，破滅するほどの不幸もないのである.のっ

ぺらぼうなので、ある.

戸曜邑

;もえ九れるほどの幸福らしさをドーマー窓や，

誼b、イニングキソチンに求め続けても，や

がて人はその幸福に飽きてしまうだろう.主人

が帰る毎に，白い煙でもたいてドラマを蟻りあ

げるか，玄関の吹き抜けにせり上りの舞台でも

作るか，それも飽きてしまうだろう.

ならば，不幸をuri，'j'，してみては.地震が米る

かもしれぬ恐怖と家族が一致団結するドラマを

演じてみるか.おのぞみならば40階の超高層住

居へどうぞ.

やっと，超高層住居建設の理取が見つかった

ようだ、まつやま・いわお)

松山巌

昭和20年東京生まれ.

東京芸術大学美術学部，建築学科卒業，東京耳P汗ヰ火学非常勤講

師，建築家.

住宅・者11mにきり込んだ評論家として活践している.

〈乱歩と東京 1920都市の貌} (PARCOH¥版局， 1984ij三)で，

江戸川乱歩賞評論部門受賞.
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特別高級なものはいざ知らず，われわれなどが住

んでいるマンションなどは，子供の頃住んだ地方

の住居とはちがい，やはり学生時代に都会に出て

きて住んだ下宿というイメージから，それほど遠

ったものだとは忠われない気がするのである.

田舎や地方の住宅などには，一見無駄な空間と

いうものが，必ずあったものだ.いまになってみ

ると，それも実は，長い住宅の歴史の上から，必

須な空関であったのであろうと思うが，西洋風

の合理性ばかりを，コンパクトに採り込んだマン

ションが住みよいと感じるのは，その付属器具の

機械化による機能のせいなのではなかろうか.

住宅における空間という点だけからすると，無

駄な空間がないということが，第…に，恵、苦しく

させている原因ではないかと思う.子供のころ育

った地方の家には，子供の秘窃な場所が，二，三

倍所はあったものだ.それは東北の田舎の部屋な

どの広い間では，座敷章子などの出現する空間と

いった，大げさなものでなくとも，ちょっとした

廊下の突きあたりの庇の下とか，押入でもよかっ

たのだが，今日ぴの都会の住宅の押入などという

ものは， もう子供たちが隠れんぼするような空間

国
立
劇
場
辺
市
中
)

すらないといっていい.

普通のマンションでは，すでに廊下というもの

がない.なるほど通り路が，いちばん空間が倹約

できるということなのであろうが，やはり第一に

廊下が住宅から消滅したことが，住宅の世界構造

に，大きな地殻変動を与える結果になったのでは

ないか.

いま考えるだけでも，誰も住みついていない廊

下は，子供にとって，一つの自分の空間であった.

ことに，あの頃の子供にとって，自分の居間とい

うものがないのが， 日本の一般の家庭事情であっ

たからなお更であった.

その廊下は，表の大道の写しでもある遊び空間

でもあった.開放的な表とちがって廊下は，独り

遊びの空関であり，行き止まりの小路でもあった.

ぽんやりと光線が流れ，風の吹き抜ける，よその
祭りの日住居は幻想空間となる
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描が忍、ぴ込み， ときには雀の子が迷い込む空間で

もあった.だれのものでもないこうした空間は，

空想が忍ぴ寄るにはまことに都合がよかった.

生活の場とは{可だ，住み心地のょいということ

どんなことをいうのか.わたしには，人閉がは，

はみ出した情況にあるときに， I苦る空間があるこ

とではないかと忠ったりすることカfある.

喝溺晶

噛酉暗唱匙

今日のマンション住居ではなくなった空間に，仏

関がある.普通の家では，だいたい表康敷哀の薄

11音い小関だが，ここに，先祖や祖父母などの仏壇

カfある. これのない家では居間などに仏壇を置く.

この仏間という空間は， いわは、， ここで祖先と同

居する場所であり，あの世とこの世を結ぴつける

空間であり，現実ともう一つの次元をもっ空間で

こうしたBに見えない人ぴとの住む， あるある.

いは魂の， あるいは想い出の空間というものがあ

った.この空間では，想い出ばかりでなく，

には憐悔の場所であり，訴えの場所であり，

とき

とき

には，祖先を前にして，家庭のドラマが繰りひろ

げられる場所でもあった.こうした，あの世とい

う別次元と対決する空間も，今日の住居ではなく

なってしまったので、ある.

よくこの仏壇の上に神械が杷られている構成が，

田舎には，今も残っていよう.神棚なぞというも

のも， マンションではみることができなくなって

きたが，神仏という宗教心がなくなったばかりで

なく，人の，家というものに対する考え方が変っ

てきたからであろうと思う.

むかしは，家を建てるには，まず村iを迎えたも

のだった.その神が家を護り，家に住む人びとを

護ったのだという考えがなくなってしまったから

である.

仏壇からみれば，神棚は簡単な仕掛けがあれば

足りる.神棚の構造は，桟敷にあるのだから，宙

空の桟(かけはし)である.一枚の板さえあれば，

どんな貧乏長屋でも簡単に造作することができる.

ところカヘ コンクリート壁のマンションでは， そ

れを掛けることができない.また天二:1t:がえてして

低くできているから，おそらく邪魔になってしか

たのないものとなる.宗教心の如何にかかわらず，

まず，マンションから追放の憂自に会ったのが，

このや111湖であろうと思う.

日本の和11は， jlliì4~の宗教心などのようなものに

支えられたものでなく， J1.月とか祝いごとのある

節目だけに，小さな家庭内の祭りの場所であった

だけだから，むしろ生活のある節目の目標となる

印の仕拾いすのようなものでよかった. しかし，そ

ういうものが，まず第一に捨てられてしまうので

ある. ~ì~ の意識を感じさせられずに済んで、しまう

からである.

5常生活のなかの宗教心は，家とともにあった

ことをしみじみと考えさせるのは， ilN池の島々の

住宅である. そこでは， 家に比して大きな仏聞や

和Jlt別に抱かれて， 人ぴ

とは住ミんでいるという

!惑をもたせる

『か
菅ぷ
原き
f云の
;受鋒
;+.1-為

何か事があったとき， ziz
人びとが，話しかけ，

訴え，記る，いや，な

にもなくとも，毎日の

ように， 日常茶飯事の

鐙上
』の
の卒中
寺繍
子
E芸
の
切

ことの話し相手に，神や仏がある場所があるとい

うことは，索j莫たる箱の中の生活から開放される

のではないかと思う.

匂屈曲

-畠
喧困醐亀

ある IBの正月に，福島県二本松在のIlJ間部に祭を

見にいったことがある.めっぽう冷えこむ夜間に，

丘の上のかなりの!日家であったが，座敷の戸障子

をはずして，外気の中にさらしていたところへ招

じられた.なにせ，寒気の迫る開けひろげた座敷

少しも外に居るのとちがいがなかった.座敷は，

だから櫨もないのである.寒気が極まったころ，

遠く山間の向うから賑やかな笛太鼓が近づいてき

て，次第にこちらへ向かつてくる. それはまるで

夢のようであった.寒気のなかの緊張が， いっそ

27 



合t:il!.岐j偽の焼火争1'1ヨ:の社宅の争l'棚前の舞処
時
「
妹
兆
円
山
婦
女
庭
湘
制
』

住宅における幻想空間

舞台における仮空の住宅

含交政j切の劇場内と簿:台
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うこの世のものではない感覚を呼び寄せるようで

あった.

こうして，厳しい正月の夜間に，七福神の一行

が幸せをもって到着するのである.ちょっと商洋

のサンタクローズを想、わせる図であった.それぞ

れ七福神に仮装し，多勢の曜子を従えた一行は，

そのまま玄関からでなく，座敷に面した廊下から

上がり込み，この家の主人に丁重に迎えられて，

神棚の下の，それぞれの座に度り，夜を徹して，

種々の芸能尽しが行なわれるのである.

わたしには，そのとき，夜空に向かつて開かれ

た座敷が， もう一つの次元から降臨する神々を迎

える舞台にみえたのである.康敷とは，ときには

生活の場から飛躍して， もう…つの次元を迎える

舞台になることを知ったのである.

こうして， 日常の人たちがI出入りする玄関では

なしそうした日常性の約束を破って，直接，康

敷へ上がり込む通路が，ある日，ある時，突然に

開かれることのあることも見届けたのであるが，

想、えば，沖縄の石垣島の「まゅんがなし」なども，

「まれ人」として，やはり，直接に座敷へ l二がり

込むのである.それは，アイヌの火の村lが，東の

窓から入ってこられるのと伺等だったともいえる.

もっとも玄関から入らぬものに盗人がいるのであ

るが，あるいはもと惑の神の一種であったかも知

れぬ.

むかしは，婚礼，通夜など，祝儀不祝儀の寄り

合いの場所は，やはり神や仏を仲立ちとしたこう

した座敷で行なわれたもので，やはりいまでもパ

ーティーの部屋ぐらいがあるのが，まともな人間

の住居といえるのではないかと思う.

四

戦後すれ愛知県北設楽部の山奥へ花祭を見に行

ったことがある.その花祭は，年末から一月の始

めにかけて，寒中に行なわれるのだが，その祭の
まいど

場は，民家の土聞が「舞処」と呼ばれて舞台にな

る.近年は公民館などで行なわれるようになった

が，やはり近代化の波が，住居から，こうした空

30 

聞を追い出しているのである.

こうした村ー中の人びとのみならず近郷からも押

しかける土聞は，ばかでかくないと間にあわない.

住む部屋などはどこにあるかと思うばかりである.

この土問の上がり日に大きな神械があり，ここで

祭に用いる鬼商などが飾られてあり，土問の真ctl

には，大きな寵が据えられ，湯釜がかけられて，

湯立てのための湯がわかされ，天井から湯華を吊

り，四方に，さまざまな切紙が飾り付けられる.

つまり，この日は，人び、とばかりでなく，諸国の

神々を勧請し，神の降臨のもとに，いろいろな祭

事や歌舞が行なわれるので，土問は，神と人の交

歓するまったく次元の変った空間に変貌するので

ある.天地宇宙のエネルギーが一所に集まるので

あるから，人ぴとはすっかり土間であることを忘

れて，この111:ならざる空間のなかに身を委ねるこ

とになる.

企夜を徹して，ほのぼのと朝の光線のなかに，

いつもの土問をみいJ出すときの感慨は，無fまなる

ものがある.一夜の祈1の降臨の舞台となった，エ

ネルギーの溢れた土聞の生々とした息づかいは，

その入11flの住宅を蘇生せしめるカがあった.人前j

の住居が住居でない日が一日あることの意義の大

きさは，美事であった.

土問は， f農家では，作業場でもあるが，その家

の格式をも示すものであった.また舞台ともなっ

た精神的機能を果たす空間でもあることを次第に

忘れ，機械農業は，集団のカを必要としなくなり，

人は次第に孤独の道を辿り，閉鎖した住宅に篭る

ように余儀なくされてしまうのだろう.

五
次に，舞台における仮空の住宅の様をみてみよう.

かぶきの舞台では， もっとも立派なのが，御殿で，
主んでん

…名「金殿」という.正面を金襖で飾るからであ

る.多くは，時代物の序幕の場で，御所などであ
がわらでんじゅてな勺いかがh

る場合が多い r菅原伝授手習鑑』では，大序の

「大内山の場」がこれに当たる.多くは高足の高

欄つきの御殿で，階段が正面にあるという設定で



ある.次は「館」で，大l主，大名など，大身の屋
よしつおせんほん

敷である w菅原』では「菅原鈷J ， W義経千本
かわづらほうカずんやかt かなではんられしんぐり えん

桜」の i)11連法眼館J，W仮名手本忠臣蔵』の「塩

{f1館」などである.その次が，実録物などの武家

隠敷ということになる.

それに対して， IIlJ家といわれる商家は，多く，

芝!舌の見せ物が集r:!'する1占先が多い i弁天小僧J

( "菩iS詰ii紅諺白!)の「浜松屋J とか「刻i間

て '.J 梅雨小和IJ背八丈~)の「臼子屋」とかの1古先
つねあし

である.多くは常足の二重といって，時代物より低

い二重を組み，下の平舞台があり， J二ドで使われ

る.おなじ!吉先でも遊女屋の場合は，やや趣きが
いせおんどこいのねたば

変っていて w伊勢音頭恋寝刃』の iilli居」など

は，すべて平舞台で，正面に，大きな派手な暖簾

がかかっているという風情になる.

UL話屋体という場合は，多く貧乏な世話場の住

討で w四谷経談』の「浪宅」などが典型である.

~;i1\:;'原』の「寺子屋J なども，一種の「浪宅」で

あるが，二重になっており，生位話の『四谷怪談』

では，すべて平舞台である.二葉の場合は，やや

時代物で，世話や生i立話の場合は，多く平舞台に

なる.
あんじっ

il奄室」などの設定もかなりあるが，中足の二

重であることが多い.大方は，怪談や殺しのある
がつはおう せいげんさ〈勺ひめ

陰気な場面である r合邦』や r清玄桜姫』の「庵

室」が名高い.

そのほか『忠臣蔵』の「松の間の廊一わなど，

廊下だけをみせるものがあり，珍らしいものでは，

『先代萩』の「床下」などというのもある.これ

は T~ílの場の「御殿」をセリ上げて「床rJ になり，

仁木弾正の鼠の妖術をみせるためである.セリ上

げといえば，石川五右衛門の芝居の『金門五三桐』

では，南禅寺の「楼門」がセリ上がってくる様を

みせる.また「屋体崩し」という手法は，大建築

を崩してみせるもので W将門』では，相馬の古御
がま

所をつぶして屋根だけにし，その上に蝦墓の妖宇FI

を使って滝夜叉が現われる.
ぺにぎらかけざら

また近来は上演を絶っているが W紅血欠皿』

の大切で、は，洪水の場面で，屋体が流れて， i芋つ

沈みつする様を，敵対の情景のうちに，廻り舞台

を使間してみせる.この矧 1)舞台を11)，、て，住'七

のI!'をみせてゆく子法があって， !f -t:;:'~-[dl では í背

JJiiftí~ J が担って「学IlU所」の湯治iに，出[ifを伝っ

て転1111してゆく)，i;光から奥陀敷へ転換するとき

も，廻り ~ll\台を 11) 1，、る.

これなどは，舞台の 1'.の11:宅のJiCJ1，、fjとしては，

実際にはありえない絶妙な11:十1Htとでもいうべき

である. また i力、ン)lJii)返 lJといって，1主体がひ

っくり j返って!ぷ根になるということもある i弁

天小僧」の例では，大誌の「極楽;'j'ILII勺」の場で，

ト書によると，正面の練塀を上へ畳み上げると，

極楽寺の山門になる.ここで'1111子にかこまれて立

廻りがあって，見得になると，舞台は，どんどん

の入りし迫り上げの鳴物になり，この屋根を後へ

あおり返す， トこの後に山門を取りつけある と

F京人形』の自it1おE霊{本
f日中 tミミ喜f 奇k終伎舞~iliの定主主舞台委主E壁際It長}より

いう.多角形の屋体の変化がおこる.なかには，

「屋体崩し」といわれ，都会では見馴れている一

瞬にして家屋を崩してしまうということをやる.

かぶさ舞台の視覚的おもしろさは，舞台機功と

その大道具の発達による.住宅も，たまには，四

季の変化による移動ができたら素敵で、あろう.あ

るいは，近い将来の夢ではないかも知れない.

* 
わたしたちが，虚構の繁栄のなかで，無造作に

投げ棄ててしまったもののなかに，かけがえのな

い，大切な人114'1の生活の息づかいがあったのでは

ないだろうか. もう一度，その歴史の遺産を見直

すことによって，住宅に，幻想的な息吹きをとり

戻すことができないものかと，いまわたしは，密

かに想っている. (ぐんじ・まさかっ)
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助成研究一覧1986年度

助成研究費研究主査研究題目研究No.

2507jFIJ lIIi野発(見工芸大)通過儀礼・年中行事からみた111]家の伝統的生活領域に
関する研究

8601 

300万円青木交うたけし州大)台湾における日本l時代'古舎の変容および伝統的住空Il¥J
の構成に関する研究

8602 

250TjjTJ 佐々木嘉彦(八戸二[大)東北地方における新しい都市1:1:宅の構えガについて8603 

200万円竹下郷平II(九州大)個室成立以後の家族コミュニティー論に関する実証的
研究 その 2

8604 

2007:iIIJ 本Ilnw~文(放送火)集合住宅の3f'fmlliの手!と側にj却する研究(1)8605 

2507JilJ 北iiliかほる(大Tli火)子供のイ日l安保有が自立の発達と家族生活に及ほす影響
日米比較研究

8606 

200):iFLJ 手11うた(神奈川火)凶
上越市irl

'
ノ俣およぴ愛媛県二千'111{j;iの誹rtt:を 1:1:1心とする

山村および漁村における民家・集落の比較研究
8607 

100):iFIJ .lEJliJU院大)az
、
汁
刈集務総住環境の 1'1律的形成予法について8608 

収支JJlii好同線!交際lにおける氏'永・集洛の空IHJt1育成にi刻
する比較倒究(2)

300-J:i川IJIIIIノ](.1)&(泣ミ政大)8609 

フランス淡村における!万一住環境の整備改普予;去にWIす
る初fヲ且Z 300-J:iPI 総本信義(宇都大)8610 

伝統的者IITli集it環境における空間構成秩序の形成とそ
の姿I五!に関する研究

1707:iIIJ 'J~~{本紙iリI( 九去]:大)8611 

1707jPJ 八木ì!\~I:-- (Jlz'，立大)「自在i文イヒ村」にl対する総合的研究8612 

1507jllJ 小木新造(1m立桜aEiC俗博)江戸東京・生活祭1mにi刻する研究8613 

建築協定団地におけるデザインコントロール子法に関
する研究

2007iFLJ 耳言、(五くこ1:織大)辺8614 

130)j1IJ 111.1--光彦(金沢大)地域における住宅，1.試合計的支援モデルに泌する研究8615 

220);1[1 立星放安弘(熊本大)間住者参加盟集会役宅管耳Ilにi主jする比絞研究8616 

1607;FIJ i字(都立大)I-.!l'f 集合住宅地のEI;住人1]の構造に関するi弘WI!i研究8617 

近代における木造住宅構法の変遷とその成立構造
一一雨紀地方の木造住宅の五Jl，j11:研究

280);I'J 時(卦[1~下火)Lf手8618 

200JJFIJ j度辺iJ二)JJJ(八戸工大)木造住宅屋根部伎の笥'被安対策総;去に|おする研究8619 

1507jJIJ 飯塚Ji.l:I¥iI:話(績iMtI大)接着剤による木造1:1:1=1の補強効果
一一美しくて強い木造住宅への指襟

8620 

2507jJII 内111十字抜(京大)小径材を桜子状に干i'ílf?j したf主宅のための木造t{~に l!hlす
る|持i発研究

8621 

趨向!将住宅における l~JWJJtJ l振動感覚に|対する基礎的研
究

2007;11J IiIH(京大)和IrfIl8622 

2507jPJ 足 r;~í{:変Mt(."i~ 大)住宅の室内環境首hWl総合評価システムの開発研究
一一ーその 2

8623 

脳卒中発症の地域ij!交差に及ぼす社会経済婆iλi放びに自
然要因としての気候の影響に測する言明王研究

2007j内t¥千(東北大)-í-~'{ff 8624 

200万円

(2)は前年度からの継続研究

え(九州大)梅干!l'f住宅地の続殺手法とその熱環境形成に及ぽす効果8625 
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!はtJIの研究助成事業も発足以米14il三をかぞえ， 1986il三

!交の助成対象L 研究運営委員の諸先生がたのお力ぞ

えにより， liiH'l一覧表のごとく決定された.今年度か

ら《建築雑誌〉に 3おlにわたり公募の趣旨を発表した

こともあってか，助成申請の何二数は56iL1'(前年比37%

明)におよんだ.ーブri，助成の予算枠は前年なみとい

うこともあって，すぐれた研究言1-画にもかかわらず，

結果として，ご期待にそいえなかった多くの研究者の

方々には，まことに申しわけなく思っている次f1~である.

ここ数年の助成申請を分野別にみると(別表参!l日)，

1i:戸，住様式を対象とした分野，ならぴに都市，住宅

Ilill出の分野についてその件数は，それぞれほぽ安定し

た級相を示している. 一方，農村集落ならびに都千11の

朕史的研究，および、〈木造の見なおし〉の動向を主体

とした構法，生産システム研究の申請，ならびにJ1}J成

決定件数の1IJ1ぴは，これらへの見なおしを含めた研究

界の機運と共に，財団の積極的推進の姿勢の証左であ

り，今後とも，歴史に対する認識を通しての住文化の

将米への設定への貢献は，財団の重要な任務の中のひ

とつと考えている.

本年度の特徴として，住関連の技術分野の申請件数

が例年になく多くあったことがあげられる.研究に必

要な金額のオーダーの問題，また，民間企業研究機関

のカバー範囲との重複の問題からか，この分野に対す

る助成は申請の件数も比較的少なかったが，今年は公

募の形をより鮮明にしたこともあってか，その急、培に

つながった.たとえ，現時点では企業にとりあげられ

ないものであっても，先見性のある技術的研究に対し

ては，今後とも可能な範I)J]で，門戸をひろげていきた

いと思っている.

発展途 t国ならびに先進国を対象とした研究が，助成

の対象として注目されるようになったのは，ここ数年

の特徴である.ちなみに，この 5年間の 1年度あたり

の助成件数は2.2件(途上国)， 1.2111二(先進!韮)，合計

3.4件であり， 1977年-1981年の 5年1i¥J(J)1.21牛にくら

べて 3倍近くにおよんでいる.また，今年のJl)J成対

象研究チームの中に，従米の家政学的分野のスタップ

に加えて，医学地理，人文系際fl::学等:の専門スタッフ

の参加が散見されることは，今後の住宅研究領域の底

辺のひろがりを指向するものとして，期待される動向

といえよう.

当財団の設立の目的が「戦後の窮迫している住宅問題

の解決」にその源をもち住宅建設の総合的研究とそ

の公開，普及j を通じての往生活の向上への貢献をそ

の使命としている以上，助成の対象はひらたくいえば，

役に立つ研究であって欲しい(実践性)と願っている.

しかし呂先のことのみに捉われず，遠い将来をえとお

すこと(先見性)も重要なおi点と考えている.そして

これらのテーマの中で，政府公共機関あるいは民間金

業ではとりあげにくい問題を拾いあげていくのが，第

三セクターとしての財団の責務とうけとめたい.そし

て最後に，その研究は幅広い，学術的成果を期待でき

るものでなくてはならない(学術性)というところが，

助成研究へょせる思いである.

大坪 昭(おおつぽ・あきら/専務理事)

年次別，分野別，申請および助成件数，ならびに助成決定率

I~そ f主 戸 農村集落 都 市 都市計菌 構 i去 技術 合 計
住 様式 現代・歴史 歴 史 住宅問題 生産システム

'82年 3/6 =50% 4/4 =100% 2/2 =100% 5/10=50% 2/2 =100% 2/3 =67% 18/27=67% 

'83~ 6/13=46% 4/4 =100% 1/1 =100% 6/13=46% 1/1 =100% 1/2 =50% 19/34=56% 

'84~ 5/16=31% 5/5 =100% 2/2 =100% 5/8 =63% 3/7 =42% 1/3 =33% 21/41 =51% 

'85年 9/15=60% 3/3 =100% 5/7=71% 5/12=41% 2/3 =67% 自/1= 0 % 24/41 =59% 

'86年 6/15=40% 4/7=57% 3/6口 50% 4/11=36% 4/7=57% 4/10=40% 25/56=45% 

メ仁〉I、三1ti 29/65=45% 20/23=87% 13/18=72% 25/54=46% 12/20=60% 8/19=42% 107/199=54% 

(助成件数/申誇件数=助成決定率)
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〈江戸東京フォーラム〉発足
江戸東京の住宅・建築・都市研究情報センター構想の-1賓として，学際的なフォー

ラムを発足.江戸東京の生活安聞を考える自由なサロンとして活動を開始.

内 秀信図書・ 情報委員 (i:t;ifk大学工学部悠築学科Jl}J教授)

住宅建築研究所の|ヌ11i-宅を，主主創立i

f系の a引"11ヌlji館としてfl占1'¥11:ある魅力

(j'Jなものにするためにはザlli'(fiなIlil

題j2:織のもとに)，~:1';(I')な主主をいくつ

か設け，それに沿って幻紋を系統的

にlliijえていく必要がある. 1ヌJ.li:• 'l'N 

l~li委 11会でのこうした z議論の1\'から，

そのーつの千j))なテー?として rir.

"*;;({引すtJ とL、うジャンルカ可手か

ひど!-.った. これまで、見t;;(の，UIi]i"'iliJI'j'e

をT-l:fトlすてきた1)'lII1Mtiill¥と在、が，

それぞれ都I!i，n州と 11詑aの、工場から

これをいiじように従'定し，長JI究所ーの

大J5lell{{氏もかねてより点以のlliJ起に

|立!心をもっておられたから，このテ

ーマが、"t\ヌ1[1同ぞのーつの îfi~-~ なれと

なることに，比絞的すんなりとiたま

った.JJZf玉三宇?のひとりとして， ここ

でその滋[:;<1，抱気を説明しておきたい. • 現在 r東京論Jが大きなブームとな

っている.東京は，依r.~として住み

にくく，凡打しい持I¥iliで。ある、ドlfIi，

多十;(iなfllliiili:主tlI.をf;'j今った変イヒと ili)Jに

;叫んだ魅力ある討I¥diで‘もある.こう

した点以に対する関心が近年， さま

ざまなレベルでJJjまっているのである.

まず， di民的感覚から凡てみよう.

701Fil::の初めにはコンクリートジャ

ングルと化したこの!!l.F，1味乾燥な近代

都市は「東京{沙漠」と 11予ばれた.東

京は機能性や総済制:を追及する場で

あって， もはや!然史や文化を!感じら

れるような1好ではなL¥ といった!s?;

't'tカ吋怠かった. ところカペ 70"ドftf~色

、子のi~成長期i になって，身:i1LなノI:ì，丙

J;i.tt6を見詰める IIl{が'1:まれるととも

34 

に，むしろJ.Il:五〈は人びとにとって興

味ある対象へとj必|以した， Wrlllがiit

.(J:し，江戸ちモダニス‘ムも!:l.¥fじられ，

lIiJIIキにポストモダンの光司品をいく京

)}くは， どの関i'Tuiを切っても Iflil' 1 '、対

象として人ぴとのけに映るようにな

ってきた.

で1土佐Jつ、くりにlfii.り組む行政のfWJ

ではどうだろう.地方の11引に文化

の11引にという令IEI的なれjiliは. !.R)i( 

にもまた大きなiitグI!.~:.~ をりえた ， [J'(fiか

にもはや-W:)j(を郷黙とする人 I1も明

え，氷水の'1'に A つのI也)jを見る考

え}jも'1:まれてきた. ソフトな， 'i立と

が光行し主主主IJな者IliIiliil起の本Jtfを

おおい1(:;).すj(liはあるにしてもマイ

タウン見。;くJ という行1¥政のキャッチ

フレーズは， 1I.'jイ℃のfilliM:縦の到Jきを

うまくとらえていたといえよう.ア

メニテゎ紘とノj" fi!¥ilr尖， )告をもたと

文化などが高1¥や似の'1'でも 111¥ばれ，

郎氏の都市東京への関心もいっそう

1fJiまっていった.

80年代に入ると，だが， もう ーつ

の取裂な重JJ;きが出~r~ーになってきた.

間際化，刊J)~Il化が進行する1\'で，*

;j\の ð(~務常Illj，情報センターの役者Ij

が明大し，ややi定的イヒしていた告I¥fli

1m禿カ斗与ぴi汚泥になってきた. 長1¥心

の業務常IiIJイヒ， ジエントリフィケー

ションがjJtむ1¥'で，人びとの生活情

Iillはどうなるのか，また，大かH変IIH

発によって者I¥TIiの緑地やウォーター

フロントはどう変化するか.東京は

メト， 大きな11皮日告に立たされている. 

• ところが，この変化の激しい巨大な

ii!¥iJj'，見。j!..に!立jする研究は，どのう〉

'l'fにおいても u:ちj盛れていると，バ

わざるをえない.控訴i~. fi!ll!i;ij-jililの

う〉聖子でも，長Ililiの11淀a，I経史的建造

物， ;;l'，1iJl，it'七IBl!illなどが，それぞ

れ"i'f!>う〉的に，l!!iJ<<らi.l.ているだけで，

すで{本(1")なJ巴J%は十分ではないし，ゾ実ご

ド際3公1の封郊1¥ι桁川¥i訂川I刊市iIi

i"'t(J砂Jfヲ芝σ)，苦喜i干た1f自'[(れlニも j¥:(すている.

このような状j兄の1¥'で， 、"，研究所

の iヌ1;門家で，東京の it~七・建築・長11

，Ii関係の文献を系統的に収集し，こ

のう分H野fの'1十I'jげ、17川if』

そうという i計?けi十M附eポ刊H似川i叫え幻{は土' ゾミにタイムリー

で社会的にも大きなな義をもっちの

と，官、わ;/1..る.

-*}~(関述の文 iNKを多く 1桁践する lヌi

I'i:館としては，すでに告IU'ul''.Ii:同市

鉛(ì住民Jl~Jち)，J.!O;(ili政調究会 ili政

'.'/.I"JIヌI:'HW<Tイ¥:illl><:11上七守子公i主1)，

d吋〈反政会館内の特別[>(協議会資料

三ミ (Tf¥:fll[5{:JLsじ|ヒ) などカ三あり，

それぞれJ即日されているから，この

|ヌiilia宗では，それらと比べた特色を

，111，すために， i:i:'七，地主仏n下jil，1:111[i 

， il~!il，郎T1F~ Ii\J諭， tl'r波み，建築a，

MT¥J立[iilila，者I¥Tli形成a'd.'ど， Jl~ い

な11川えでの者IIIHにおける'l:iI有明liiJにI)ld

する文i欲， j1ill!!.1ヌiなどのもと料をi収集

することがぎTましいであろう

近:q三の -~c~jくへのjJJ，1心は， fiむ1けiI¥j[i

を咋1"1としてきた分世f以外のジャン

ルにも大きく!よがりつつある.その

，[.で， 1:好投み， 庁長も~(I勺，述書と， 長IITIi~;~ 

IilJなどは，ヰ年に|立j，心を引き付けてい

る.従って，このiヌI-it::京が I'.iliのよ

うなlり!舵な方針で文献を集めるなら

ば，関心を持っさまさまな分野の人

びとに利JlJさh，J.!Oi(研究に|立iする

やl際的な交流の場となっていく可能

性も大いに期待できるだろう.

昨年!交はf.初めに，東京の告l¥iliの

I!詩史を考える 1'，てi泣も.f(裂な時Jt!lの

ーつである大 IE.II行平日初期!の， いわ

ゆるモダニズムの11寺JtJJに出版された

都市青l'凶1，住宅問題などに関する合
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