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　このシンポジウムは、建設省が主導してい

る10月の「住宅月間」に協賛して私どもの財団

と日本経済新聞社が毎年「街並みシンポジウム」

と銘打って開催しているものです。

　街並みというのは、住宅そのものももちろ

ん堂々たる主役ですが、案外、門とか塀とか

駐車場とか物置とか、あるいは植栽、電柱、

電線、広告物といった、脇役なんだけれども

非常に重要なものがたくさんあります。私ど

もの財団は、主としてニュータウンといわれ

るような新しく開発する住宅地で、そういう

住宅以外の要素をもコーディネートして、環

境とかアメニティというものをつくり出して

いくことを仕事にしております。
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なみ物語」というテ

ーマで、見識の高
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い出演者の皆さん

のお話をうかがいたいと思います。

　きょうお集まりの方々は何らかの意味で街

並みとか街の景観とか環境というものに関心

をお持ちだと思います。きょうのシンポジウ

ムをきっかけとして、家庭で、職場で、美し

い街、いい街とは一体何なのか、どうやった

ら環境というものをよくしていけるかを考え

ていただければと思う次第です。
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家は「土」と「人」がっくる

　私は建築家として30年間に135軒の家を設

計いたしました。たぶん死ぬまでに160軒ぐ

らいを設計するんだろうと思いますが一一。

それから、これまで世界を旅行しながら、も

う数十万軒の家を見てきたわけです。その経

験のなかでわかることが幾つかあります。

　まず家というのは2つのものにくっついて

離れられないということです。1つは土地であ

ります。家は土地についている。土地から離

すことができない。

　その土地というのは何であるかというと、

もちろん土質であったり、地形であったり、

生えている植物であったり、降る雨であった

り太陽であったり、いろいろなものが複合さ
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れて「土」というんですが、それと切り離して

住宅を考えることはできない。

　もう1つは人であります。人が住むのが家

だと言えば当たり前ですが、この場合の「人」

は、そこに住むだけの人ではありません。た

とえば人が持っている組織、社会、技術、あ

るいは信仰、そういうものすべてが家を支配

しますね。その支配の仕方は実に強い。

　この2つ、土地と人がしかも同時に絡み合

います。同じ土地に違う人がいると、違うも

のができる。たとえば、山の谷間の小さな町

の真ん中に国境線がある。左側はイタリア、

右側はスイスだ。こちら側は灰色の石積みの

壁に灰色のスレートの屋根である。こちらに

くると、白い漆喰の壁に赤い屋根である。た

った1本の線の両側で建築ががらっと変わる。

これと全く逆もありますね。同じ人間が違う



地域に住んで全く違う家を作る例もあるわけ

です。

　だから「家は茸だ」という言い方があるわけ

です。茸というのは、その土地の木だとか温

度だとか、湿度だとか微生物だとか、そうい

うもの全部によって違う茸が採れる。

　茸はまた集団で生えております。家も同じ

で、たとえ散村といわれるところのいちばん

古い形の農家でも、ある距離を置いてはおり

ますが、基本的に家というのは集団で建って

おります。

　その集団は、何かあるひとつのものをつな

がりとして建っているわけです。たとえば農

業であったり、宗教であったり、国籍であっ

たり、そういうものをつながりとして建って

いる。それが持っている類似性、関連性が当

然出てきます。同じ地区の同じ回教徒であれ

ば、決してキリスト教徒のような家は建てな

いだろう。

　このように、まず土地が家を規制する。次

に人がそこに居ついて、その人の集団が家、

街並みを規制し始める。当然、人間の社会で

すから複雑化し、多様化し、大きくなるわけ

ですね。

世界各地の街から学ぶ

　私たちが建築の世界で「原始時代」という言

い方をするとき、それは住宅しか建築がなか

った時代のことです。そんな幸せな時代があ

ったんですけれども、これは非常に短い。そ

の後は、住宅以外に他の建築が出てくるんで

すね。人が5人集まってある集団ができる。5

人のうち1人が偉くなる。「家」以外に「宮殿」

ができる。また5人が「みんなで食物を保存し

ようじゃあないか」というと、「倉庫」ができる。

それを奪いにくる他の部族と戦う。そのため

に「城」ができる。そのうち「教会」ができる、

「駅」ができる、「飛行場」ができる。建築の種

類は人間の組織が複雑多様化すればするほど

どんどんふえてくるわけですね。

　だけども、たとえばイタリアあたりの小さ

な町や、ポナペとかポリネシアの小さな村へ

行ってみると、これはもう99％住宅で、プラ

ス日用品の商店が1軒とか教会が1軒とかであ

る。そういった集落の作られ方というのは、

その集落がどうしてできたかというそのでき

方、要因が集落の形を決定している。

　世界でいちばん乾燥しているといわれるイ

ラン高原では、雨がほとんど降りませんから

屋根はフラットでいいんですが、そのかわり

木もほとんどない。日干しレンガを積み上げ

て上に藁をのせ、その上にもう一度土を盛っ

て家を作る以外にない。その家はお互いに持

たせ合って作りますから土が連続してつなが

り、いつの間にかそれが集落になる。そうい

うふうに「土」がすべての要因として家を作っ

ていく。

　たとえばマサイ族の家がある。マサイ族は

私の見たかぎり一夫多妻制である。妻という

か、女が小屋を1子持っていて、そこに羊を

飼っている。1人の男が婚姻関係を結んでいる

女の小屋がぐる一つと円形になって、家とい

うのか村というのか、その中間みたいな形を

作っている。これは明らかに人間の関係で集

落ができているわけです。

　それがもっともっと複雑化していく過程で

いよいよ今日の街並みが出てきます。ローマ、

パリという街は宗教の街です。ローマの街は

有名な7つの丘を中心にできていて、その丘

を結んだ軸線上に街が展開している。それを

真似したのがパリですけど、パリは王権がそ

れを支配しますので、さらに王権が違う軸線

で結んでいって、パリという街ができていま

す。現在私たちがパリへ行って見るのは、明

らかにルイ王朝またはナポレオン3世が作っ

たあの王の権力の姿を見ているわけです。

　ニューヨークのマンハッタン、これは王の

権力でもなければ宗教でもない。いや、金に

対する宗教というのがあるとすれば、それで

す。あそこは地下が強固な岩盤です。全島が

岩盤であるということと、世界の経済の中心

になったという社会的、経済的状況が、あそ

こにあの世界遺産のような風景、街並みを作

ったわけですね。あれはあれで立派な街並み

だと思います。

　私たちは人類の歴史のなかで、いろいろな

街を知っています。なぜあの街が美しいのか、

なぜあの街は住みやす

いのかということを勉

強しながら、私たちは

街を作ってきたわけで

す。どんな街があるか、

次にスライドでご覧に

いれようと思います。

（編集部注　　紙面の都合

でスライドは一部のみ掲載

しました。）

宮脇澱
みやわき　まゆみ

建築家

1936年名古屋生まれ。日

本大学生産工学部教授。財

団のまちづくり設計競技審

査委員。東京芸術大学建築

学科卒業後、61年東京大

学大学院修士課程修了。

64年宮脇檀建築研究室開

設。日本建築学会賞作品賞

（松川ボックス）他受賞多数。

主な住宅地のまちづくりと

しては、「高須ニュータウ

ン」「シーサイドももち」「桃

花台ニュータウングリーン

テラス城山」「諏訪野団地」

などがある。住と住環境に

関する啓蒙活動も多彩に続

けている。著書は『街並み

を創る』『宮脇檀の住宅設計

ノウハウ』『それでも建てた

い家』『都市（まち）に住みた

い』『度々の旅』など多数。

　すまい・るホールは文字どおり満員。
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1マサイ族の住居、1集落に21のノ」渥力健っていた。猛獣避

けに茨・草で塀をつくり、家の中に財産の羊と人間とで住む。

7ニューメディナ（モロッコ）。旧メディナ

は壊され公団住宅が建つ。新しい地区とい

っても古い市街地だ。レンガと漆喰でつく

った立派な中庭型住宅が続く。

　　　　　　　　　　　　　　」

　　
2ブータンの住居。石置き屋根、段々畑、信州の家並みにそ

っくりだ。コンターに沿って部落ができ、家の正面はみな谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　に向いていた。
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8カサブランカ（モロッコ）。アラブ的・ヨ

ーロッパ的都市。道路か家の中を突き抜け、

最後は人の家の中庭に入る。
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襲撃
　　　配熱

量

3イランの城壁都市。軍の施設でも民家でも

王宮ても全部同じ土でてきている。土色で山

の形をしているのが山で、四角いのが家だ。

建物と自然との境がない。

9ミコノス島（キリシャ）。白、四角、長方形の窓、

アーチ型の入口。1種類の建物だけで変化のある街。

13ベネツィア（イタリア）。キャナルクランチに面

した街並み。木の杭の上に建てた街。窓を最大限に

して上物を軽減化した。現代でも木の杭を打つ。

14パリ（フランス）。エッフェル塔から。すべての

建築は道路の形態に従う。先端の三角形の部屋とい

い、建築家はナポレオン111世に激怒したのでは。

15ニューヨーク（アメリカ）。マンハ

ッタン。80×300mのグリッドに効率

よく空間を詰め込んだ技術の街。

19金沢。西の廓。軒高階高など、立面のプロポーシ

ョンを揃えた江戸から明治初期までの日本の街だ。
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20現在の東京。上から屋根を見ると非常に汚い。

今は密集した住宅を造らざるを得ない。
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21チハリーヒルズ。千葉県「あすみ

が丘ワンハンドレッドヒルズ」



4モロッコ、農民の集落。

家と家がつながり日干しレン

ガでできている。無造作に自

然自然に大きくなっていく。
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5スイス、典型的な風景。牧草の中に農家が点々とある散

村だったが、観光地化しペンションに変わっていく。　　　　・㌔
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11　デロス島（ギリシャ）。高い場所は神、ふもとは人間の

テリトリ。エジプトを起源にギリシャ、ローマの建築の考え方だ。
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6カトマンズの旧市街地。レンガの壁の3、

4階建ての家が密集している。ネパールは、

農業国だが、都市霧住居の方が質が高い。
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10ミコノス島（キリシャ）。岩で造る

家の隙間に石灰を埋めるため白くなる。
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16ポールグリモー（南フランス）。建築家スポエ

リ1人による外観の違う2000軒の街。
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17ビバリーヒルズ（アメリカ）。メイン

ストリートを上から見る。道路の両側に

自分の敷地を提供して道路を広く美しく

している。裏側にサービス道路が配置さ

れている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等　　　　　／N

　　　ツ　　　＿当　　　　　　　　　　　　　　　　・

12上海（中国）。旧フランス租界。イキリスの都

市労働者用住居のコピーだ。ドイツ租界、イキ

リス租界とともに戦後は中国人が住んでいる。

18フォスターシティ（アメリカ）。サンフランシスコ郊外。各家

から直接ボートで街へ出る。豊かさと広い国土が可能にした。

22高幡ガーデン54。宮脇事務所設計。

すべて曲線道路で、「疑似歩道」もある。

23六甲アイラントシティ。宮脇事務所設計。官地の

道路から民地まて続けて木を植え、官民境界を消した。

24桃花台。宮脇事務所設計。宅地に幅1mの緑地帯を

周らし、全戸の共有とした。駐車場もコモン広場。
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