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≡まちなみと住宅家族単位　　　　　　　≡

　いまからもう20数年前の話ですが、私は、

東京大学原広司研究室の研究メンバーとして、

世界の集落調査をして歩いた経験があります。

今日は、そのときのスライドを見ていただき

ながら、まちなみ、そして人間の住み方には、

じつにさまざまなものがあるということをご

紹介したいと思います。

　その前に、私たちが住みたいと思っていた

り、美しいと思ってるまちは、果たして本当

に私たちが理想とするまちなのかどうか、い

ま一度考えてみたいと思います。

　私たちは、一つの住宅に一つの家族が住む

　　多くの場合「核家族」といわれていますが

　　それが当然だと思っています。ところが、

一つの住宅に一つの核家族が住むという住み

方は、はたして普遍的なものなのでしょうか。

　これは横浜の金沢文庫のまちなみです（図1、

2）。1970年頃に民間のデベロッパーが開発

した住宅地ですが、そろそろ30年目ど経って、

かなり成熟したまちなみになっています。わ

れわれが住みたいと思ってる住宅のたぶん典

型ではないかと思います。人口密度は、大体l

ha当たり82．5人で、ゆったりしています。

　住宅を正面から見ると、カーポートがあり、

図1金沢文庫（横浜市）のまちなみ

家とまちなみ39　　19993

たぶん生け垣のすぐ後ろのところにリビング

ルームがあって、2階に子供部屋、寝室があ

る。さまざまな屋根の形がありますが、プラ

ンニングは大体同じです。この住宅地の特徴

というのは、外に対して、室内の気配がほと

んど感じられないことです。生け垣は非常に

きれいに手入れがされており、その生け垣に

よってつくられているまちなみも美しいと思

いますが、逆の見方をすると、その生け垣に

よって極めて閉鎖的なまちなみがっくられて

います。それと一歩、表に出ると、とたんに

道路というパブリックスペースに出てしまい

ます。いわば住宅自体が、まちに対して剥き

出しになっており、それと裏腹に生け垣など

で非常に防御的につくられています。

　もう一つ気がっくことは、住宅の中のさま

ざまな出来事が自己充足することを前提にし

て、この住宅地がつくられているということ

です。変な言い方ですが親子の愛1青や夫婦の

愛情という、愛情の単位がこの中に閉じ込め

られているという意味です。

　さらに、いまは崩れつつありますが、理念

的には家族メンバーのメンテナンスもこの中

に閉じ込められています。まちなみの側から

見ると、個々の住宅が自己閉塞的なものにな

っている最大の理由です。

図2金沢文庫で見かけた住宅の一例



　端的にいうと住宅自体が、住宅とパブリッ

クスペース、あるいは住宅相互に交流する装

置を持っていないというのが特徴です。こう

したスタイルは戦後初めて出現したものだと

思います。世界的に見ても珍しいつくられ方

です。私はかなり世界中の集落や住宅を見て

歩きましたが、ほとんど例外なく住宅という

のは外側との交流装置を持っている。それが

個々の住宅のあり方を決めているという側面

があります。ところが日本では、かなり豊か

な住宅地だと思われているところに建ってい

る住宅が、むしろそういう住宅の方が相互交

流のための装置を持っていない。その特殊1生

について考えてみたいと思います。一つの住

宅の中に一つの家族が住む、そのような単位

を私は勝手に「住宅家族単位」と呼んでいます。

家族という単位を住宅という空間装置と一緒

に考えていくと、いままで見えてこなかった

ものがいろいろ見えてくるような気がします。

今日は、その単位のつくられ方が、もっとグ

ローバルな目で見たときにどのような特殊性

を持っているのか、そのようなお話が、多少

できたらいいのではないかなと思います。

　次は、やはり70年代の初頭にできた高島平

団地です（図3、4）。大体12階から13階ほど

です。ここの人口密度がha当たり780人ぐ

らいですから、先ほどの金沢文庫の住宅地に

比べて10倍の人口密度です。ところが、つく

られ方の構図は基本的に同じです。片や非常

に豊かな緑の生け垣で囲まれていましたが、

こちらは玄関を出るといきなり廊下に出る。

その廊下に面して鉄の扉が並んでおり、反対

側はベランダが連なります。核家族が住んで

いること、自己充足的であること、非常に閉

鎖的であること、相互に交流する装置を持っ

ていないことなど見ていくと、金沢文庫の住

宅地の景観とはまったく違っていたとしても

構造的にはなにも変わらないのではないかと

思います。

　なにも金沢文庫の住宅地や高島平団地を町

田3高島平団地（東京都板橋区）

判をしているわけではなく、日本の住宅地は

多かれ少なかれこのようにできているという

ことを言いたいのです。金沢文庫の住宅地な

ど非常に成熟した住宅地になっていると思い

ます。でも、それは本当にいい住宅地なんだ

ろうか、なにかおかしい風景じゃないかと思

うところもあるのです。

　これが最初の問題提起ですが、私たちは、

ある場所に住みはじめてある時間を経過して

いくと、その環境をなるべくプラス評価した

いと思います。だから、どんな場所に住んで

いても、その環境を自分にとってプラスにし

ていくような住み方に変わっていきます。ど

こかおかしいのではないかという視点が、住

んでいるうちにだんだん失われていくわけで

す。それは、世界中の集落なり住宅を見ても

同じです。必ずしもその住宅と自然環境との

関係がそこに住んでいる人たちに適合してい

るとは思えないものもあります。でも、住ん

でる人たちは、それが自分たちにとってかけ

がえのない環境だと思って住んでおり、むし

ろ、そこに住む人々の強い意志のようなもの

を感じるのです。

サハラ砂漠の集落

　アルジェリアからチュニジアのサハラ砂漠

東端にある集落では、ナツメヤシがポツンポ

ツンと生えてるぐらいで本当になにも生えて

いない砂漠ですが、こういう所に住んでる人

たちがいるわけです（図5）。砂嵐がかなり頻

繁にくるので、砂かきをしないと、家が砂の

なかに埋もれてしまいます。彼らは1日の労

働のかなりの部分を砂かきに費やしています。

なぜこのようなところに住むのだろうか、私

たちから見ると、彼らがここに住んでいるこ

と自体が、間違っているのではないかと思え

るほどです。しかし、彼らはどこかと比較し

てここに住んでいるのではなく、つまり住み

始めてしまったわけです。住み始めたとたん

に、今度はそこに住むことの意味を彼らなり

図4住宅廊下
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山本理顕
（やまもと　りけん）

建築家。1945年北京生ま

れ。68年日本大学理工学

部建築学科卒業、71年東京

芸術大学大学院美術研究科

建築専攻修了、71年東京大

学生産技術研究所原研究室

研究生を経て、73年山本

理顕設計工場設立、現在に

至る。住宅作品「GAZEBO」

「ROTUNDA」により1987

年度日本建築学会賞作品賞

受賞。その他熊本県営保田

窪第一団地、緑園都市商業

街区計画・町立岩出山中学

校など、常に話題作を発表

してきた。現在は、埼玉県

立大学、公立はこだて未来

大学などのプロジェクトが

進行中。主な著書として

『細胞都市』（INAX）、『住

居論』（住まいの図書館出

版局）がある。
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図5サハラ砂漠の集落

につくっていくのだと思うのです。それを「文

化」と呼ぶのだと思います。これほどの重労働

をしながら、やはり砂漠に住み続けている。

それはひょっとしたら間違っているかもしれ

ない。われわれが住んでる住宅家族単位を一

つの居住単位とした住み方がひょっとしたら

間違っているかもしれないと先ほど述べまし

たが、それを見る目を、われわれの内側には

持っていないというのとあまり変わらないの

ではないかと思うのです。

トラジャ（インドネシア）

　もう一つの例をあげると、これはインドネ

シアのトラジャの住宅です（図6）。真ん中に

非常に大きな儀式空間があり、左側のほうを

「トンコナン」、右側のほうを「アラン」と呼ん

でいて、この二つの住棟で一つの住宅です。

アランというのは穀物倉庫で、真ん中の儀式

空間を挟んで、家族が二つに分かれた住宅を

持っているのです。

　アランの下部分は、男たちがたむろしてる

図6トラジャの住居（インドネシア）
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ような場所です。トンコナンの二階は非常に

狭くて暗い場所で、あまり快適そうには見え

ません。

　昔はトンコナンの下で水牛を飼っていたそ

うですが、二階が居住空間です（図7）。非常

に巨大な屋根ですが、居住空間そのものは小

さい床面積しかありません。つまり家族が住

むというよりも、これは部族集団のなかに参

加するための装置、住宅というよりも部族集

団に参加する儀式のための建築だと考えたほ

うが正しいのではないかと思います。儀式に

参加するということは昔から与えられた生活

様式を維持していこうとすることです。それ

が彼らの生活にとって非常に大きな時間を占

めており、それが目的化されているわけです。

生活という概念が、私たちの「快適な生活をす

る」という意味と全く違っていますが、これも

住宅の非常に大きな役割の一つです。

　私は家族というのは、常に共同体の中の共

同体であると思っています。そこに上位の共

同体と家族という下位の共同体をお互いに調

停する装置として住宅がある。つまり、自分

たちが住むための快適な装置ではなく、大き

な共同体のなかの小さな共同体、その二つの

共同体を相互に調停するための装置として住

宅があるのだと考えると、なぜ住宅があるか

ということが非常にわかりやすくなると思う

のです。本質的な意味で住むということは、

そのようなことではないかと私は考えています。

ペトレス（スペイン）

　ペトレスは、オレンジ畑に囲まれたスペイ

ンの村ですが、丘の上のほうと下に教会があ

り、全体に集落の配置が非常にはっきりして

いる村です（図8＞。ここでも共同体内の共同

体という構図は、はっきりと見ることができ

ます。上の教会は、クリスマスとか特殊な儀

式のために使われる教会で、下の教会は日常

的なミサに使われる教会です。この前にはち

ょっとした広場があります。

図7住居プラン
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図8ペトレスの集落（スペイン）
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図9住居プラン

図10室内からパティオを見通す

　街路は閉鎖的に見えますが、実際はそれほ

どでもありません。図9がプランですが、街

路を入るとすぐホワイエ的な場所があります。

奥にパティオがあってスッと抜けていますが、

おばさんたちが立ち止まっているところが非

常に開放的な場所で村の人たちは日本の農家

の縁側のように平気で入ってくるのです（図

10）。ヨーロッパの農業共同体的な集落には必

ず交流のための装置として、このような役割

の部屋があります。村の人たちが簡単にこの

部屋に入ってくるような場所になっています。

　先ほどの生け垣で囲まれた日本の住宅との

違いは、この場所だと思うのです。このよう

な装置のことを私たちは「閾（しきい）」と呼ん

でいますが、要するに、外の空間と内側の空

間を調停するような部屋、両方のちょうど中

間領域になってるような場所です。このよう

な「閾」と呼べるような場所がその住宅の性格

を決定的なものにしています。

アルベロベロ（イタリア）

　これはまた全然違う住宅ですが、アルベロ

ベロというイタリアの靴の踵のあたりにある

村です（図ll）。材料や形は違いますが、ペト

レスと全く同じ構図のつくられ方になってい

ます（図12）。

　石灰岩の石を積み上げて非常に特異なつく・

られ方をしており、街路は真っ白に塗られて

います。住んでる人たちが表でなんとなく涼

んでいたり、街路も住宅の一部として生活が

そこにはみ出しているような感じでした。ペ

トレスのホアイエ的な場所が、アルベロベロ

にもあり、街路空間と自分の家の内部とが一

体化されてます。最近はここも観光地になっ

てきてお土産屋が並んでるようですが、村の

人たちにとっては表も重要な生活の場所です。

チバイシュ（イラク）

　次は、イラクのチグリス川とユーフラテス

川が合流するあたりのチバイシュという場所

なんですが、水深が大体1～1．5mぐらいで人

間が立って歩けるような場所です。そこに泥

と葦で固めた島をつくり、家父長と子供たち

図11アルベロベロの集落（イタリア）
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図12住居プラン
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図13チバイシュの集落（イラク）
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図14住居プラン

が世帯を持って同時に住んでおり、かなりの

人数の人たちが一つの家族として住んでいま

す（図13）。

　プランで見ると、客間というか「閾」といえ

る場所があります（図14）。奥に台所がありま

すがここのガッテと呼んでる家具から奥には、

男たちは入れてもらえません。

　大きな部族単位で一つの大きな範囲を支配

しており、そのなかに、このような家族単位

の島があるんですが、一つの村に一つマディ

フとよばれる集会所兼ここの村長の接客空間

があります。

　マディフは非常に立派な建物で、村のなか

でもフォーマルな、ある構えた話をするとき

はここのなかで話をします。ですから、これ

も住宅の一部、装置の一つだと思いますが、

共同体内共同体を成り立たせるための装置の

一つがこのマディフなのです。これも「閾」と

呼んでいいと思いますが、それは必ずしも住

宅の内側だけにあるわけではなく、このよう

に住宅の外側にゲストルームのように出てく

る場合もあります。内部にはコーヒーを沸か

す炉があって、作法も非常に厳密です。ちょ

うど日本の茶室ような作法がこのなかで成立

しています。

グアテマラ

　次は、中南米のグアテマラの集落です。こ

れは、どこまでが家族の単位なのか全くわか

家とまちなみ39　　　1999．3

らない例です。教会を中心にして、周りに住

宅が点在してます。村の路地を歩いていくと、

だんだんこのようになっていくのです（図15）。

これは住宅の中の私有地なのか、街路なのか

判然としません。

　プランを見るとわかりますが、核家族とい

う単位で見るとその核家族が入り組んで住ん

でます（図16）。一体どこに家族という単位を

指示すればよいのかが非常にわかりにくい。

村の道がこの中をズーッと通っており、また

隣の住宅の境目もプランをとるとわかります

が、歩いてるとほとんどわかりません。

　これも中南米のグアテマラのナベンチャー

クという、わりに面白い村なんですが同じ構

造をしてます（図17）。ここには三つの氏族が

住んでいますが、その中にまた小さな親族集

団があり、親族集団のなかに今度は核家族の

集団があります。三つのレベルが錯綜してい

るのです。

　四つ住宅が並んでおり、一つひとつが核家

族でこの四つでひとつの親族集団です。日常

図15グアテマラの集落

図16住居プラン

ρ



的にはこの核家族単位の生活なのですが、一

カ月に二回ほどは全体で食事をします。親族

集団が一つの単位であるような食事会が必ず

あります。それと年に何回かは氏族を一つの

集団とするお祭りがあり、住んでる単位がさ

まざまに錯綜します。核家族単位で住んでい

るといっても、核家族があらわになる場面が

どの程度あるのかということを考えていくと、

なにが一つの単位かが非常にわかりにくくな

ってきます。

ガディス（スペイン）

　これは、スペインのガディスという集落で

す（図18）。ピョンと立っているのは換気塔で

す。非常に柔らかい岩なので、この岩を掘り

抜いて自分の住宅をつくっているのです。各

部屋ごとに換気塔が立っているわけですから、

この換気塔の下が居室になるわけです。

　プランを見ると核家族と思われるものがい

くつかありますが、ところが住宅が集まって

いても、そこに台所が一つしかないような例

もあります。そのため住宅の単位として、ど

こを指示すればいいかが非常に曖昧になって

しまいます（図19）。その上非常に乾燥した場

所なので丘の上が便所になっているのです。

そうすると、生活というのはどこを単位とし

て成り立っているかというと、ひょっとした

ら谷を巡って配置されているいくつかの住居

全体が一つの居住単位というふうにいえるか

もしれない。そのように非常に曖昧な関係に

なってます。

インド

　一つの居住単位をどのように計測していっ

たらいいのか。このことがようやくわかって

きたのは、旅もだいぶ最後になってインドに

行ったときでした。インドで見た住宅が示唆

的だったし、大きなヒントになりました（図

20）。

　インドの住宅の配置を見ると、全体の景観

は、大きい住宅、小さい住宅があって、一目

見ると本当にバラバラです。先程の中南米の

住宅のように、どこまでが一つの単位かが非

常にわかりにくい住宅です。

　インドの住宅というのは、あとからいろい

ろわかってきたことですが、「ダルワザ」「ドゥ

エリー」「アンダーラート」という三つの場所に

分かれています（図21）。ドゥエリーとアンダ

ーラートは女の場所であり、われわれはダル

ワザまでは入れますが、ここから先にはなか

図17ナベンチャークの集落（グアテマラ）

なか入れてもらえません。ダルワザは、男た

ちが一日中、なんとなくブラブラしてるよう

な場所で、あるいは客間のように使われる場

所でもあり、ときには男たちの寝室として使

われるような場合もあります。インドの住宅

はすべてこの三つのセットなのです。ですか

ら、カマドが幾つあるかとか、核家族が中に

幾つあるかとかは全く別にして、このセット

で一居住単位と考えていくと、非常にわかり

やすいわけです。

　インドの住宅というのは、常に呼吸してる

ように、大きくなったり、小さくなったり、

分裂したり、消滅したりしています。ですか

ら、村全体が非常にわかりにくいというのは、

単位がいつもある時間軸に基づいて動いてい

図18ガディスの集落（スペイン）

図19住居プラン
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図20インドの住宅

奥

中間

門

アンダーラート

ドウエリ

ダルワザ

　　　　　　　△

図21「ダルワザ」「ドゥエリー」「アンダーラート」

女の場所

男の場所

るからです。ただ、われわれ建築の側から見

ると、空間的なこのセットだけを見ていけば

いいわけです。このダルワザがいわば外部と

相互に交流する装置、先程いった「閾」にあた

るわけです。

ネパール

　ネパールは、インドの影響をかなり受けて

いるとろですが、普通の小さな村でも、いま

の話が非常に典型的に見えているような集落

があります。

　非常に小さな十数軒しかない住宅群ですが、

図22ネパールの集落
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街路に面して先程のダルワザのようなベラン

ダがずっと並んでいます。これは外部との交

流装置であり、このような小さな住宅群でも、

これが並んでいる景観は、まちなみという感

じがちょっと出てくるような気がするのです

（図22）。都市に移行していく萌芽のような感

じがするのですが、住宅自体に外部との交流

装置が必ずあって、それが並んでいくときに、

一つのまちなみというのが出来上がっていく

のです。

　そうすると、日本のまちなみというのは、

このような装置がいま一切ない状態で、たぶ

んこれは世界的にも珍しいことだと思います。

そのような住宅家族単位を核としながら、本

当に「まちなみ」というところにたどりつける

のかというと、どうもこれはちょっと違うの

ではないかという気がします。住宅の側にも

因子が組み込まれていなくてはなりません。

ネパールの小さな村で、このような因子がき

ちんと組み込まれた住宅に出会いました。

ハノイ（ベトナム）

　これのもっと極端な例があります。東京大

学の曲淵さんが調査したものですが、ハノイ

には奥行きが100mぐらいある住宅がありま

す（図23）。間口は非常に狭くて3mぐらいの

凄まじい住宅ですが、これもちょうど「閾」に

あたるような場所が入口部分を占めています。

これは都市の居住地をつくっていくときの一

番うまい方法ではないかと思います。すべて

の住宅が直接都市にかかわることのできるよ

うな配置計画になっているわけです。階段も

ない、上下に積むのでもなく、横に並べてい

く。横に並べて人口密度を上げるためのもっ

とも合理的な方法ではないかと思います。つ

まり「閾」によってまちなみができるわけです。

いまはその「閾」が店舗になっています（図

24）。

≡新たな住宅モデルの提案へ　　　　　≡

　このように世界の住宅群を見ていくと、先

程の日本の住宅地の、確かに美しい景観だと

思いますが、あのような核家族だけが自己閉

塞している住み方というのは、今後も続けて

いけるのかどうかが、非常に疑わしいのでは

ないでしょうか。あれは広く世界を見渡して

みれば、特殊な住み方で、むしろ少数派なわ

けです。今後は、すべてがそこで自己充足し

ているという単位に対する考え方を少し変え

o



ていかないと、たぶん地域社会というとこに

たどりっかないと思うのです。

　いまの「住宅家族単位」が一つの確固とした

単位と考えて密室化するように住宅をつくっ

て、外をいくら生け垣で囲ったり、美しいカ

ーポートをつくっても、その密室性が破られ

るわけがなく、どのような違った住み方の提

案があるかを同時に考えていかないと、まち

なみというとこにたどりつけないと思います。

　いまいいモデルがありません。都市居住の

モデルがいま全くない状態です。世界にはさ

まざまな類型がありましたが、日本のわれわ

れにも考案すべき義務があるような気がする

のです。都市の中に住む、あるいは郊外に住

むとしたら、どういう居住形態があるかとい

うことは、もう一度考えていかないと、相当

ピンチだと思います。

　これから20数年経つと、65歳以上の高齢

者が日本の人口の4分の1以上になるといわれ

ていますが、そうなったときには、一つの住

宅家族単位で自己閉塞していたら、とてもじ

ゃないけど、もたないわけです。それは内側

から破られつつあると思いますが、自己充足

している単位が破られていくときに次の受け

皿がないのです。これはかなり深刻に考えて

いかないど、単に景観の問題でもなく、一つ

の住宅をどうつくるかという問題でもないと

思います。一つの住宅も、それが単に住宅家

族単位のなかでっくられている限りは、どん

なにユニークな住宅であったとしても、私は

ほとんど価値がないと思っています。

　それでは、どのようにつくっていくか。さ

まざまな試みはありますが、それがどのよう

なものかまだ検証されていない状態ですが、

すでにその中になにか手がかりになるものが

あるかもしれません。

　それぞれ断片化した例をここでお見せする

ことが目的ではありませんし、自然の中で生

まれてきた住宅を手放しで礼賛するつもりも

全くありません。全部が必ずしも私たちのヒ

ントになるとは思いませんし、それはわれわ

れ自身の問題であり、自分たちでっくってい

かなくてはならない問題だと思います。

　ただ、ここでお見せした例のどれをとって

も、そこに住んでいる人々の固有の方法で、

家族という単位と、その集合とが、非常に見

事な方法で関係づけられています。私は、も

ともとその二つの関係、家族という関係とそ

の集合体の関係とは相互に矛盾するものでは

ないかと思っています。その矛盾する関係を

図23ハノイの住居プラン

図24店舗になった入口部分

調停する役割が住宅の役割です。日本の住宅

地の特殊性は相互に矛盾する関係のその一方

（集合の関係）を切り捨ててしまったことでは

ないかと思います。それも、まあ、調停の一

つの方法だとは思いますが、それでは住宅家

族単位が閉塞的になるだけです。

　この私たちの時代に固有の方法を試行錯誤

すべきだと思います。いまお見せした例は、

その一つひとつに意味があるというよりも、

そうした試行錯誤に勇気を与えてくれるよう

に思います。試行錯誤の途中経過が都市なん

ですから。さまざまな提案、実験を私たちは

いますべきではないか思いますし、そういう

義務があると思っています。

（写真・図版提供：東京大学生産技術研究所藤井・曲淵研究室）
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