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懸日本の住ま嚇！
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　本日の講演のテーマは、「アジアの住まい、

日本の住まい」と大変壮大ですが、正確に申

し上げますと、「ぼくの」がタイトルの冒頭に

付く、極めて私的な講演であることを、あら

かじめご了解いただきたいと思います。

　住まいというと、固定的なわが家、安定し

たわが家のように思われますが、実際に生ま

れた時から人生を終わるまでずっと同じ家と

いう方は、ほとんどいないのではないでしょ

うか。人生の中で幾度かの引越しを経験し、

移り住んできた歴史全体がその人にとっての

住まいになろうかと思います。

　そこで本日は、韓国、モンゴル、タイの住

まいを紹介し、日本の住まいへのヒントを探

りたいと思います。

韓国の伝統的な住まい

　韓国を代表するひとつの例なのですが、朝

鮮半島南端にプサンという町があります。日

本にも大変近い町ですが、そのプサンから西

写真1韓国ナムサ村の伝統的な住宅
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へ1時間余り行ったところにあるナムサ村で見

つけた住宅です（写真1）。ナムサ村の古い、

日本でいえば庄屋にあたる「チョンガー（荘

家）」の家です。このナムサ村はたくさんの家

が密集して集落を構成していますが、ひとつ

の家に入っていくためには長々と築地塀のよ

うな土壁に囲まれた道を通っていきます（写

真2）。この道はこの家のためだけにある道で

す。それどころか、このナムサ村には、あま

りちゃんとした道はなくて、団子のように固

まった集落にそれぞれの家に入っていくため

の独立したアプローチがついています。さら

に表の庭とは別にこの家の奥に回ったところ

にあるもうひとつの庭が「マダン」と呼ばれ

ている韓国の住宅にとって、なくてはならな

い中庭です。

　韓国は儒教の影響を強く受けており、住ま

いについても男の世界と女の世界が厳しく峻

別されています。男性というのは対外的、社

会的という意味であり、女性というのは私的

で、家庭の内側ということを意味しています。

表玄関は「サランチェ」という棟にあり、接

客のための空間です。それに対して、裏のマ

ダンは女の人たちが家事一切を行うための中

庭です。

　韓国は、日本と比較すると寒い所ですが、

日本の昔の家より開放的です。縁側がある一

方、障子でプライバシーを守っている部屋な

どを、目的に応じて使い分けています。各部

屋は、有名な「オンドル」という暖房設備で

床から温めます。韓国の障子は、日本と違い、

紙を内側に貼ります。内側に貼ることで、桟

がくっきり見えず、柔かな白い紙の空間に入

り込んだような部屋ができ上がります。一枚

目の扉を左右に開けた所に、もう一枚外側の

扉があり、こちらは外に向かって開くという、

実に機能的な障子になっています（写真3）。

　これに比べると日本の住宅は、最近はアル

ミサッシが入っていて内側にカーテン、和室

ならそこに障子がありますが、これほど空間

の豊さを感じないものになってしまいました。

しかもそのアルミサッシもたいがいは閉めっ

ぱなしになっており、夏には冷房、冬には暖

房をつけて室内の温度を調節して暮らしてい

ます。そこではちょっと暑くなってきたから

一枚上着を脱いでという感覚はなくて、暑く

なってきたら冷し、寒くなってきたら暖める

という技術に頼ってしまいました。

　いまぼくは、「暑くなってきたら上着を脱ぎ」

と喩えましたが、洋服に関していえば、罰し
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もこの洋服のなかに空調装置を付けて温度調

整をしょうとは思いません。寒くなってきた

ら津川も着て、襟もきっちり止めて袖もちゃ

んとボタンをかけていきますし、暑くなれば、

まず襟元を緩めて腕をまくって、そして必要

ならば上着はどんどん脱いでいくというよう

に、自分にとって快適な環境を自分の手でコ

ントロールすることができます。

　本来は建築も衣服の延長にあって、脱いだ

り着たり、あるいは適当に腕まくりしたりす

ることができたはずのものなんですが、だん

だん私たちはそれから遠のいてしまいました。

ゲルの学ぶ暮らしのしくみ一モンゴル

　モンゴルは、中国とかつてのソ連の問には

さまれたところにあり、その首都ウランバー

トルには約65万人が住んでいますが、そのう

ちの35万人ぐらいは首都に住んでいながら

「ゲル」と呼ばれる遊牧民のテントに暮らして

います。首都なのになぜと思うかもしれませ

んが、じつはアパートの数が足りないからで

す。90年代以降、すでにソ連型の社会主義を

脱却していま自由主義化を目指していますが、

その新生モンゴルでは次から次へと都市へ人

口が流入してきます。彼らはいわば自分の家

を持ち歩いているので、都市に住みたいと思

うとすぐにでも都市の際にゲルを建てて住み

つくことができるわけです。元来、土地所有

の概念がなく、500r㎡以内の面積を占有する

分にはなんら税金もかかりません。そういう

人たちが、山裾に自分たちのテント住まいを

どんどん広げていったところはゲル住区と呼

ばれています。

　しかし、これがまた具合が悪いわけです。

第一に、ゲルは動物の毛でつくられたフェル

トで覆われていますが、動物を飼ってる人た

ちにとってみればそのフェルトは家畜の副産

物ですが、都市に居住して勤めに出ている人

にとっては、それはお金を払って購入しなく

てならない建材になってしまうわけです。そ

れで、あんまり頻繁には取り替えられない。

そうすると老朽化してまいります。

　また、彼らが本来使っていた暖房燃料はア

ルガリという牛糞を乾燥させたものですが、

それが手に入らなくなるので石炭を使うこと

になります。石炭ストーブは火の粉が飛んで

火事が起きやすくなります。なにせ乾燥した

土地柄ですから火の粉を浴びるとゲルはおよ

そ3分から5分で全焼してしまいます。

　このように、ゲルという大草原に暮らして

いるモンゴルの人たちの住宅はきわめて合理

的で、もうこれ以上ないほどよくできている

のですが、いったん遊牧生活から都市に定住

し始めますと、さまざまな問題が起こってく

るわけです（写真4）。

　これは、ぼくがモンゴルに何回か行ったな

かで、もっとも驚くべきサンプルです（写真

5）。大草原のなかにポツンと建っているゲル

に、たった一家族が住んでいました。電気も

水もガスも全くありません。つまりそういう

都市的なインフラは全くない、冬にはマイナ

ス30度、40度のなかで、この人たちは暮ら

しています。よく見ると、ゲルの横にプロペ

ラがついていて、これがシュンシュン音を立

てて回って発電しているのです。この風力発

電によって、水も電気もガスもないこのゲル

のなかには、明かりが灯ります。

　さらに足元を見ると、ここにパラボラアン

テナが置いてあります。ということは、この

人たちは水も電気もガスもなんにもないとこ

ろにいながらにして、大相撲の旭鷲山が今日

勝ったか負けたかというのをちゃんと見てい

るわけなんですね。もちろんCNNも見ること

ができる。ということは、この人たちは、わ

れわれを支えてくれているさまざまな都市の

機能を全く持たずして、世界の情報にリンク

しているという、きわめて新しい生活のパタ

ーンを獲得しているわけです。

　これを見て、なんか古めかしい暮しじゃな

いかと思うかもしれませんが、そんなことは

ないのです。われわれは確かにこういう発達

した情報技術を今日ではみな使いこなしてい

るように見えますが、じつはマイナス30度、

40度にもなるような草原のなかで、たった一

写真2　築地塀のような塀に囲まれた専用の通

路
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　1955年東京生まれ。建

築家。早稲田大学教授。有

限会社ナスカー級建築事務

所代表取締役。86－87年

文化庁芸術家研修員として

スイスの建築家マリオ・ボ

ッタ事務所在籍。90年近

畿大学工学部助教授。94

年八木佐千子とスタジオナ

スカを設立。97年早稲田

大学理工学部教授。99年

「詩とメルヘン絵本館」で日

本建築家協会新人賞受賞。

他の作品に「早稲田大学曾

津八一記念博物館」「やな
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写真3　韓国の障子は日本と違い、紙を内側に

貼ることで桟がくっきり見えず、白い紙の空

間に入り込んだように見える
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写真4モンゴルの遊牧民

写真6厚着をした冬のゲル

58

写真5大草原のなかにポツンと建っているパラボラ・ゲル

家族でサバイバルするだけの技術はもう持ち

合わせていないのです。われわれはひ弱すぎ

て、放り出されたら明日にでもすぐ死んでし

まいます。ですから、この両方を一回目持っ

てるというのは、金輪際なかった、全く新し

い組み合わせの生活パターンだと考えざるを

得ない。ここからヒントを得るもの、触発さ

れるものは膨大にあるわけなんです。

　ゲルのなかはまん丸で、仕切りも、個別の

子供部屋もなんにもありません。ワンルーム

です。プライバシーなんか当然ありません。

なんにもプライバシーがない部屋で、どうし

て大丈夫なのかと思うかもしれませんが、こ

れが非常によくできています。たとえば7～8

丁目なると羊を何十頭か連れて、昼間は草を

食べさせに出かけます。そうすると、その子

は昼間の間、たぶん誰一人として会わないん

ですね。プライベートな空間は戸外に膨大に

あるんです。ですから、家に帰ってきたとき

は、お父さん、お母さん、兄弟たちに会うた

めに帰ってきてるんです。だから、間仕切り

なんかいらない。家のなかは、人と人、家族

が出会うための場所であり、そのためのスペ

ースですから、そのなかに仕切りなんか入れ

てはダメなんですね。そのなかで、家族で交

流というのも変ですが、交流をして、そして

外に出ると、無限のプライバシーがあるとい

うわけです。

　モンゴルで遊牧している人たちの暮らしは、

いろいろ優れています。たとえばデールと呼

ばれる民族衣装を着ていますが、夏には下は

Tシャツぐらい。冬になると、毛皮を何重に
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も重ねて、紐で縛っているだけです。同じこ

とは、ゲルについても当てはまります。夏場

はフェルトを一重にして、ちょっと裾なんか

まくって風通しをよくします。冬になると、フ

ェルトを三重にして、裾のところにスパッツ

のようなものをつけて隙間風を防ぎます。な

おかつ扉にまで厚着をさせて、なかの暖かさ

を逃げさせないようにして暮らしてます（写

真6）。

　こんなことができる家というのは、もはや

われわれはなかなか手に入れることができま

せん。しかし、日本は四季がはっきりしてい

るわけですし、ここから学ばなければいけな

い点もまだまだありそうだなと思います。

タイで見つけたシンプル住宅

　さて、3つ目の話題はタイです。

　じつは私が早稲田で学生だった頃の先生に

吉阪隆正という建築家がいましたが、吉阪先

生は、いつも禅問答みたいなことしかいわな

いアルピニストでした。夜中に布団がどこか

いって寒くて目が覚めたとき、対処の方法は

2通りある。ひとつは、どこかへ行ってしま

った布団を探し出してきて、もう一度、自分

のベッドまで持ってきて寝る方法で、もうひ

とつのやり方は、布団を探し出してその場で

そこにもぐり込むことであるということで、

物事にはたえずこの二つのやり方があるとだ

けおっしゃって授業は終わってしまい、その

後、お亡くなりになってしまったので永遠に

0
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その本意のところは聞けませんでしたが、で

も、なんとなく意味はわかります。

　つまり自分というものと環境というものと

の間にある、なにか不調和なことが起こった

ときに、それを調節する方法は、自分のほう

へ環境を引き寄せてくる方法と、環境のほう

に自分を引き寄せていく方法と、2つあると

いうことです。タイからはそんなことが学べ

るのではないかと思います。

　これはタイで見つけた世界で一番シンプル

な建築だと私は思っています（写真7）。ブー

ゲンビリアが咲き誇こるワッ・チェ・ヨーと

いうチェンマイにあるお寺ですが、なぜこれ

を建築かというと、この下に立派な木の寝台

が置いてあってお坊さんが休んでいるのです。

タイではお坊さんは昼寝をするのも修行のう

ちですが、とにかく蒸し暑く、日差しも強い。

ときどき雨も降り、風通しがないとやってら

れないんですが、見事にこのブーゲンビリア

の植物がそれを叶えてくれています。気持ち

のいい木陰を提供し、日差しはカットして、

風は通す。降り出した雨にも、いきなりは濡

れないですみます。ですから、これはまぎれ

もなく「建築」なんです。

　また、タイの人たちの住まいには、ほぼ確

実にこのような縁の下があります（写真8）。

この縁の下は、日本の縁の下のように湿気を

絶つだけではなく、明らかにこの空間を手に

入れたくてつくったと思われる節があります。

ここにハンモックを吊って寝ている人がいま

すが、ここで彼らが得たいと思った空間性は、

写真7ブーゲンビリアの木陰のシンプルな部屋

写真8縁の下にハンモックを吊っただけでも快適な空間

写真9タイ・ムアンポン村で見つけた美しい住宅

お坊さんが味わってる空間性とほとんど同じ

ものなんです。

　さらに、ミャンマーの国境に近いモアンポ

ン村へ出かけていったときにとても美しい家

を見つけました（写真9）。それは3軒セット

で1軒の家なんですが、それぞれみんな透明度

が違っていて、かなりしまってる小屋と、ス

カスカの小屋と、壁のない屋根だけの小屋で

できていました。知り合いのタイ人に聞いて

もらうとリビングルームという答えがきた部

屋はなんのことはない、屋根だけがあって、

涼み台があるものでした。要するに昼寝がで

きる、さっきのお坊さんのブーゲンビリアと

同じ環境なんです。

　最後に、ちょっと真面目に要約しておきま

すと、家は、ひとつの住まいに固定して住む

のではなく、一生涯を通じて、次々に移り住

んで、その時その時に応じて最も快適で都合

のいい場所、大きさ、形の家を住み続けてい

く。そのシリーズがその人にとって住宅、家

なのではないかと思います。

　それから家そのものが、ガラスによって固

定されていて、なかを暖めたり、冷やしたり

するのではなく、まるでそれを脱いだり着た

りするような家はあるか。ときどきに応じて、

気に入らなくなった洋服は脱いで、違う洋服

を着るように、衣替えができるような家はで

きないかということ。

　それから先程のモンゴルの話ではありませ

んが、家は、そのなかにプライバシーを確保

していくものなのか、それとも家こそが家族

が会うためのものであるのかというお話、そ

れらをとりまとめてお話しさせていただきま

した。どうもありがとうございました。
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