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1．屋上庭園の問題点

　現在、都市において建築がらみの緑化が大

きな問題として出てきています。これは、集

合住宅の問題でもあり、ヨーロッパの、特に

ドイツでは個人住宅でも建築の緑化への取り

組みということが大きな問題となってきてい

ます。私自身たいへん関心のある問題で、い

ろいろな形で取り組んでいるので、その話を、

したいと思います。

　まず、建築の緑化のことです。建築の緑化

への取り組みは、コルビュジェが屋上庭園を

提案をしたのが最初です。コルビュジェの屋

上庭園という提案は、地表をピロティにして

都市に開放しようとするものです。

　1920年代、30年代に、ピロティをつくっ

て駐車場や公共道路など、いろいろな用途に

使って、そして庭を屋上につくろうという考

えが生まれたわけです。これが日本にも盛ん

に影響を与え、いろいろな形の屋上庭園がで

きます。いくつもつくられていくのですが、

集合住宅やビルの屋上庭園というのは結局失

敗してしまうわけです。

　実際つくられた例をいくつか見ましたが、

なぜ失敗するかという前に、まず一つは、一

流の建築家が絶対やらないという問題があり

ます。たとえば丹下健三さんや、磯崎新さん

もやらない。なぜ一流の建築家はやらないか。

図1　アクロス福岡（1995）のステップガーデン
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これはもう理由は簡単です。屋上庭園を建物

につくると、何か訳のわからない薮のように

見えるからです。汚く見えるのです。要する

に建築が植木鉢みたいになってしまって、緑

と建築とが一体化しないわけです。建築とい

うものがあって、その上に何か申し訳みたい
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に緑が生えているようで、建築との一体性が

なくなります。一流の建築家は、表現上その

ような状態を非常に嫌います。それでは、一

流でない人はこれをやるかというと、一流で

ない人もやらない。努力がむくわれないから

です。

　私はいくつかの屋上庭園を見てますが、た

とえばある保険会杜で社長さんが、都市をも

っと緑化しなければ匹けないと頑張って、ビ

ルの屋上を庭園にしょうとします。そうする

と、屋上庭園は1階分の経費、つまり1階分お

金をかけると立派なものができるのです。そ

うすると緑があり、池があって相当いいもの

ができるわけです。できてしばらくは結構人が

利用していますが、半年ほどして社長が行っ

てみると社員がほとんど上がっていないので

す。昼休みにも行っても、女子社員が、失恋

したかイジメられたか、さみしげに座ってい

る、そういう感じのものになっているのです。

　屋上庭園がいままで日本でいくつつくられ

たことでしょう。結構、真面目につくられた

例があるのですが、どれもうまくいかない。

その一番の理由は、人が上がって行かないか

らです。これは面白い問題です。なぜ、人は

屋上庭園に行かないのか、これは簡単な問題

ではありません。人は下のほうの庭には行き

ます。不思議なことに、人間はやはりビルか

ら出たがっていると思われます。本能的にビ

ルから出たがっている。たとえ屋上といえど

も、ビルの中が嫌であると。ほとんどの場合

ビルは仕事場ですから、仕事場というのはそ

んなに楽しいものではないわけです。だから、

休み時間くらいは仕事場を離れたいと思うわ

けです。それで、ビルの屋上に、いうなれば

仕事場の上に庭園があるというのが結局、失

敗する理由であると考えられます。実用的に

も屋上庭園は失敗しているし、また、美学的

にも失敗しております。

　これをなんとか回復しようということで、

たとえば最近、福岡で試みられた屋上庭園が

あります（図1）。エミリオ・アンバースという

アルゼンチンの建築家が基本構想に参加した

アクロス福岡です。どういうものかというと1

階ごとに段をつけたビルをつくり、そこに緑

を植えました。地上から階段でずっと上がれ

るようになってます。その階段の手前には公園

があり、木はあまり植えられていないのですが、

広場になっている。ここから人は緑の階段を上

がっていくだろうと考えたわけです。



　それと同時に、緑が建物にとってつけられ

たような感じはしなくなります。公園側から

見ると、全部緑で建物は完全に消えてしまい

ます。しかし、反対側に回って見ると建物が

はっきりと見えて、そのへんで折合いをつけ

たわけです。ビルを挟んでこちらは全部緑側、

こちらは建築側というようにつくられたので

す。それができたときは相当の人が、この十

数階分あるところを上がっていきました。緑

のピラミッドを上るような感じではないかと

思います。

　私は数カ月前に行ってみましたが、下の公

園の広場は、昼休み時などには思い思いに人

が遊んでいます。しかし、階段には誰も上が

っていきません。よくわからないけれども、

変なものなんでしょう。緑の階段は確かに立

派なものです。ためしに私も上がってみまし

たが、わざわざ上がるものではないというか、

1回上がればいいというのが感想でした。

　やはり人間の心のどこかに、緑というのは

土の上に生えていて、という気があるのかも

知れない。どういうことか頭では理解できな

い気がします。もっとうまくやれば成功する

かという気はするのですが、この緑の階段の

屋上庭園も失敗しているのです。

2．土の屋根

　もう一つ、日本では、まだ実験的にしか行

われていないのですが、ドイツでたいへん盛

んに行われてきている建築の緑への取り組み

として、木造住宅の屋根の上に草を植えると

いう方法があります。木造住宅の屋根の上に

ずっと草を生やすわけで、これは環境を考え

てエコロジストたちが中心でやっているもの

です。

　これは、相当ローコストでやっています。

よくあんなタールの染みた黒い紙のルーフィ

ングの上に草を生やして大丈夫かと思ってい

ましたが、実際はそれでも大丈夫なようです。

もちろん日射はものすごくいいのです。当た

り前ですが、ローコストで緑がつくれて、冬

場は温かく、夏涼しい状態になるわけです。

これも私はずっと興味があっていろいろな事

例を見てきて、自分でも若干試みたりしては

いますが、これには、決定的な日本固有の問

題がありました。ドイツではいいが、日本で

はうまくいかないという問題です。

　なぜかというと、屋根の上に土の層をつく

って、その上に草が生えるわけです。それで

木を生やしさえしなければ、普通の草だけで

あるならば、直根層はいりません。しかし、

松の木などの木は根の先から酸を出して溶か

す性質をもっています。とくに松はたいへん

です。たとえば、松が岩に張りついた例があ

りますが、あれは養分を何から取るかという

と松は根から酸を出して、その酸で岩を溶か

して中の珪酸などを吸っているわけです。要

するに根はそのような力があります。草はそ

んな力はないですから、たいして耐根層もっ

けなくていいので、簡単に防水できるわけで

す。それで、屋根の土の下が、室内になるの

です。そうすると、夏になると土の空気が室

内に垂れてきます。ひやひやと非常に涼しく

なります。夏でも水を撒いたりするともっと

蒸発して涼しくなります。

　ところが、これが日本ではできないのです。

なぜかというと、梅雨時には土がまだ冷たく、

そこに温かい湿った空気が入ってきて、結露

を起こします。それでボタボタになってしま

う。これは床の場合もそうですが、地熱を利

用したいと思っても、地熱というのは心嬉し

く冬温かいが、梅雨時に今度は地面との接点

でベタに地面にコンクリートをつけるとそこ

に結露が起こります。要するにドイツは乾燥

した気候の場所ですから結露が生じません。

一般にヨーロッパは湿気が少ないから、可能

なのです。

　では、日本でこれをやってる人たちはどの

ようにしているかというと、見かけはドイツ

と同じです。ところが土の下に空気層を設け

ます。空気が抜けるようにしてやると、冷た

い土の冷気は室内まで届きません。届いてし

まうと結露が起きますから、一旦縁を切って

しまって、断熱をするわけです。断熱をする

ということは、日陰をつくるということです。

要するに、屋根の土と緑の層の温度が室内に

伝わらないようにしています。

　別の観点からコストの問題があります。空

気層をつくるためにはお金がかかります。ド

イツでは本当に簡単にやっているのですが、

日本の場合、空気層をつくって、断熱したり

しなければならないから、お金がかかるわけ

です。だから、この方法はあまり感心しませ

ん。もう少し何かうまい方法があれば、面白

い課題です。日本において戸建ての木造住宅

で（ドイツでも木造住宅でやってますから）で
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きる可能性があると思うので、私自身はまだ

諦めずに注目はしているわけです。

　緑の問題について興味深い資料があります。

芝棟という技術が日本には伝統的に伝わって

いますが、ここでは、それについて考えてみ

たいと思います。最後にそういうことを踏ま

えて、私自身がやっています自然の素材と植

物を何とか建物に取り込むという、無謀な努

力の成果をお見せしたいと思います。

3、日本人と緑

　まずこれは、屋敷の回りの緑が非常に美し

い例です（図2）。いまでは日本の農村でもな

かなかありませんが、昔は日本中こんな様子

でした。日本の農村へ行って、緑がきれいだ

と感じるのは、やはり防風林があるからです。

家の前に庭がありますが、庭の緑というのは

うに、隙間をあけて二段につくっていて、本

当にきれいでした。そのような風景を見てい

るとこういう時代もあったのだなと感じます。

それでいて、いずれも実用性のあるものです。

　次に都市に移りましょう。都市には、結構

いろいろな状態があります。先ほどもいいま

したように、日本では、つまり日本人は本質

的に緑を嫌がっているかも知れないという話

をしました。日本では、緑は放っておくとア

ンコールワットの遺跡ような状態というか、

緑の館になってしまいます。たとえば、世田

谷の方で、5年ほど放つといたら住宅がツタ

で包まれてしまったのを見たことがあります。

ツタを取ると、嘘かと思われるほど標識や電

話やベランダなどがよく見えました。私は、

日本人はこのような状態を長い間見続けてき

たのではないかと思います。たとえば人がい

なくなった家が5年くらいで植物に食われて

しまう状態を見てきたはずです。

灘
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図2　防風林が点在する島根県斐川町の農村集落

たかが知れていて、京都の庭に比べれば産み

たいなものです。しかし、防風林というのは

実用性から発達しただけあって、田園の中で

非常に見事に調和しています。この出雲の斐

伊川沿い周辺の防風林は黒松でつくられてお

り、たいへん名高いものです。この美しさを

保つためだと思うのですが、裏側に住宅を新

築して、表側をこのまま保存しています。本

当にきれいなものでした。いまは失われた緑

と人間との関係のよさが、ここでは感じられ

ます。

　また、北関東がやはり一大防風林地帯です。

それは、からつ風地帯だからです。この地域

での防風林はイヌツゲで、上にはツバキです。

ちょうど目の高さで、要するに外が見えるよ
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　要するにヨーロッパとは違うのです。よく

イギリスの芝生がきれいだといいますが、行

ってみるとわかりますが手入れは全然してい

ないです。もちろん庭の手入れはしますが、

郊外の住宅地も田園地帯へ行ってもずっと草

原が広がっていて、それ以上は寒さのために

育たないのです。ここが日本と違う点です。

　日本のように夏草が一夏で身長を越えるよ

うな所ではありません。日本人は緑が家を食

う状態を見続けてきた。それで、日本人は自

然の力に圧倒されて、自然は嫌だとか、恐ろ

しいので避けたいと思っているのかも知れな

いと思うことがときどきあります。



4芝垣

　日本の伝統の中にも、不思議な緑との関係、

非常に面白い現象があります。これはあまり

知られていないので紹介しますが、芝棟とい

う、茅葺き屋根の棟の上に草を生やすという

ものです。一見するといい加減に生えたみた

いで、確かにいい加減に生えてはいますが、

なかには大変きれいに、美しい景観をつくり

だしているものもあります（図3）。

　これはニラが生えています。これだけ見る

となんだかよくわかりません。知らない人が

見たら、これは何だろうと思います。特に外

国人が見たら、これは急なのか何なのか、サ

ッシがあるからかろうじてわかりますが、屋

根なのかどうかよくわかりません。これが芝

棟といわれるものです。現在では、青森県の

八戸の辺りから盛岡にかけた一帯でしか、も

うほとんど残っていません。

　芝棟とは、要するに茅葺きの上に草を植え

るものです。芝を植えたものだから芝棟とか、

土棟とかいいますが、植えるものの主な種類

としては、芝と野芝です。それからイチハツ

が非常にきれいに植えられることもあります。

またオニユリやイワヒバを植えたりもします。

山梨の方ではイワヒバを植えていたものもあ

りました。また、幕末から明治の半ばくらい

に撮影された箱根の宿場の古い写真などを見

ても、家並みにずっと植えられているのがわ

かります。

　実際には、ほとんどの茅葺きにかつて芝棟

が植えられていた可能性があります。調べて

みると、雪国にはないですが、北海道のアイ

ヌの家でもいくつかあります。それから、青

森からずっと関東にまでありますが、やはり

東日本が多いです。名古屋を過ぎると少なく

なりますが、九州にも若干あります。つまり

東日本の雪が降らない所を中心に、雪が降る

地域というか日本海側を除いてたいていの地

域にあったようです。

　この芝棟が現存しているのが東北地方の青

森と岩手なのです。それからフランスです。

驚くことに、まったく同じもので、イチハツ

の棟という一番きれいなものがフランスにも

あります。それから芝の棟ももちろんありま

すし、ユリの棟もあります。フランスのノル

マンディに近い南西部に残っています。結論

として、現在世界で残っているのは、フラン

麟繋繋
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図3　ニラの芝棟（青森県）

スの南西部と日本の旧南部藩の辺りだけとい

ことになります。

　これはどういうことか疑問なのですが、芝

棟をやっている人に聞いても理由はよくわか

りません。いや、昔からやっているからとい

うだけで、おそらくかつては、全面的に、下

の方の茅の面まで降りていたものだと思いま

す。屋根全体が芝の上に、要するに茅の上に

土をかけて、草を生やしていたのだと思いま

す。それがだんだん文明の度合いが進むに従

って、一番上にだけ去てい骨のように残った

ものだと思われます。そしておそらく太古に

は、ユーラシア大陸の北側の寒い所には全面

的にあった可能性があります。

　竪穴住居といわれているものがありますが、

実は全部草が植えられていた可能性がありま

す。これにはいろいろな証拠があり、まず日

本の証拠では、最近、いろいろ丁寧な発掘が

されてきて、焼け落ちた竪穴住居から茅葺き

の上に焼け土が載っている例が発見されまし

た。これはかっての冬の寒さへの対応だと考

えられます。しかし現在において、雪国に存

在しないというのは、冬に雪が積もると雪が

まったく土と同じ効果を、つまり保温という

効果を持つからだと思います。

　屋根全体に草を植えるというのはヨーロッ

パ北方のノルウェーにもあり、少し前までは

現役だったものが、いまは文化財として保存

されていたりしています。この手法が、結局

ドイツのエコロジストたちの元になるわけで

す。これは防水性の高い木の板や、木の皮、

たとえばカンパ（白樺）のような皮で、非常に

油分が多いものを敷いて、上にちょっと土を

置いて芝生を生やしてます。かつてはおそら

く大量に、ユーラシア大陸のヨーロッパ側に
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もずっと広がっていて、それがだんだん少な

くなり、北のノルウェーのほうではこのまま

残ったのですが、フランスの辺りでも若干芝

棟が残ったということです。同じことが日本

でも起こったのだと思われます。

　中国河南省の懇懇の遺跡は、いわば東アジ

アの最古の文明、おそらく縄文住居などの元

になったものだと思われます。股櫨はかなり

発掘が進んでいて、相当精度の高い遺物が出

ています。それによってわかるのですが、要

するに草を敷いた上に土を掛けていたわけで

す。中国で描かれた復原図がありますが、そ

れは明らかに間違っていて、草が生えていま

せんでした。土だけでは雨が降ってくるとど

んどん流されてしまいます。それで当時（いま

は股嘘は乾燥地帯ですが、当時は豊かな植物

が生えていた）、雨が多かったこともわかって

いますから、建物に草を生やしたものが正しい

です。おそらく日本の縄文住居も基本的には

このような股櫨などと兄弟みたいなものです

から、草が生えていて、それが芝棟という形

で残ったのではないかと、私は考えています。

　芝棟というものは、建築と相性がよいと思

われます。屋上庭園を考えてみると、．一流建

築家が屋上庭園をやらない理由の一つとして

建築と合わない、要するに建築と一体化して

いないという問題がありました。しかし、こ

の芝棟は一体化して見えます。私としては、

建築と緑を一体化させたい、緑を屋上庭園で

はなく、建築から直接生えているようにした

いという気持ちがあります。それともう一つ、

自然の素材を全面的に使って現代の建物をつ

くってみたいという、その二つの気持ちがあ

ります。それで、いろいろなことを試行して

いますから、ここでそれを紹介しましょう。

5．私の試み①神長官守矢史料館
　（1991）

　私はいままで2作しか建物を設計していま

せんが、これはその第1作目のものです（図4）。

茅野市という私の故郷の自治体の史料館です。

設計を頼まれたときに、史料館という用途か

らコンクリートでつくることになったのです

が、その表面を何かの自然の素材で包みたい

と思いました。ところが実際に自然の素材で

包もうとするとたいへんな困難に満ちており

ました。

　いくつか問題点があるのですが、まず、板

の問題です。製材した板は嫌だから割った板

慧：騨 続、鴬慮

翻

鋸

　　　　謹海沿購難動画　灘　
罎

蝋．

図4　神長官守矢史料館
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を使いたいと思ったわけです。そのへんから

たいへんなことになるのですが、昔は板とい

うのは丸太から割って使う、すなわち割板を

使っていました。その割板をつくろうと思っ

て、村の製材所へ行きました。割板は簡単に

できるだろう、ナタのような刃物を使って、

バンとやれば割れると思っていたわけです。

そこで自分でバンとやってみましたが、そこ

で止まったまま動きもしないので、相当みっ

ともない話です。わざわざ刃物屋でそれらし

き刃物をつくって行ったのですが、それでも、

抜けども引けども動かない。

　見かねた人が、戦前割板をつくっていた職

人がまだ生ぎているからといって連れてきて

くれました。『もう屋根屋の板金職人になって

いましたが、その板金職人さんが「しょうがね

えな」って、昔を思い出して、昔の道具を持っ

てきてくれました。

　まず、丸太を小割にする。端から刃を入れ
　　　　　くさび
た後、ずっと模で割っていくのです。チョン

チョンと刃をいれて、鉄の懊をさして、次に

ちょっと開くと手前の方に木の模を差して割

れを広げていきます。まず、鉄の模で割れを

つくり、木の懊で追っていくという手法です。

こうしていくと非常に簡単に巨木を割ってい

くことができます。どんなに太くても割れる

　　　　　　　　　　　　　　なたのです。次にそれを専用の両刃の銘を年輪に

あててポンと叩いて入れて、割り裂きます。

それを繰り返し二分の一、四分の一と薄く割

っていくわけです。最後の仕上げがまた微妙．

で、横にペロンと薄く剥げてしまうのです（図幽

5）。それを避けて、ちょうど真ん中ですっと

二分の一に割っていくために、内部応力をか

けるのです。微妙にかげながら、小さな刃で

キュッキュッキュッとこじ開けながら割って

いくのですが、それがものすごいスピードな

のです。

　じつは、はじめそれが簡単に見えたので、

自分でもやってみたのですが、私には長さ

30cmのものでも割れませんでした。30cm

のものでも横にペロンペロンと剥げてしまうの

です。微妙なことでしたが、彼によると、コ

ッさえ覚えるとどんなに長いものでも、どん

な木でも割れるといいました。なぜかという

と、戦前は農家が夏の間に伐った木を、屋根

用の木として貯めておきました。それを秋に

庭先で割るそうです。屋根に葺く屋根板とか、

クレ板とかいろいろないい方がありますが、

アメリカ風にいえばいわゆるシングルで、屋根

図5　割板の最後の仕上げ

用の割織です。だからケヤキでも、クリでも

割ったそうですが、クリが一番いいとのこと

です。私の史料館の場合はサワラですが、サ

ワラなんていう木は木目がとおっているから

どのようにでも割れるといってました。その

懸板はなかなかきれいでした。製材した板と

は全然違うのです。目の乱れ方が非常にきれ

いで、やはり自然の素材はいいと思いました。

　この史料館は先程述べましたが、一見自然

図6　神長官守矢史料館の内部①

図7　神長官守矢史料館の内部②
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の素材でできているようですが、じつは全部

コンクリートでつくられており、壁も土に見

えますが藁を入れたモルタルを塗って、その

上に土を吹き付けてあるという変なものです。

　図6、7はインテリアですが、藁入りモルタ

ルという、コストからいったら最低のモルタ

ルを塗っていますが、見た目はまったく土に

見えるのです。プロの人たちもみんな騙され

て、「いや一、立派だな、よくこんなに土を」

なんていわれましたが、よく考えてみれば、

公共建築で土を使ったら掃除もできないとい

うことでたいへんなのです。

　壁は白セメントと砂と鱗粉を入れて混ぜる

と茶色になり、そこへ藁を入れます。それを

木ゴテで塗るわけです。そうすると藁が見え

るのです。藁が見えると、まさかセメントに

藁が入っているとは誰も思いません。イメー

ジがどんどん藁に引きずられるわけです。藁

に引きずられるから、「あ、土だ」と思ってく

れるのです。これは大成功でしたが、騙した

例なのであまりいいこととは思いませんが。

　人間が物を見たとき、物自体を見るとはい

うけれど、実際はなかなかその物自体を見て

ないのです。半分は物自体を見て、あと半分

は知識として記憶で見ているということです。

だから藁だなって認識した途端に、イメージ

がどんどんセメントではなく土のほうにいっ

　　　　　　　　〆

ノ

／

てしまう、それが瞬時に起こるのです。人間

の目がそのようにできていて記憶しているの

です。それでだいたい全員が騙されます。

6．私の試み②　タンポポハウス
　（1995）

　このたび、自宅をつくりましたが、これは

自然素材の使用とともに、建物に雑草の代表

であるタンポポを植えようと思ってつくりま

した（図8）。

　ナラを床材に使いましたが、木取りは自分

でなんとかやりました。材はだいたい長さ6

m、末口が70cmの本口（もとくち）がlm

20cm位のナラです。ミズナラですが、山で

買うといくらかというとこれが6万円です。

しかし、これが業者を通るとおそらく板にま

でいく間に60万円位になってしまいますが、

自分でトラックを雇ったり製材所を探して板

までやってもらうと結構安くできます。ずっ

と挽いてもらって、ねかせて、もうこれで6

万円だから安いものです。いかに新建材が高

いかといってもしょうがありませんが、設備

投資は全然なしで、田舎の人脈と製材所のあ

いた時間にやってもらったからできたことで

す。これを真面目にやろうとしたらたいへん

な値段になるでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅニ

醸、　　一銭

　　　　墾黙欝　　齢

　　畿叢謬議建総論醸

　　暴　・糠提訴蕪譲鍮
　　黙　　　　　・　1

　　　　　　　　　了　　　　監

　　　　　　　碗　　　　縫　嘩　　　　　　い　。庫

轟

彗多

図8　タンポポハウス外観全景
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　また、鉄平石を壁に使おうと思いました。

私はその材料に対して何か、ある種の気持ち

を入れるために、いちおう自分で使うときは

必ず自分で真似事でもいいからやるようにし

ています。そこで鉄平石屋さんに行って、鉄

平石の欠き方を教わってやってみましたが、

これはわりと簡単なものでした。

　出来上がった姿を見ると、壁から屋根にか

けてタンポポが咲いていますが、建築と植物

がばらばらになった関係をやめて、建物と植

物が、それと自然の素材が、幸せな結合をす

る方法がないものかと思ってやってみたもの

です（図9）。

　じつは、私はずっとこの場所に住んでいた

のですが工事用の幕が取れたときは、近所の

知り合いのおばさんたちがどういうわけか寄

ってきませんでした。なにか遠くでヒソヒソ

やっているようでした。たぶんはじめは、こ

の家に危ないものを感じたのでしょう。小市

民的な社会の平和を乱すものというか、新興

宗教というか、そのような印象がしたかもし

れません。

　本当はもう少し、植物と建物がうまく調和

する予定だったのですが、やはりなかなかう

まくいかないようです。非常にむずかしいと

いうことがよくわかりました。タンポポが壁

から屋根にかけて一面に咲き乱れ、綿帽子の

時期になると風に綿帽子がヒラヒラ舞って一

瞬霞に包まれるような感じとか、いろいろ夢

想したのですが、実際はタンポポは屋根の上

に植えても、下からはよく見えないような地

味な感じです。

　西洋タンポポは派手に咲きますが、それに

負けてはいけないというので日本のタンポポ

を植えたわけですが、日本のタンポポは採取

するのがたいへんでした。それは、開花時し

か日本タンポポと西洋タンポポの差がつかな

いからです。そんなことにこだわらなくても

いいだろうともいわれましたが、わが家から

日本タンポポを再生させようなんて、いろい

ろ考えてしまったものだから、それで植えて

みたのですが、結局、地味で咲いているのか

いないのかわからないので、あわてて似たよ

うな花のクリアンサムをいっぱい植えたのです。

　このタンポポ仕上げのディテールは、最初

は屋根から壁にかけて全面的に草を植えよう

というものでした。しかし、工事の直前に屋

上庭園がある友人の家に行ったら、昼間に水

が根元からトクトク出ているんです。どうし

てなのか尋ねたら、「明け方に降った雨がまだ

出ているんだよ」ということでした。要するに、

土の層があまり厚くなくても、半日くらいは、

山と同じで浸み込んだ水が出てくるというこ

とです。それで「しまった！」と思ったのです。

全面的に植物を植えたら、雨が降った後は周

囲は晴れあがっても、わが家だけいつまでも

浸みてしまうことになります。それで結局、

土は全面的に入れないことにしました。むし

ろプラントボックスのようにして、なおかつ

水はけがいいようにコンクリートの屋根の面

から浮かせました。降った雨は屋根のピラミ

ッド部分のプラントボックスの中に浸みて、

そこから抜けて一気に下のコンクリート面を

滑って外に排出されるようになっています（図

10）。雨があがった後、30分くらいは水は出

てますが、これでもディテールがたいへんだ

ったのです。工事もたいへんでしたが。

図9　タンポポハウス2階の外壁
一灘馴糊一一

脾華

罎

図10　タンポポハウス仕上げのディテール
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図11　タンポポハウス入口部分

図12　タンポポハウス室内。漆喰で詰めている

46

　とにかくタンポポを咲かせなければいけな

いと思ったいたわけです。私は、「超高層ビル

タンポポ仕上げ」というのを最初からいってい

ました。みんながゲラゲラ笑うのが面白いか

ら。いまでも、超高層ビルをタンポポで仕上

げたら、綿毛の時期などすごいと思うのです。

しかし、超高層ビルにタンポポを植えても、

きっと花が咲いているのかどうか誰にもわか

らないでしょう。うちの屋根だってよくわか

らないのですから。超高層ビルタンポポ仕上

げは実現しなくとも、とにかくうちのタンポ

ポは咲かせなければいけないと、ジェンナー

のような気分でやったわけです。だから、タン

ポポを咲かすことだけを考えました。しかし、

咲かせることだけで、じつはタンポポの花が

枯れた後のことを考えてなかったのです。

　日本タンポポは梅雨の時期になると枯れて、

小さな葉だけが生き残っていきます。翌年に

なるとまたワーッと出るのですが、いまはた

まちなみ大学講義録1

だ汚いだけです。夏から秋にかけてはどうし

たものかと、いまあせってますが、それでは

代わりに芝を植えようかと、じつは今日も一

生懸命やってきました。

　図11は入口の所ですが、史料館同様ニセモ

ノの土です。木は自分の田舎の木であるクリ

の木を使いました。ベランダとサンルームを

兼ねた、明治時代にわりと流行ったスタイル

の一室もつくりました。冬はサンルームで夏

はベランダにというものです。図12が室内で

すが、これはやはりナラの木を挽いたもので

す。ところが隙間ができますから、それを漆

喰で詰めています。床にも隙間が少しできる

ので、それも漆喰で詰めています。ごまかし

ているというか、最初からその予定でした。

なかなかこうして見ると、自然の素材の力強

さと変化がよく出ていると思います。

7．工業製品の行方

　私が取り組んでいる自然の素材の問題は、

実際にやってみて当然のことながら、私自身

もこれが現代で一般的に使えるものだとは思

っていません。鉄平石を屋根に敷くといって

も、鉄平石の産出量もたかが知れています。

まさかみんなが山に行って木を伐ってきて挽

いてもらうわけにもいきません。タンポポを

植える人もいないと思うのです。しかし、こ

ういうことがそのまま現代の工業化時代に役

に立つとは思われませんが、21世紀において、

おそらく自然の素材の問題や、自然の問題を

建築レベルでどうやって取り込んでいくかと

いうことが、必ず大きなテーマになっていく

ということはもう間違いないことでしょう。

　工業製品は、いわば行き着くところまで行

っているといってもよいでしょう。これから

工業製品がどういう方向に、建築でいえば新

建材がどういうふうに進んで行くのか。

　ひとつは、いままでの新建材は基本的には

均質大量ということをやってきたわけですが、

均質大量というのはおそらく、技術のレベル

が低い段階であって、これからは逆にもう少

しばらつきを取り入れることが、可能になる

はずだと思います。

　たとえばコンピューターを本当に導入して

使うようになると、ばらつきということを、

工業製品の中にプログラムすることができる

わけです。いままではワンパターンのものを

9



大量につくっていたわけですが、その意味で

はその技術は20世紀的だと思います。おそら

く21世紀になってくると工業製品は相当にぼ

らつきとか、つまり自然が持っている性能に

学ぶことになるでしょう。自然が工業製品と

違うのは非常にばらついていて個別性が強い

ということです。それが、そのものの個性で

あり、味になっているわけですが、そこにヒ

ントを得たような工業製品というのが可能に

なるのが、21世紀だろうという気はしています。

　そうでなかったら、きっと新建材というも

のは、いつまでも自然の素材のまがいもので

しかありません。基本的にコストと性能につ

いては自信がありながら、表現については深

い劣等感を持っている。不美人というか、要

するにそういう状態を21世紀まで引きずるこ

とになります。そしてもし、工業製品が、新

建材が、そういう段階でしかあり得ないとす

ると日本の21世紀は本当に絶望です。

　しかし、私はそうではないという気がして

いて、おそらく技術がもうひと皮むけた段階

までいくと、鉄平石とか、割板とか、ものの

持っている味に近いもの、それは工業製品が

ものの真似をするということではなく、つく

りあげていくのではないかという気がします。

そのときに手本になるのは、自然の素材だろ

うと思います。

　自然素材が生み出す味わいをどのようにし

て工業製品が自分の質を上げるために取り込

んでいくか、というのが大きなテーマ、21世

紀のおそらく建材のテーマだろうという気が

しています。

　そのときには、時代錯誤的ないまの私がや

っているような、昔の原始人みたいな家のつ
ト

くり方というのが、なにか役に立つのではな

いかという気がします。もし、役に立たない

とすると、まあ私は変な人で終わるし、新建

材はいつまでも旧建材の真似をし続けるとい

う非常に不幸なことになるのではないでしょ

うか。

質疑応答

　　　話題のタンポポハウスを見せていただ

けて、たいへんよかったと思うのですが、藤

森先生は以前は積水ハイムの住宅にお住まい

だったと聞いています。以前のお住まいと現

在のお住まいの、住み心地の違いについてご

感想をお聞かせいただけませんか。

　皆さんご存知だと思うのですが、いまのハ

イムはほとんど普通のハウスメーカーと同じ

ような住宅になっているのですが、M1から

M3くらいまでの時代は完全なコンテナでし

た。私は、コストが安くて、地震に強いとい

うのを友人から聞いて住んでいましたが、気

に入っていました。なぜかというとただの箱

という感じで、表現がなかったからです。で

きたときでも近所のこどもが「いつできるの」

と聞きますから、「いや、できたよ」「屋根がな

いじゃない」「うるさい。屋根がなくたってい

いんだ」とかいっていました。まったく無表情

です。本当に実用的なもので、どこにも何も

表現らしいものがなかった。私はそれを非常

に気に入っていたのです。

　ハウスメーカーが売り出すものには、性能

の問題だけではなく、美学の問題があります。

この部分はライト風のなんとかだとか、元ネ

タが何かわかってしまう。それが、妙に何か

を埋めている気がしていました。基本的には、

消費者の好みの問題があるとは思います。た

とえば、ハイムのMlが失敗したわけではな

いのですが、表現という点では失敗している

というか、いまはっくられていません。いまは、

普通の表現になって、タイルを貼ったりほか

の既成の商品にずっと近寄っているのです。

　結局、消費者の好みというのが、常に何か

に引きずられているように思われます。それ

は、古い家のかたち、古い家の材料に引きず

られているのではないでしょうか。たとえば、

壁に貼るのだったらレンガがいいとか、屋根

には七堂がいいとか、横の筋が入るのだった

ら板の感じがいいとか、何かに引きずられて

いる。屋根の全体型から壁まで引きずられて

いる。私は、それは何か違うのではないかと

思っています。工業的につくっているのに、

工業以前のものに引きずられているのは、や

はり変だという感じがするのです。私は、ハ

イムがそうではなく、工業素材そのものであ
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つたから、好きで買って住んでいたのです。

　現在の家は、もちろんハイムとはぜんぜん

違いまして、今度は自分の表現だけですから、

いいも悪いもない。腹が立たないというか、

腹が立てば自分が悪いということですから、

これはこれで気に入っています。非常に極端

だと思いますが。

　皆さんにとっては、ハイムと私がつくった

家の真ん中の家を求める人たちがマーケット

なわけですから、そこをもう少し考えたらよ

いのではないかと思います。コンクリート打

ち放しのような、屋根のない家が最近多くな

ってきていますが、それを考えると日本の家

も結構変わってきた感じがします。

　非常に驚いた経験をしたことがあるのです

が、広島のほうで仕事をしている村上徹さん

という建築家がいます。その人の建物は、安

藤忠雄さんの影響を受けていて、ガラーンと

した生活感がない、物も置けないような空間

をつくりだしています。あるとき彼の設計し

た住宅を訪ねたのですが、一つは学校の先生

が住んでいて、もう一つには小さな商売をし

ている人が住んでいましたが、二人とも何も

ない空間のなかに住んでいる。びっくりして、

こんな生活感のない所でどうやって暮らして

いるか聞くと、「いや、これがいいんです」「生

活感のない生活をしたい」という。確信をもっ

ていわれる。生活感を生み出すものはたいて

い物、グッズです。これをどうしているのか、

聞いたら1階部分が半地下になっていて、そ

こに全部押し込んである。それで地上のとこ

ろは何もない状態になっている。

　要するに雑誌に載っているように暮らした

いということです。そういう考えの人たちが

地方でも出てきています。格別に裕福である

とは思えない人たちでも、そういうことをい

うようになってきました。つまり、モダンデ

ザインという1920年以降に生まれた鉄とガ

ラスとコンクリートの家で物を置かない、そ

こにきれいな絵と鉢の一つもあってという、

非常に無機的に過ごすことをする人が出始め

ている。もしかしたら21世紀は、そういう人

たちが多数派になるとすると、ハウスメーカ

ーのつくる家も結構違ってくるという気が一

方でしています。

　これからどうなるのかまったくわかりませ

んが、そういう人たちが出始めたことは結構

ショックでした。
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