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表紙エッセイ　　心に残るまちなみ

生活の場としての街路
　　ニアス島の集落（インドネシア）

二瓶正史

　スマトラのメダンから小型の双発機に乗って、スコール

の中を熱帯漏壷に囲まれた滑走路に向かって突っ込んで行

く。華僑の商人宿で一泊、さらに島の反対側に点在するニ

アス族の集落までランドクルーザーで道なき道を一日。

　今から13年前に行ったインド洋上の荒波に浮かぶニアス

島への旅行は、当時流行りの映画『レイダース』顔負けの

エキサイティングなものだった。

　その頃ぼくは宮脇檀建築研究室に勤務したてで、本業以

外に多くのものを宮脇さんから影響を受けていた。旅行も

そのひとつであった。前の年にぼくは、バリ島で夏休みを

送って帰ってきて興奮している宮脇さんを見て、遅れた休

みをとってバリからトラジャへ初めてのインドネシアの秘

境への旅をしていた。ここでプロトマレーの文化に魅せら

れ、翌年の夏の旅行がこのニアス島となったわけである。

　さすがにここまで来る人は少なく、民俗学や社会学の学

者、それに波を求めてくるサバイバル・サーファーぐらい

である。密林のなかの麓の道から延々と続く石段を上りきっ

た丘の上に、広い石畳の街路の両側に巨大な船の形をした

高床式の家屋が一列に並んでいるのが目に飛び込んでくる。

上ってきた石段を振り返ると、眼下にはエメラルド・フォ

レストが広がり、その向こうには波がくだけるリーフが輝

いている。

　ここはまさにヒルトップダウンである。巨大な石で造成

した幅20mほどの街路は、そこに生活する人の大切な生

活の場となっている。薬草を日に干している人、屋根材の

サゴ椰子を編んでいる人、洗濯物や寝具を干している奥さ

んたち。そのような日常的風景のなかにも、儀式に使うペ

ンチやテーブルが街路の空間に緊張感をつくっている。石

畳の街路はよく見ると石敷きのパターンが、中心から家屋

の足元まで、いくつかのゾーンで異なっていて、公共性の

高い領域から私的な鏡域まで秩序がありそうである。

　そう考えるとこれはまた、ヨーロッパとは異なったアジ

アの「人間のための街路」なのである。

（表紙写真：二瓶正史）

二瓶正史（にへいまさぶみ）

アーバンセクション代表。1955年東京

生まれ。79年法政大学を卒業後、82年

東京都立大学工学研究科修士課程修了。

都市形成史を専攻し、とくに東京の戸

建て住宅地がどのように形成されてき

たかを歴史的に研究する。その後、97

年まで宮脇檀建築研究室に勤務。住宅

地の計画・設計業務、戸建て分譲地の設

計コーディネートなどに一貫して携わ

る。最近は既成市街地の景観問題にも

関わっている。著書（共著）1『東京の町

を読む』相模書房、『街並みを創る』丸善。

／
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まえがき

　第3期『まちなみ大学講義録』をお届けします。

　手探りで始めた「まちなみ大学」というカリキュラムですが、年々マイナーチ

ェンジを加えながらも、座学、見学、演習などを取り混ぜ、また建築、土木、造

園、都市計画など、さまざまな専門分野の先生方の協力を得て、「まちなみ学」

と言えそうな実態が見えてきたのではないかと思っています。

　もちろんこの「大学」は学問のためにあるわけではなく、現実の「まちなみ」

や「身近な環境」を形作っていくための、実学の場として設けられたものであり

ます。しかし逆に如何に今の学問が、まちなみや身近な環境についての蓄積を持

っていないかということも感じずにはいられません。まちや住宅の作られ方が、

住宅は住宅屋、道路は道路屋、公園は公園屋、電気は電気屋、ガスはガス屋とい

う具合にバラバラなのです。環境学というものがあったとしても、それは、水屋、

植物屋、温熱屋、土壌屋などに分かれているでしょう。

　科学技術の進歩は数多くの専門分野を育て、たくさんの専門家を作ってしまい

ました。それはそれでいいのですが、それらの専門分野を単純に投入すれば「ま

ち」や「環境」ができるというものではないことも事実です。

　まちなみ大学では、個別の分野における到達点を学びつつ、それらを統合する

デザインの視点や技術を習得するということをについてのトレーニングを行なっ

たものとも言えると思います。

　わが国のエキスパートをそろえた講義をより多くの方に役立てていただこうと

いう趣旨で取りまとめたものですので、ご活用いただければ幸いです。

財団法人住宅生産振興財団専務理事大川陸
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住宅生産振興財団

まちなみ大学
第1回［開校式］

平成10年忌1998）7月3日

会場：住宅生産振興財団

［第3期］

連健夫

英国人の国民性

建築許可の厳しさ

ロンドンを中心とした住宅地

テラスハウス

田園都市

都市を囲むグリーンベルト

都市の中の公園

村の概念

公共住宅の建設

ドックランドの開発

コーポラティブハウス

コミュニティケア

AAスクールにおける建築教育

欝
譲

連健夫（むらじ　たけお）

建築家、連健夫建築研究室．主宰、多摩美術大学、東京電機大学非

常勤講師。1956年京都市生まれ。多摩美術大学卒業後、東京都立

大学大学院修上課程修了。ゼネコン設計部に10年間勤務の後、91

年に渡英、AAスクールに留学、　AA大学院優等学位取得。94～

96年同校助手、東ロンドン大学非常勤．講師、在英日本大使館技術

嘱託。96年3月目帰国、連健夫建築研究室を設立し現在に至る。

専門：住宅と都市、設計教育、学校建築、作晶にHIS（UK）Ltd、プ

レゲンス邸など。著書＝『イギリス色の街』技報堂、『学校建築海

外事例集』彰国社（共著）などがある。また、「建物でない建築」

96年、　「コラージュからの建築」97年と個展を行った。
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　第3期「まちなみ大学」の第1回講義として、

「英国の住宅・住宅地計画」を取り上げます。英

国は産業革命で住環境が悪化して以来、人々

にとって住みやすい住宅、まちなみとはどう

いうものなのかといったことを真剣に考え、

その中からいろいろな住宅地の計画手法を生

み出してきました。いまもその手法が、現代

の近代的なデザイン手法、あるいは住宅地の

計画手法に息づいており、そのルーツを見る

という意味で、「まちなみ大学」の一番最初に

この「英国の住宅・住宅地計画を取り上げるの

は意義深いことだと思います。

　まず最初は、英国人の国民性ということに

ついて少しだけ触れておきます。

　私が住んでいて感じたのは、彼らは建築と

かまちなみに対して強い興味を持っていると

いうことです。常に自分たちのまちなみを気

にしており、とくに伝統的なまちなみが好き

なわけです。それでもし住宅が建て替わる、

あるいはまちなみが変わるような事態が起き

れば、それについてひと言いいたいというよ

うな人がいっぱい出てくるわけです。

　たとえば、有名なロンドンのシティに建つ

ロイズ保険ビル（1986）ができ上がるときも大

論議になりました。リチャード・ロジャースが

コンペで取ったものですが、その斬新なスタ

イルに反対する人が周りにいっぱいいて、何

度も住民説明をするわけです。結果として、

ロジャースは多くの英国人が好むケンブリッ

ジにある古いゴシック教会の例を挙げて、そ

の周りにある建物は、それよりも300年以上

古いと。私が設計するロイズビルも、300年

後にはまちなみの一部となって、素晴らしい

ものになり得ると、歴史的な事例をあげなが

ら説得したわけです。以前新聞にも書いたこ

とがありますが（嘲日新聞』1996年6月4日号）、私が

言いたかったのは、伝統を大事にしながら、

同時に創造的なものを非常に大事にしている、

そういう国民であるということです。ミニス

カートやパンクファッション、ビートルズや

ローリング・ストーンズなどは英国から生ま

れているわけで、新しいものを寛容に受け止

めるところがあるわけですね。面白いなと思

うのは、パンクファッションのすごい派手な

人たちが電車に乗っていて、みんながそれを

微笑みながら見ていて、変な目で見ている感

まちなみ大学［第3期］講義録1

じがないのです。そういう眼鏡で英国を見て

いくとわかりやすいと思います。

　このような背景が英国の住宅や建築計画に

も関わってくるのです。まず言えることは、

ロンドンのみならず英国全土を見ても、新し

い建物を見つけることが難しく、築200年か

ら300年ぐらいの建物がいまだに残っている

のです。それを改修しながら使っているわけ

ですが、当然、時代によって使われ方が変わ

ってくるので、それに合わせて内部のプラン

やインテリアを変えていくということです。

それも非常にダイナミックで、道路側のファ

サードだけを残して裏を全部改修してあるも

のもよく見かけ、まちなみに対しては注意を

払っているのが理解できます。レンガ造のフ

ァサードを残して裏を全部改修するとお金が

かかりますがそれでも残すほうを選ぶのです。

　古い建物がなぜ残っているかというと、お

わかりの通りレンガや石の組積造ですから、

材料自体が強いことがまずあげられます。も

うひとつは先ほど言いましたように古いもの

ほど価値を認める国民性です。イギリス人宅

を訪問したときに、何か置物があって、「新し

く買われたんですか」と聞くと、三下な罪する

んですね。あ、しまったと思い、ほかの家具

を見つけて、「これ、なかなかいいツヤしてま

すね、古いでしょう」と言うと、ニコッとする

わけです。古いということが褒め言葉なので

す。中古のクルマでもかなりの値段で売れま

すし、ものすごく古いクルマがいまだに走っ

ているという状況があるわけです。

　それとさらに、建築基準法が非常に厳しい

ことがあげられます。しかし、基準法が一冊

の本としてあるのではなく、英国の場合はド

イツと違い、「経験主義」で前例があるかどう

かというのを、気にするのです。

　日本の場合、新しい住宅を建てるとすると、

まず確認申請を提出し、建築主事が建築基準

法と照らし合わせて、OKであれば確認する

という形式なのですが、英国の場合はビルデ

ィングパーミッション、つまり許可申請なの

です。それは、建築家でなくても、隣のおば

ちゃん、おじさんでも出せます。そして、建

築主事が自分の裁量で、許可すると建ってし

まうのです。法規というのは基本的にはある



わけですが、これは曖昧といえば曖昧で、厳

しさというのは基本的には、いまあるまちな

みを保存するという意味で厳しい。ですから

新しいものを建てるということに関してはか

なりの努力を要するわけです。

　ですから建築家のほうは、手を替え品を替

え、いろいろな材料を持ってきて、説得に当

たります。さらにその後住民説明を踏まえて、

「じゃあ、許可しましょう」ということになる

わけです。そのへんは個人主義と言いましょ

うか、役所の考え方もずいぶん違う。その担

当者がOKと言えばOK、ということなのです。

　建築基準法が厳しいというのはまちなみを

保存する意味だと言いましたが、私が公使の

住宅を計画したときにも、そのことを十分認

識させられました。ロンドンの中心のヴィク

トリア朝の住宅を日本国が買ってそれを改修

するわけですから、何をしてもいいのではな

いかと思うわけですが、建築主事が昔の図面

を持ってこいと言うのですね。しょうがない

ですから、図書館へ行って昔の図面を調べま

す。そして、昔の図面と現在とどう異なるか

を説明して、少し違うとなれば元に戻してく

ださい、と言うのです。

　その建築主事は、聞いてみると、大学の建

築学科のマスターコースを出た保存の専門家

なのです。保存（コンサベーション）の修士号

を取っているような人たちが多く建築主事に

なっています。それで、新しいものを建てる

ときでも、周囲のまちなみに合わせることが

基本になっているので、建物の材料やデザイ

ン、あるいは屋根の勾配などを留意しながら

設計していくことになります。

　それでは、英国の昔ながらのまちなみとは、

いったいどういうものなのでしょうか。ロン

ドンの都心から郊外へと住宅地を見ていくこ

とにしましょう。

　まずは写真1の建物が、ジョージアンの集

合住宅です。ロンドンの中心にはこのような

感じの建物がたくさんあります。18～19世

紀中頃の建物です。窓は縦長で、天井高はか

なりあります。レンガの色はだいたいベージ

ュ色。あるいは煤で汚れて黒くなっています。

つまり黒かベージュ色のレンガ壁であればジ

ョージアンと考えていいと思います。ジョー

ジアンは一般に装飾があまりなく、シンプル

です。これは建築家とかデザイナーに好まれ、

ジョージァン住宅がたくさん集まっているカ

ムデン地域などにはデザイナー、建築家が多

く住んでいます。

　次の写真2がビクトリアンです。19世紀中

頃から20世紀初頭の様式ですが、だいたい窓

の周囲には装飾がなされています。ビクトリ

アンというのは、英国の黄金時代で七つの海

を制覇した時代ですからお金があります。装

飾もかなり豊かものが見受けられます。レン

ガの色は多くの場合、赤レンガの色。そして

特徴としてはベイウインドウ、これは出窓の

ことです。出窓とはいっても、窓だけ出でい

るのではなく床から外に出てますから、日本

の出窓のイメージとはちょっと違います。

　いずれの様式もデタッチドハウスという、

2軒が1戸になった住宅があったり、それをず

っと横に延ばしたテラスハウスといったさま

ざまな住宅タイプがあります。

写真118～19世紀の中頃、ジョージアンの建物（ベットフォードスクエア、ロントン）

穫
～
馨
罐

囎
灘腰
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雛
羅
轍
繊

騒
～
難
灘

－
　
謝囎

騨
麟

写真2　19世紀中頃～20世紀初頭、ヴィクトリアンの住宅（ハイケート、ロントン）
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　もう少し外側に行くと、写真3のようなテ

ラスハウス的なものがあります。ちょうど

1920年から30年あたり、すなわち第一次と

第二次世界大戦の間に、郊外に向かって開発

業者が住宅地を、条例に従って建てていった

住宅です。これを条例住宅地というように呼

んでいます。

　「条例住宅地」と言われてもぴんとこないと

思いますが、産業革命を契機にロンドンに人

が集中して劣悪な住宅が増えました。なかに

は採光、通風が全然取れないような、密集し

た労働者の住宅がたくさんできましたが、こ

れは環境上良くないので、きちんと採光、通

風が取れるような住宅を建てれば、病気もな

くなるのではないかということで、新しい条

例が各都市にできました。その条例というの

が、道路の幅と、前庭、建物、そして後庭の

長さのルールでした。デザインに関しては何

も言っていないので、統一感はありますが、

やや味気ないまちなみになります。ロンドン

の中心から20kmあたり30kmあたりにこの

ようなまちなみが見受けられます。

写真3デタッチド風のテラスハウス、1920～30年代（フ
ィンチレイ、ロンドン）
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図1条例住宅地の典型的な住戸平面図（出典1）
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　多くの条例住宅地は図1のようなプランで

す。入口を入るとリビングがあり、ずっと奥

に行くとダイニングがある。そのダイニング

から庭が見える。そして2階に上がると寝室

があって、子供部屋があるというようなパタ

ーンです。そして寝室には多くの場合、出窓

がついています。

　中を見てみましょう。写真4は私が住んで

いたテラスハウスの内部ですが、手前がリビ

ングで奥がダイニングです。そしてダイニン

グの向こうには庭がある。これは、ダイニン

グとリビングがつながっているタイプでスル

ータイプと呼びます。スルーというのは見通

せるということです。分かれているタイプは

セパレートタイプといって、リビングとダイ

ニングが分かれています。このタイプは昔の

もの、または規模の大きい住宅によく見られ

ます。

　写真5は台所ですが、台所の多くは庭に面

しています。理由は料理をしながら庭で遊ぶ

写真4　リビングからダイニングを見る、繋がったものはス

ルータイプと呼ぶ

写真5庭が見える位置にキッチンが配されている

写真6　寝室のベイウィンドウ（出窓）、床から出ているの

が特徴



写真7　フラットタイプの集合住宅、1960年代（ウエスト
フィンチレイ、ロンドン）

写真8中庭は共用スペースとなっている

子供の面倒を見られるということ、庭でバー

ベキューなどをしたときに便利だからです。

　リビングには暖炉があります。といっても

火は使っていません。産業革命によって空気

が悪くなり、一切、暖炉を使ってはだめだと

いう法律ができたのです。したがって、いま

残っているのはすべてただの形だけです。燃

やせるような暖炉もありますが、高価な無煙

炭しか使えません。しかしながら英国人は暖

炉自体が好きですから、現在ではそこに電気

ヒーターを入れたり、あるいは照明器具を入

れて飾り場にしています。

　写真6は寝室ですが、ベイウインドウにな

っています。ベイウインドウは、できるかぎ

りたくさんの日差しを中に入れたいという要

求から生まれたものですが、北側のベイウイ

ンドウでもかなりの日差しが得られます。緯

度が高い国のひとつの工夫というわけです。

　写真7、8の2枚は、フラットタイプの住宅

です。これは、1960年代に建った建物ですか

ら、もうすでに40年ちかく経っているわけで

す。レンガ造りに勾配屋根ということで、ま

ちなみに合わせているわけです。ここに私は

2年ほど住んでいましたが、多くのフラット

の住宅はコの字型をしていて、中に共用の庭

を設けています。春から夏にかけては、ご老

人がベンチを出してひなたぼっこをしている

鞍適職

写真9リビング、家具はすべて備えつけ

写真10　流しカウンターの下に洗濯機、乾燥機が納まって

いる

という姿も見受けられます。

　内部を見てみましょう（写真9）。ソファー、

テーブル、ベッドなど家具がありますが、通

常英国の賃貸のフラット、あるいは賃貸の家

はファーニッシュドといって、すべて家具付

きです。したがって、借りるほうにとっては、

引っ越しするのが非常に楽です。お皿もやナ

イフ、フォーク、フライパン等の食器もつい

ているので、自分で持っていくものは沢山は

いりません。しかし最初に、インベントリー

チェックというリストがあって、フォークが

何本、ナイフが講本と、全部備え付けのもの

をチェックする必要があります。もし出ると

きにフォークが1本でも少なければ、その分

お金を払うということになります。

　バスルームは、バスとトイレ、洗面という

のは一つの部屋になっているタイプです。興

味深いのは、寒い国ですからトイレの下にピ

ンクのカーペットが敷かれていました。バス

のほうは、当然ながらそこでお湯を溜め、バ

ブルバスを入れて風呂桶の中で体を洗う。そ

して、お湯を流したあとシャワーで石鹸を落

として、出るという方式です。そうすると、

家族4轟いたら4回、お湯を満タンにするの

かと、不思議に思っていたのですが、ある人

に聞いてみると、英国人はほとんどがシャワ

ーを利用し、風呂に入るのは月に1度か、2度

　　　　　　　　　第1回英国の住宅・住宅地計画 9



写真112戸が1建物になっているセミデタッチドハウス、
1920～30年代（ウッドサイドパーク、ロンドン）

　　　　　　　　罷望掻掘，

写真121階建てのセミデタッチドハウス（フィンチレイ、ロンドン）

図2AJに掲載されたアンウ
ィンのイラスト（出典3）

10

らしいんです。

　写真10は台所の写真ですが、丸いフタがあ

るのは洗濯機。洗濯機は横入れのタイプでキ

ッチンカウンターの下に納まっているのが多

い。乾燥機も横入れが多い。私が使ったもの

は性能がきわめて悪かった。シャツを入れた

とき、乾燥機なんかは20分くらい回ってます

し、そして出してみると穴があいていたとい

うのが結構ありました。ですから私はあまり

乾燥機は使いませんでした。

　次の写真llは平屋で一軒家のタイプ。そし

て写真12は1階建のセミデタッチですね。セ

ミデタッチという2戸がひとつの建物になっ

ているタイプが、なぜ英国に多いのか、不思

議に思っていましたが、ある建築家に聞いて

みると、どうやら真ん中に壁があって、その

壁を共有できるという意味でコストパフォー

マンスがよいのが理由のひとつ。それともう

ひとつは、1軒の建物だとせいぜい150から

200㎡なので、ボリュームとしてそんなに大

きくはならない。ですから2軒を1軒にすれば、

ある程度ボリュームができるので、建物とし

て、まちなみとして感じがよいというふうに、

言っていました。

まちなみ大学［第3期］講義録1

　次に、住宅地計画という点で重要な、ハワ

ードの田園都市構想を見てみます。

　英国には曲がった道がやたら多い。地図を

見ていただくとおそらくすぐにわかると思い

ますが、真っ直ぐな道路はローマン道路とい

ってローマ人がつくった道路で、それはいく

つか残っていますが、それ以外の道路はほと

んどが曲がっています。これは中世のまちな

みにおける曲がった道路を受け継いでいるか

らです。そこには落ち着きと心地よさがある

のです。

　エベネザー・ハワードの唱えた田園都市構想

というものがあります。ハワードは建築家で

はなく、社会学者あるいは哲学者ともいえる

人です。彼は、都市には自然がないが、仕事

がある。一方、田舎のほうは、仕事はないけ

れども、湖や田園があり、自然豊かな所で暮

らすことができる。その両方の良さを兼ね備

えた「都市と農村の結婚」ともいうべき住宅地

を考えていく必要があると唱えたわけです。

彼は1898年に『明日の田園都市』という本を書

いたのですが、これが非常に衝学的で、世界

の住宅地計画に影響を与えました。世界中あ

らゆる所で、田園都市つまり「ガーデンシティ」

という街があります。日本でも田園調布があ

り、シンガポールや東洋でもいろいろな所に

ガーデンシティが見受けられます。

　彼自身は建築家ではないので、具体的なデ

ザインの話はしていません。実際に設計に携

わったのは、レイモンド・アンウィンとペリ

ー・ pーカーという建築家です。主にアンウィ

ンが担当しました（図2）。彼はハワードのア

イデアを具現化して、実際に住宅地を設計す

ることによって、その考えのよさが理解でき

るのではないかと考えました。最初にアンウ

ィンは、何をしたかというと、まず彼が非常

に好き好んだ中世のまちなみを調べてみたの

写真13中世の面影を残すカージィ村



です。英国の中世のまち、たとえばカージィ

村という、16世紀につくられた村があるので

すが、そのなかからさまざまなデザイン要素

を分析・抽出したのです。写真13を見てもお

わかりでしょう、道路がゆるやかに曲がって

いますね。また彼はドイツの中世の住宅地も

調査して、落ち着きと変化のある住宅地のデ

ザインボキャブラリーを整理しました（図3）。

　たとえば、共同地をつくるとか、中心核を

設けるとか、あるいは住宅地はコテージ風で

あるとか、道路は曲げるとか、曲がった道の

閉じた空間とか、あるいはさまざまなタイプ

の住宅による不規則性、所々に設けたオープ

ンな共同広場、教会や公共施設によるまちの

中心性などの要素を抽出したのです。

　家の方向は、こっち向いたりあっち向いた

りしてますね。1階建てがあったり2階建てが

あったり、そして、連続住宅があったり、あ

るいは、庭先に沢が流れていたり、前庭があ

ったり、非常に変化に富んでいます。これら

を彼自身は設計のデザインボキャブラリーと

して設計に活かしたのです。それと、彼自身

が、非常に熱心だったのは、アンウィン・パタ

ーンと言われてますが、条例住宅地にあるよ

うな、真っ直ぐに戸建やテラスハウスを並べ

るのではなくて、真ん中にコモンガーデン、

つまり共有の庭を設けて、そして周りを囲む

ように住宅を配するアイデアです。

　いわゆる住宅地計画のエッセンスがここに

あるわけですが、これらは、いまの住宅地の

設計において使われている手法です。これが

19世紀の終わりにすでに考えられていたので

すから、驚きです。アメリカのラドバーンシ

ステムにもこのやり方が用いられており、現

在でも学ぶべき点が多々あります。

　彼が最初に関わったのがレッチワースとい

うニュータウンです。コモンガーデンを住宅

でずっと囲んでいます（写真14）。プランを見

てもおわかりのとおり（図4）、住宅は出たり

入ったりしています。同時に、テラスハウス

があったり、戸建てがあったりというような

ことで、変化に富んだ、さまざまなタイプの

住宅が並べられています。そして、道路も、

真っ直ぐの道路を設ける場合は必ず、道路の

エンドにはアイストップとしての建物を配す

るということを彼は行ったのです。

　次に彼が設計したのは、ハムステッド・ガー

デンサバーブです。住宅地のデザインや道路

配置は放射状に広がっているのがわかると思

　低層低密度構成　　　地区建ぺい率は

　　　　　　　15％程度
密度は30戸／ha

等高線尊重

自然尊重
道路と建築線の分離

クルドサックをつくる

敷地のDIF比は
大きく

D：奥行　F：間口

敷地，街区，地区レベル クォドラングル
　　　　　　群化の手法

連続型

住戸形式

町の境界を明確に 共同地をつくる

視覚的空間構成

中世主義

中心核の強調

道路は曲線

住宅方位は
自由に

住戸レベル

住宅はコテージ
ふうのデザイン

条例住宅地批判

図3アンウィンの住宅地計画デザインボキャブラリーをまとめる（出典1）

攣

　げ耀響獣

写真14　レッチワースのビレッジグリーン、コモンガーデ

ンを住戸が取り囲んでいる

一・D転ゆ

　　　　　　　　　　一一雨

　　　　　　　　　　・一編．、

　！・一・盤一L㎞塩・郵一・…　　　　　　1昏

図4ビレッジグリーンの基本になった配置計画図（出典3）

図5緩やかに曲がった道において、視線を受けるように住宅を配している（出典1）
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写真15ハムステッドガーデンサバーブの入口に建つ集合住宅

います。放射状に広がっているということは、

当然ながら中心性があるわけです。その中心

性の部分に、教会、あるいはシティホールと

いうような、まちの中心的な建物を配置して

います。そして、あとは環状道路を設けるか、

あるいは曲がった道でつないでいくというこ

とを考えたのです。道路の曲がった所には、

図5のようにアイストップとしての住宅を配

置するのです。また、彼は住宅地の入口に大

きなゲートを設けようと最初は考えたのです

が、ゲートよりはむしろ住宅を建てて、住宅

建物自体をゲートに見立てようということで

写真15の建物は、この住宅地の入口なのです。

また、住宅地の中心には教会と市民センター

があります。

　最初はいろいろな階層の人たちが一緒に住

むというアイデアだったのですが、なにぶん

環境が大変よく、私もできれば隠居したらハ

ムステッド・ガーデンサバーブに住みたいと

思うほど魅力的なので、いまはもうお金を持

っている人しか住めなくなってしまいました。

そのへんは、ハワードの理念とはちょっと乖

離してしまっている状況です。

写真16田園の中に建つ郊外の住宅（デボン）

12

　’@’@ノ@’f
’
’

匿翻グリーンベルト

｡都市地域

　　リーズ

@　　◎
奄奄堰G撚；二；　

@　“

�S
@＝・・”」＿

リバプ→|愈スター．
@　　蟻＿、　　　　　　　　　ロンドン　　．，。，。鱒…1

図6　各都市を緑の抑止帯グリーンベルトが囲んでいる（出
典4）

　次に公園のことについてお話いたします。

ロンドンをはじめマンチェスター、リバプー

ル、バーミンガム、ブリストルなど、グリー

ンベルトが各都市を囲んでいるのです（図6）。

グリーンベルトというのは、都市がある規模

以上にならないようにしている抑止帯なので

す。このまちはこのくらいの規模がいいだろ

うということで、計画的に都市のサイズを決

めておき、その周りを公園で囲んでいます。

緑を供給するということもありますが、同時

に、ずるずると都市が膨脹しないようにして

いるのです。日本の場合を考えてみると、横

浜、東京、千葉がずるずるとつながっており、

区切りがありませんでしょう。けれども、そ

ういうことは英国にはなく、一旦必ず都市の

区切りとしてのグリーンベルトを通り次のま

ちに行くという構成になっています。その囲

んだグリーンベルトを過ぎると、田園の風景

がずうっと広がります。そして、広がりの中

にポッポッと農家が見受けられます。

　　　　　　が置かれている

まちなみ大学［第3期］講義録1

写真18　リビングにはコンサーバトリーというサン

ルーム的な場が設けられている



　写真16の農家は、私の友人の家ですが、敷

地の中に池があって、その池で舟を浮かべて

楽しめるほど大きな敷地です。居間は、もち

ろんリビングと言いますし、あるいは応接と

いう意味のレセプションとも言います（写真

17）。そして居間の奥にはペンチがあって、日

差しがたくさん入るアルコーブが設けてあり

ます（写真18）。彼らはこれをコンサーバトリ

ーと呼んでいます。辞書で調べてみると、「温

室や保存」という意味です。これはどうやら自

然や緑、光も緑も享受できるような場所とい

う意味でコンサーバトリーらしいです。大き

な住宅でも、必ずこういつた温室（サンルーム）

のような場所が用意されています。

　さらに都心の中にも緑、公園がいっぱいあ

ります。私はロンドンに行って一番助かった

のは公園の多いことでした。なぜかといいま

すと、当時、息子が4歳と2歳だったのです

が、公園がそこらじゆうにあるので連れてい

けば、放し飼いにできるのです。どこを走ら

せても安全なので非常にありがたかった。

　なぜあんなに公園が多いのかというと、も

ともと貴族が持っていた土地が、ある時期に

数多く公園として寄付されたからなのです。

そのきっかけは、19世紀半ばにオクタビア・

ヒル女史が都市環境の劣悪化に対して、彼女

が行なった社会改良運動です。彼女の運動が

貴族等の心に通じ、土地を公園として国や地

方自治体に寄付していきました。

　また、ナショナルトラストに寄付する場合

もあります。ナショナルとは付いていますが、

国がつくったトラストではありません。これ

は、あくまで有志の団体で、保存団体なので

す。そこに土地を寄付すると、永久的に緑が

残され、それが住宅地になるということはあ

りません。

　みなさんご存じかと思いますが、英国とい

うのは階級闘争が一度もなかった国です。フ

ランスはフランス革命があり、これはまさし

く階級闘争で権力者である王様が殺されてし

まうわけですが、英国ではそういう王室がな

くなるような階級闘争は一度もなかった。い

まにおいても王室や貴族が残ってます。それ

はよく言われますが、英国の貴族というのは

賢かったというか、社会の状況が悪くなって

写真19ハムステッドヒースの広大な公園

くると必ず力を発揮して、物を寄付したり何

かの運動をして、社会に寄与してきたのです。

ですから、要所要所で貴族が何らかの努力を

して、結果として地位を揺るがすような階層

上の問題が生じてきませんでした。

　写真19はハムステッドヒースという公園で

す。英国庭園のデザインの特徴としては、自

然の形をできるかぎり生かしていこうとする

もので、これはフランスの幾何学的なデザイ

ンとはまったく対照的な考え方です。池があ

ればそれをそのまま池として使い、丘があれ

ば丘として残そうじゃないかという捉え方で

す。このハムステッドヒースには、美術館が

ありますが、それは以前、この土地を保有し

ていた貴族の家だったものです。つまりこの

土地も貴族の庭だったものですが、それを公

園として寄付をしたのです。土日は多くの人

が公園に散歩に行きます。ただ散歩だけをし

ている人も多いです。あるいはサッカーをし

たり、お弁当を持ってきて食事をしたり、本

を読んだりして過ごします。したがってお金

はほとんどかからず、休養がとれるというわ

けです。

　次に緑の話に関連して、「英国の村」という

のはいったいなんだろうという話があります。

公園とパブと教会の三つが村の基本要素です。

パブというのは飲み屋のことですが、英国の

中世の村を見てみると、必ず村の中心に公園、

教会、そしてパブがあります。そしてその周

りに住宅地が囲むように広がっています。こ

れは、クルマで旅行をしているときに、とて

も役に立ちます。なぜかと言うと、遠くのほ

うに教会の尖塔が見えるとそこに村があるな

とわかるわけです。そしてさらに近づいてい

くと、住宅地を通り、一瞬開けて公園があり、

その横には教会があります。そして必ずパブ

　　　　　　　　　第1回英国の住宅・住宅地計画 13
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がありますから、そこに行って昼食をとるこ

とができる。つまりお腹が減って、喉が渇く

と、教会を探せばおのずとパブが見つかり、

食事にありつけるわけです。

　現代の若い建築家が新しい住宅地の設計を

するときにも、この村の三要素を使います。

ダーバン＆ダークは住宅地、集合住宅の設計

が得意な建築家ですが、リリントンガーデン

ズの住宅設計コンペのときに、彼はこの教会

とパブと公園というのをセットにして提案し、

見事に勝ったのです（写真20）。そのへんは、

非常にわかりやすい英国らしいコンセプトだ

なあと思いました。

写真20リリントンガーデンズ集合住宅、1階にはパブが設

けられている

　公共住宅の状況についても触れておきます。

　ロンドンには、LCC（The　London　County

Council，1888－1965）、その後のGLC

（Greater　London　Council，1965－1986）とい

うのがありました。これは、東京都でいえば

住宅局に該当する部署ですが、ロンドンの場

合はそこが実際に住宅を設計・建設してきまし

た。まあ、公団的な役割をも持っていたわけ

です。サッチャー政権の登場によって1986

年に解体されました。LCCやGLCは、若い

建築家にとってあこがれの職場でした。学校

を卒業すると、まずはGLCを受験する。そこ

に入れば、腕をふるって住宅の設計が実際に

できるのです。さきほど、古い建物がたくさ

んあって新しい建物の設計に腕をふるう機会

が少ないといいましたが、GLCにさえ入れば、

新しい公共住宅の設計ができたのです。

　図7、写真21は、GLCの最初の大規模再開

発のプロジェクトでバンダリーストリート計

画といいます。真ん中に公園を設けて、そこ

から放射状に道路を配置してあります。これ

はいまでも保存の状態がよくて、まちなみも

まちなみ大学［第3期］講義録1

バウンダリー。ストリート（開発前）

▼
」しイ3、勲…一H㎝・
　　　ヒも　　　　　　　　　　ねコのの　ロ

パウンダリー・ス｝リート計画

図7バンダリーストリート計画（出典5）

獄磁 麟纏…

灘懸

写真21バンダリーストリート住宅団地の中心に位置する
円形広場

図8ミルバンク計画（出典5）

写真22
しい

ミルバンクの集合住宅、レンガ壁のデザインが美



非常にいいです。

　ミルバンク計画も、同様に真ん中にコモン

ガーデンを設けて、放射状に道路を配置して

います。図8、写真22の建物は、現在のミル

バンクの建物ですが、これを見ても非常に質

が高い。レンガのディテールを見ても、装飾

的にも素晴らしい。質の高いデザインは、あ

とになってもずっと残っていくものです。

　また、もうひとつ着目しておきたいことは、

高層化に終止符を打ったということです。高

層住宅を建てるときにもちろん鉄筋コンクリ

ートを使いますが、同時に工業製品のプレフ

ァブリケーションとしてあらかじめパーツを

つくっておき、鉄骨下地にパネルを壁として

張っていく工法があり、そういった工業製品

でつくった高層ビルが1950～60年代にたく

さん建てられました。

　未来の住宅の姿というのは高層住宅だと言

う人もいました。繰り返し同じものを生産で

きる工業製品によって廉価で質の高いものを

建てていくというのが、これからの建築なん

だということで、高層住宅がどんどん建って

いきました。しかし、これに対してさまざま

な反対意見が出てきました。まず、居住者は

地面から離れることに心理的不安を覚えた。

あるいは、上の階に行くのにたいへんだと不

満を訴える住民もたくさん出てきました。も

ともと英国人というのは、高層ビルはあまり

好きではありません。これははっきりしてい

ます。というのはマンションでも、日本では

上階のほうが値段が高いですが、向こうでは

一階のほうが高いのです。つまり地面に近い

ほうがいいということなのです。

　これに併せて、上のほうに住んでいると赤

ちゃんのおむつが取れるのが遅いとか、歩き

だすのが遅いとか、そういうことが言われは

じめたのです。何かしら高層住宅について新

聞などメディアが取り上げていた時期に、ロ

ーナンポイントという高層住宅団地でガス爆

発事故（1968）がおきて死者まででました。こ

れを機に、もう高層住宅はやめようじゃない

かということになったのです。それで1968

年以後、英国の公共住宅は低層で、高密度型

の住宅に移行したのです。つまり、2～4階

建てくらいで、多くの住戸を入れ込みつつ、

テラスなど外部空間をうまく設けながら、環

境を整えていくというタイプの設計が増えて

いきました。これが公共住宅の一つの特徴と

なっています。

灘
写真23GLCによるアレキサンドラロード住宅団地（1978年建設）

　しかし、高層住宅は現在ももちろん残って

いますが、ガス爆発事故以後嫌われて転出が

続き、結果として低所得者が高層住宅に残り、

あるいは安いので、そこに入るというような

ことが、行なわれるようになりました。そし

てバンダリズムによるスラム化が、かなり問

題になりました。これは破壊行為ということ

なのですが、ちょっと荒れ果てた住宅地がロ

ンドンにはいくつかあります。それは、多く

の場合、工業化住宅で高層住宅です。いまは

役所ではそれをどうにか手だてをしょうと、

再開発や改修などさまざまな工夫が行なわれ

ています。それが公共住宅の現在の状況です。．

　やがて、GLCが手掛けたのは低層の高密度

住宅です。写真23はアレキサンドラロードの

住宅（1978）です。これは以前AAスクールで

教えていた川上喜三郎氏もこのプロジェクト

に関わっていました。真ん中に歩道を設けて、

この歩道もゆるやかに曲がっています。その

両側に、車道を設けて駐車場を設ける。歩車

分離をして、建物はメゾネットで、3層にし

てさまざまなタイプの住宅が入り込んでいる。

非常にデザイン的にもすぐれています。

　ロンドンにおける新しい住宅開発、都市計

画の話としては、ドックランドのプロジェク

トがあります。これは、ロンドンの東方20～

30kmのあたりですが、ここには、昔たくさ

んのドックがありました。やがて使われなく

なったドックを再開発して、新しい金融、オ

フィス街をつくろうという計画がサッチャー

政権の肝いりで進められ、いまなお開発が続

けられています。これは、いい部分と悪い部

分を両方はらんだ、非常に面白い場所です。

　　　　　　　　　第1回英国の住宅・住宅地計画 15
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写真24　近代的超高層オフィスが建設されたドックランド

の中心部、カナリーワーフ

写真25　ユニークなデザインの高層集合住宅、カスケーズ

（設計　CZWG、1988年建設）

　ここには、設計コンペで建った、たくさん

の新しい建物があります。その中心のカナリ

ーワープには、アメリカの建築家シーザー・ペ

リが設計した高層ビルが建っています（写真

24）。アメリカの住宅地、まちなみが突如と

して英国の中にできたわけで、そのへんが抵

抗を持たれている理由のひとつです。実際に

使われているオフィスは60％ほどで40％は

現在空室になっています。開発のときに民間

主導で行なわれ、公共的な枠組みが薄かった

ので、地域のコミュニティと隔絶した計画に

なってしまったということが、マイナス点と

いわれています。金融機関が集まってくるだ

ろうと予測して事務所ばかり集中させたとい

う単機能の問題があり、ドックランドは、あ

る意味で英国のお荷物になっている部分もあ

ります。しかしながら、デザインの面では面

白いものがたくさんあります。

　写真25のような建物が建っていますが、こ

れはピアーズ・ガフという建築家が設計した

マンションです。非常にユニークなデザイン

ですが、チャールズ皇太子は、景観が壊れる

とボロクソに言いました。ピアーズ・ガフは

AAスクールでの私の先生で、彼自身は、テ

ムズ河から見るその景観に変化を与えたいと

いうテーマでした。

　これ以外にも、ドックランドには、水をテ

ーマにした新しい住宅がたくさん建っていま

す。水をコモンガーデンと見立てて、共有の

池を中心にして、家がそれを取り囲むといっ

まちなみ大学［第3期］講義録1

写真26斬新なデザインの集合住宅、シャトウェルベイシ
ン（設計　M　コーマック、1989年建設）

写真27
ン）

水を取り囲んだ集合住宅（ドックランド、ロント

たような配置計画がたくさんあります（写真

26、27）。

　ロンドンに行かれたら是非ドックランドに

行かれるといいと思います。新しい建物が見

られ、著名建築家がかなり参加しているとい

うことで面白いです。

薯

　コーポラティブハウスのことは皆さんもご

存じかと思いますが、いったいどこで最初に

生まれたのかと言いますと、スウェーデンや

ノルウェーなど北欧がスタートと考える方が

多いのですが、じつは英国が最初なのです。

　1775年、バーミンガムにあるケトレー建築

組合が掛け金方式で住宅を供給したのがはじ

まりです。掛け金方式というのは、労働者が

その組合のなかでお金を毎月払っていき、あ

る程度のお金が貯まるとそれを建設資金とし

て一軒の住宅を建て、そして掛け金を払った

人のなかから抽選で入居する、というシステ

ムで順番に住宅を建てていくというやり方で

した。この協力して住宅を建てるという意味

合いから、「コーポラティブハウス」という名

前がついたのです。

　日本の場合は、民間を中心に、1970年あた

りからコーポラティブハウスが建てられてき

ました。集合住宅ではあらかじめ住み手が決

まっていないケースがほとんどですが、それ



だと、どこに建っているマンションも同じよ

うなプランになって面白くないというような

住み手が出てきたわけです。どうにかちょっ

と個性的なマンションに住みたい、あるいは

自分の設計したプランのなかで住みたいとい

う人が増えてきて、それならば何人かが協力

して、土地を手立てし、建築家を雇って、建

築家と話し合いながら集合住宅をつくってい

こうというのがコーポラティブ方式です。

　しかし、英国の場合は民間は極めて少ない。

ほとんどないに等しく、むしろ公共住宅の供

給のなかでコーポラティブ方式が利用されて

きました。その理由は、いろいろなバリエー

ションを持つプランを供給しようというのが

主目的ではなく、むしろローコストで低所得

者でも入れるようにするためにコーポラティ

ブが生まれたからです。低所得者が住む不良

街区の再開発では、そこに住んでいた人たち

を一旦別な住宅に移っていただき、建設後に

また戻すという手法のなかでコーポラティブ

が発展してきたのです。つまり、英国の場合

は公共住宅主導、そして、分譲ではなくて賃

貸というのが、その特徴です。

　写真28はコーポラティブ住宅の写真です

が、2人はコープの委員長とその息子さんで、

彼らは賃貸のコーポラティブに住んでいます。

そして、みんなで協力して、共同のコミュニ

ティセンターや庭を、どのようにしたらいい

のか、あるいは、お祭りやパーティーのプロ

グラムをどのようにしたらいいかというよう

なことを相談しながら運営しています。

　写真29は、リバプールのウェラーストリー

ト・コーポラティブですが、もともとはスラム

化した住宅地があって、一旦その人たちを、

プレハブの住宅に移し、そこで何度も、あな

たたちが住む住宅はどうしたらいいんだろう

というディスカッションを建築家と共に行な

い、でき上がったのがこのコーポラティブハ

ウスなのです。

　コーポラティブには、改修のコーポラティ

ブもあります。古い公共住宅に住んでいる場

合、子供が大きくなって、部屋がたくさん必

要になってくる。ベランダも欲しい。設備も

悪くなってくる。そのような要求が高まり改

修する時に、皆で話し合って、どのように改

修したらいいかを決めて役所に申請して、改

修を行なうというかたちのコーポラティブで

す。ここでは、結果としてベランダをつけ、

設備系統を直し、そして建物の外装をつくり

覇、

離日覇懸饗
写真28　管理賃貸型のコーポラティブ、管理組合のリーダ

ーは選挙で選ばれ、組合から一定の手当てが支給される
（イスリントンコーポラティブ、ロンドン）

臨。．

。、難附ヂ
｝無

写真29　リ八プール最初の大規模再開発によるコーポラティブ住宅、住宅センタートラスト建築

賞受賞（ウェラーストリートコープラティブ、リバプール）

講縢麟灘

写真30改修のコーポラティブ（ロンドン）

灘蜘締難
　　　繋

喚

く
唾
寧

繊。

戸ず糊響1

、麟

写真31セルフヒルトの賃貸コーポラティブ　　写真32　基礎コンクリートブロックの上に柱

ハウス（フユージョンシャミーンコーポラデ　　を乗せたたけのシンプルな足廻り
イブ、ロントン）
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直しました（写真30）。

　コーポラティブには、セルフビルドもあり

ます。写真31の黒人女性は、独身で娘さんが

おり、仕事しながら子供を育てていました。

住む家が欲しく、かなり長いウエイティング

リストがあったのですが、1年くらい待った後、

ようやく自分の番になってコーポラティブ方

式のセルフビルドに参加することができたの

です。横に立っている人は建築家で、彼女に

どうやって建てたらいいかということを、手

取り足取り指導しているのです。

　土を掘って、木を運んで、そして組み立て

ていくにはもちろん一人ではできませんから、

みんなが協力する必要があるわけです。コー

ポラティブ方式はそういう面で非常に有効な

のです。

　写真32にみられるように、ディテールは非

常にシンプルです。基礎もコンクリートブロ

ックを下に敷くだけです。その上に束を建て

る。束自身も、下の基礎に緊結していません。

ただ乗っけているだけの、誰でも扱える非常

にシンプルな工法です。

　高齢者の住宅あるいは身障者住宅について

は、英国政府の基本的考え方として、「コミュニ

ティ・アンド・ケア」ということをうたっています。

　従来は、体が悪くなると、老人ホームや病

院などの専用施設に入るという考え方があり

ましたが、そうではなく、できるだけいま住

んでいる場所に長く住んでいただこうという

方向になってきました。高齢者にはいま現在

住んでいる場所が一番住みやすいはずですか

ら、体が悪くなったらすぐに専用施設に移す

のではなく、住宅を改修して住みよいかたち

に持っていけぼいいじゃないか、これがコミ

ュニティ・アンド・ケアという概念です。

　ですから、住宅改修に関しては政府がお金

を補助しています。貸すのではなく補助です

から資金をバックアップする。改修の多くは

まずスロープを設けるということです。とき

には、たったの15cmか30cm上げるために、

エレベーターを設ける例もあります（写真33）。

　写真34の住宅の改修では、前庭にエレ・ベー

ターをつけて、そして一旦エレベーターで落

として、そこから庭に入り、リビングの出入

口から入る改修をしています。これについて

まちなみ大学［第3期］講義録1

はリノベーショングラント、すなわち、改修

の補助金が政府からもらえるわけです。

　それらを扱っているのが、ハウジング・アソ

シエーションという組織です。これは非営利団

体でいわば公社みたいなものです。たとえば、

ちょっと足が悪くなったので住宅改修をした

い旨を連絡すると、まず検査官が来てエレベ

ーターが必要であるとか、風呂を改修したほ

うがいいとか、いろいろな設計検討を彼がす

るわけです。そして、工務店に見積りをし、

工事監理もします。申請を含めすべてハウジン

グ・アソシエーションの人が行なってくれます。

　バリアフリーの考え方もかなり浸透してい

ます。新しい駅にはエレベーターが必ずあり

ます。写真35のドッグランドの新駅では、エ

レベーターが赤い二つの塔としてデザインさ

れておりスパイスがきいているのを理解でき

ると思います。

　新しい住宅地でも、できるかぎり階段では

なくスロープを使っていこうというのが見受

けられます。歩道と車道の問も、大きな段差

は設けていません。歩道の切り下げをしつつ、

デザインにそのスロープを活かしていくとい

うのが随所に見受けられます（写真36）。たと

えば写真37は診療所ですが、下をピロティに

して駐車場として使っている。建物を上に上

げているのですが、大胆にスロープをデザイ

ンに活かしています。新しいニュータウンも、

歩車道分離などの工夫をしています。大きな

道路を横断しないように、下側にトンネルを

設けて安全に隣のブロックへ行けるようにデ

ザインされています。

　写真38は、街の真ん中にガゼーボ（東屋）が

あり、歩行者天国になっており、一切クルマ

が入れない場所をつくっています。その場所

は、身障者の方、あるいは高齢者の方でも、

安心して使うことができるわけです。

　ショッピングセンターの入口も、右側のボ

タンを押すと、オートドアが開いて車椅子の

方でも楽にショッピングを楽しむことができ

ます（写真39）。車椅子を止めておくようなバ

ーがあらゆる所に設けてあります（写真40）。

　テムズ河の河内の設計についても、同様な

ことが言えます。車椅子の人の目の高さは低

いですが、その高さからでも水面が見える高

さにフェンスがあります。写真41のように、

水辺を楽しむポケットパーク的な場所があり

ますが、そこも同様にスロープと階段をセッ

トにしてデザインがなされています。



恥；鍵1雛

幽写真33玄関前に設置されたリフト 写真34　全面道路の段差にリフトを設置して庭に

アプローチを設けた改修
写真35
一夕一

ドックランドの新駅、2本のタワーはエレへ

写真36　歩道と車道の間の切下げは緩やかである（ミルト
ンキーンズ）

写真37　スロープを上手くテザインに活かした診療所（カ

ムテン、ロンドン）

凶響輯
・」了ぎ揮

ザ
熱懲

写真38街の中心は歩行者天国となっている（パーキング＆ダカナム）

　　搬

購欝

写真39　ショッピングセンターの入口、オートドアのホタ

ンは車椅子の人が押しやすいよう配慮されている（ミルト
ンキーンズ）

蹴

鵬翼悪癖

写真40　チケット売場の前にも車椅子を止めておくバーが

設けられている（ミルトンキーンズ）

1鹸：濾

　
『
后

匡
ア’

爵

咋
費
」

　
　
彩

写真41テムス河沿いの見晴らし場所、スロープが階段に併設されている（ロンドン）
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　最後に、私が学生として、また教師として

過ごしたAAスクールは、非常にユニークな

建築教育を行なっているところなので、簡単

に紹介したいと思います。

　AAスクールは1847年にできた学校であ

り、英国最大の建築学校で多くの有名建築家

がここを卒業しています。インディペンデン

ト校で、干渉を嫌って国からの援助は一切受

けていません。

　学校の建物は、もともとはジョージアンの

住宅で、中に入るとコートハウスになってい

ます（図10）。右側の方に講義室があり、左側

に研究室があるのですが、これはユニットと

呼んでいます。このユニットが学内にいくつ

かあり、先生はそのユニットのプログラムを1

年間任されて運転するわけです。

　写真42はバーです。学校の真ん中にバーが

あるのです。この学校は建築家のサロンから

生まれた学校であり、そのサロンにあるバー

が学校の中心にあって、その周りに教室があ

るわけです。したがって昼間からみんなビー

ル飲んだりワインを飲んだりという状況が見

写真42　バーが学校の中心に位置している（AAスクール、
ロンドン）

まちなみ大学［第3馴講義録1

受けられます。

　そして写真43のような工房があります。こ

れはAAスクールだけでなく、ロンドン大学

や他の建築学部も必ずこういつた工房があり

ます。木を切ったり鉄を溶接したり、模型を

つくったり、概念モデルをつくったり、実際

に手を使いながらものをつくって、そして最

後にそれを図面に落とすという順番でプロジ

ェクトをやるわけです。

　最初にユニットの先生は、「私は1年間をこ

のようなプログラムでやります。そして、ユ

ニットの旅行についてはパリに行きます」とい

うようなことを発表します。学生のほうは、

第1～3希望まで、自分の入りたいユニット

を申請します。インタビューを受けるのです。

学生は、Alサイズでだいたい100枚くらいの

ポートフォリオ（作品集）を持ってきます。先

生がそれを見て、お前はOKだとなると、こ

のユニットの学生になるわけです。

　授業は多くの場合、チュートリアルと言い

まして、学生と先生との個別指導で進められ

ます（写真44）。また、イブニングレクチャー

というのが、週に二度くらいあります。ロン

ドンは場所柄、建築家が非常に立ち寄りやす

い場所ですから、世界中の有名建築家が来て、

講演をしています。これはオープンで、AA

スクールの学生だけではなく、外からも多く

の人が聞きに来ます。

　そして進級の試験というのは、作品を一つ

ずつ、ユニットの先生が評価をして決めるの

ですが、このときに担当の先生が学生の作品

を他の先生に説明します。それはなぜかとい

うと、その先生は自分の学生の作品に責任を

持つということです。逆に言うと、もし自分

のユニットの学生が誰も進級できなかったり

するとその先生は次の年クビになってしまう

可能性があります。だいたい3分の1のユニ

ットが毎年入れ替わっています。日本の大学

とはずいぶん違います。

　それではプログラムを一部紹介したいと思

lil溝藤1

写真43　ワークショップ（工房）は多くの建築学校で設置

されている（AAスクール、ロンドン）



います。

　この課題は、「朝8時半にリバプールストリ

ート・ステーションに行って、変な人を見つけ

て、尾行しなさい。そして、その人と都市と

の関係を考えなさい。最低10人は尾行しなさ

い。もし気づかれたら、その時点で尾行はス

トップしなさい」という内容でした。そこには、

何をデザインしろとか一・切書いていませんで

した。私は非常にとまどったんですが、やら

ざるを得ないので次の日から尾行をスタート

しました。

　何人も尾行調査するなかで、先生は服飾学

校の女学生の尾行調査が面白い、学内での彼

女の生活も調査しなさいと言われたのです。

それでその日から再び彼女を駅で待ちました。

ようやく1週間後に現われて、再び彼女を尾

行し服飾学校の中に入ってその1日の様子を

スタディしたのです。なんだかんだしながら

結局私のプロジェクトは、自分の体と服との

間の空間を探索するようなものになりました

（写真45）。これは、私的なものと公的なもの

の間のスペースの探求につながるという意味

からです。

　次に、2学期に入ると今度はタクシーのプ

ロジェクトに移りました。これは、「ある駅か

ら駅の間で、自分の興味のあるものを見つけ

なさい」という課題でした。私が興味を持っ

たのは、たまたまタクシーだったので、ドラ

イバーの1日の生活とか、あるいはタクシー

の構造自体を調査しました（写真46）。すると

先生のほうから、「そんなことやってても意味

難

鮮／

弓

写真44授業は主にチュートリアル（個人指導）で進められ

る（左が筆者、中央がセドリック・プライス教授、右が学生）

写真45私の身体とモデルとの隙間を表現したドローイン
グ

はない、もっと1分の1で考える必要がある。

タクシーを買いなさい」と言われました。しか

しタクシーを買うなんてちょっとできません

から、タクシーの扉を買いました。現物、本

物を大切にするという意識が強いのです。

　それで、タクシーの窓を通じてのいろいろ

な行為をスタディしました（写真47）。ロンド

ンのいろいろな場所に持っていって、その扉

を額縁にして、さまざまな景色を撮りました。

最後には慣れましたが、初めは恥ずかしいも

のでした。そして、タクシーに関わる、空港

やホテルなどを調査して、ドローイングを描

きました。

　そのあとで、ホテルの設計をしたのですが

それだけでは面白くないと言われるわけです。

そこで、写真48のようなタクシーの扉を開け

て、そして、AAスクールの入口を見たとき

に、そこにトビラが置いてあるというような

ドローイングを描いたのですが、これを先生

が気に入り、「これはパフォーマンスだな」と

いうことで、私のプロジェクトはパフォーマ

ンスのデザインになっていきました。

　扉のキャストをつくりスクリーンに見立て

ました。そして扉とフレームで構成したタク

シーの現寸モデルを組み立てて、誰にそれを

経験させるかということで、チャールズ皇太

子にしました（写真49）。といっても偽物チャ

ールズ皇太子は、1時間当たり2万円で雇いま

したから4万円払いました。ダイアナ妃のソ

ックリさんより安かった。このアイデアは、

偽物のプリンス・チャールズが、本物のタク

　　　　　繍　　購雛

樋巽

磯．藩
写真46　タクシーに関わる様々な調査をまとめたドローイ

ング

　　

灘講騨雛
鳥轄鱒醸

写真47タクシーの窓に関わる様々な調査
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葭
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紘
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黙

　まヰ　

曝響

銅

灘
写真48AAスクールの前にドアを置いたイメーシスケッチ

写真49多くの観客を学校新聞で集めた、筆者の役目は皇太子の付人、手前はタクシーのモデル
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シーでやって来て、私のつくった偽物のタク

シーを経験するというコンセプトです。

　ここにはさまざまな建築iのボキャブラリー

が隠されています。たとえば、二次元の断面

フレームありますが、タクシーの2枚の扉を

置くことによって、三次元になりますね。そ

して、そこにはいろいろな、レバーとか、シ

ート金具とか、スイッチとか、そういうもの

が吊られてますね。ですから部分と全体の関

係があります。つまり、パフォーマンスとは

いえ、建築的プロジェクトなのです。

　観客がいっぱい集まりましたが、学校新聞

に「2時に、ある人がAAスクールにやってき

ます。15分前に、だれが来るかというのを発

表します。みなさん、乞ご期待」というような

ことを発表するのです。そして15分前に「プ

リンス・チャールズがやってきます」と校内放

送したので、みんながワーッとやってきて写

真のような状態になったのです。そして私が

そのプリンス・チャールズを校内に案内する

のですが、ある人は驚き、ある人はニヤニヤ

していました。

　建物だけを設計するという捉え方ではなく

て、パフォーマンスあるいは料理、音楽など

も建築であるとAAスクールでは幅広く捉え

まちなみ大学［第3期］講義録1

ています。

　このほかにも私が助手をしていたときにも、

さまざまな面白いプロジェクトがありました。

このユニークな学校は、建築の知識を単に教

えるというよりは、むしろ各自の創造性を開

拓するという点を大切にした学校であると感

じました。

出典1「アンウィンの住宅地計画を読む」西山康雄、彰国社

出典2．「明日の田園都市」Eハワード、長素連訳鹿島出版会

出典3　Reymond　Unwm，　Town　Plannlng　In　Practlce，

　　1909
出典4　「イギリス色の街」連健夫、技報堂出版

出典5　「都市住宅」8101鹿島出版会

出典6AAスクール、イベントリスト97／98


