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特集 居住空間におけるサードプレイスの必要性

本稿の位置づけ
　UR都市機構では、「まちの改善に向けたプレイスメ
イキング検討会」（2018年3月6日～ 2019年3月5日の全
7回、座長：渡和由筑波大学芸術系准教授、委員：温井
達也（株）プレイスメイキング研究所代表取締役ほか5
名）でいただいたご意見を踏まえ、UR社内のプロジェ
クトチームで「居心地が良く、使われる公共空間をつく
る」ための考え方を取りまとめて、URのホームページ
で2019年11月に初版を公表した。その際に積み残した
課題として、プレイスメイキングと関連の深いまちづく
りの概念であるニューアーバニズムと、日本における公
共空間の使い方の特徴があり、その二つの課題につい
て、渡先生と温井氏とUR社内のプロジェクトチーム数
名で勉強会（2020年2月～ 2020年12月の全6回）を行
い、それらを反映した第二版を2021年9月に公表したと
ころである。本稿は当該勉強会で得られた知識を踏まえ

本の気候にどのように対応していたのかという点と、伝
統的な空間に反映されていた日本人の精神的特徴につい
て、どこでも手に入る身近な文献を参照して、キーワー
ドをピックアップすることにより、日本におけるサード
プレイスに適した広場の特徴を考察する。

日本の気候に対応する伝統的な広場
　サードプレイスに適した広場は、気候の面から快適な
空間でなければならない。まず、日本の気候の特徴を確
認し、それに対して伝統的な日本の広場がどのように対
応したのかについて考察する。

日本の気候の特徴
　図1は、縦を気温、横を相対湿度として、気温と相対
湿度の月別平年値をグラフ化したもの（クライモグラ
フ）である（図1）。これを見ると、日本の夏は高温と多
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図1　気温・相対湿度の月別平年値に関するクライモグラフ（出典：『理科年表2020』をもとにURで作成）

て、日本におけるサードプレイスに適
した広場の特徴という観点から、勉強
会参加メンバーが個人的見解を取りま
とめたものである。
　『サードプレイス』の著者であるレ
イ・オルデンバーグは、家と職場以外
の 第 三 の 場 所 を “the great good 
place” と呼んでおり、非公式に市民
が集まれる場所として公園やコミュニ
ティーセンターやコーヒーショップや
バーなどを対象としているが、本稿で
は広場をサードプレイスとして利用す
る場合について考察する。
　本稿では、伝統的な日本の広場が日

東京（日本）
日本はモンスーンアジアの中でも四季の変化
が著しく、夏は高温多湿で、冬は雪が降るこ
ともあるが、春と秋は比較的過ごしやすい。

年間を通して、高温多湿～低温低湿の
変動があるのが特徴
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湿が同時に起こっていて、戸外はかなりの不快に感じ
る。また、夏は高温多湿であるが、冬は低温少湿となり、
年間を通して気温と湿度の変化が大きく、四季が明瞭で
ある。一方、西洋のベルリンは日本と逆で、夏に乾燥する
ことから、夏は日本よりも戸外ではしのぎやすいと思われる。
　また、東京の年間降水量は世界平均の約2倍であり、
雨量も雨天の日も多い。
　このように日本の気候は戸外における快適と不快の変
化が大きいという特徴を持っているため、単なるオープ
ン・スペースしかない固定化された空間は使われないこ
とが多くなる。これに対して江戸時代までの日本の広場
は、以下のような「装置の仮設性」と「空間の伸縮」と
いう物的特性を持っていた。

装置の仮設性
　『日本の広場』（都市デザイン研究体著、彰国社）によ
れば、江戸時代までの日本には、パリのコンコルド広場
のような広場として計画された独立のオープン・スペー
スはなく、広場は本来広場でないオープン・スペースを
広場化することによって存在してきた。広場化するとき
は、土地に定着していない屋台、掛茶屋、見世物小屋な
どの装置を持ち込むことによって広場として利用し、将
軍が通るときには撤去しなければならないときもあっ
た。この装置の仮設性という特徴は、夏の日差しや雨を
避けて、戸外が快適な時間帯と、快適な場所を選んで、
創造的に広場化することを可能にした。歌川広重の『東
都名所高輪廿六夜待遊興之図』（神奈川県立歴史博物館
蔵）（図2）をみると、高温多湿の日本の夏における夜と
いう特定の時間帯に、夜風が涼しい海辺という場所を選
んで、屋台や縁台などの仮説的な装置を設置すること
で、気候に対応した快適な空間を創り出している。

空間の伸縮
　仮設的な装置だけで日常の用事がすべて事足りるわけ

ではないので、日差しが強いときや雨天の日でも快適に
過ごせる土地に定着した商業空間などが必要になる。

『日本の広場』は「空間の伸縮」という物的特性を指摘
している。日本の伝統的な家屋は夏の高温多湿を凌ぐた
めの通風を確保するために開口部が大きいが、この開口
部が大きいという特徴は、外部空間を建物内部まで拡張
することを可能にした。道路に面した戸板や格子を取り
外せば、店の間と道路空間が連続し、靴を履きつつも日
差しや雨を凌げる空間が生まれるのである。上の画像は、

「江戸東京たてもの園」（東京都小金井市）にある「万徳
旅館」で、開放的な入口を入ると、靴を履いたまま裏口ま
で行ける。道路と連続しているような印象を受ける（写真1）。
　また、縁側も、日本の住宅における空間の伸縮の例と
してあげることができると考える。『日本人の住まい』

（E.S.モース著、八坂書房）は、「縁側は日本家屋になく
てはならないもの」であり、「この言葉自体が東洋に起
源をもつものである」としている。縁側は、夜間や風雨
の強い間は雨戸が閉められているが、それ以外のときは
雨戸が開けられて、目の前の庭や畑と一体化した空間とな
る。庇があるため、靴を脱いでも、靴を履いたまま腰かけ
ても、日差しや雨を凌げる独特の空間が生まれるのである。

日本人の精神的特徴
　サードプレイスに適した広場は、気候の面からだけで
はなく、日本人の精神的特徴が何らかの形で反映されて
いたと思われる。以下では、日本の風土の特徴を概観し
た上で、「奥」「わけへだてのなさ」「無常観」「ハレとケの
使い分け」を日本人の精神的特徴として取り上げ、それ
が広場空間にどのように反映されたかについて考察する。

日本の風土
　日本の風土に関して考察したものとして『風土──人
間学的考察』（和辻哲郎著、岩波書店）があり、本稿で
はそれを日本の風土のモデルのベースに置くことにする。

図2　歌川広重『東都名所高輪廿六夜待遊興之図』（神奈川県立歴史博物館蔵）

写真1　「江戸東京たてもの園」（東京都小金井市）にある万徳旅館（UR撮影）
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図1で見たとおり、日本が属するモンスーン地域は、高
温と多湿が同時に起こるため食物の恵みが多く、人間は
自然の力を受け入れていれば十分に食物を得られる。一
方で、台風や大雨などの自然災害が多く、また、農作業
を重労働化する雑草と害虫が多く、これらは人間が対抗
をあきらめるほどの巨大な力である。これらのことから

「人と世界とのかかわりは対抗的ではなくして受容的」と
なる。
　一方、ヨーロッパは、夏に乾燥することから、実りはそ
れほど豊かではないが、雑草や害虫が少なくて農作業の
負担が相対的に少なく、また、台風をはじめとする自然災
害が少ない。従って、自然は従順であり、自然を受け入れ
るのではなく、自然を支配して人工を愛好するようになる。
　この受容性はモンスーン地域全体の風土であるが、そ
の中の日本の受容性には、日本独自の特徴がある。図1
で見た通り、日本はモンスーン地域のなかでも四季の変
化が激しい。『風土』によると、「四季おりおりの季節の
変化が著しいように、日本の人間の受容性は調子の早い
移り変わりを要求する」としている。
　『風土』にはこれ以外にも風土の特徴が述べられてい
るが、空間への意識に影響すると考えられるものとし
て、この「受容」と「変化」を取り上げて、それらと関
連すると思われる日本人の精神的特徴と広場空間への反
映のされ方について考察していく。「受容」には、自然
を対象とするものと、人間（家族）を対象とするものが
あると仮定し、「変化」には、自然を受容することで生
じる変化への欲求と、人間（社会体制）を受容すること
で生じる変化への欲求があると仮定した。

自然の受容「奥」
　日本では建物を建てる前に「地鎮祭」を行っている。
つまり、土地は人間が支配するものではなく、神の許し
を受けて使わせていただくもの、神聖なものとして受け
止められているのである。
　『見えがくれする都市』（槇文彦著、鹿島出版会）は

「奥」という概念を打ち出している。自然を人工よりも
上位の概念と考える日本の都市は、人工を愛好する西欧
の都市のように「無限の空間から抽象的な空間と建築を
きりとっていく（構築）作業の上につくられたものでは
なく、土地から生えあがったものだと思う」としている。
土地に対する意識として「日本人にとって土地は生きて
いるものであり、その基盤に土俗信仰に深く根差した土
地への畏敬の姿勢がある」とし、「土地そのものの中に実

在の原点を求め、奥はその象徴なのではなかったか」とし
ている。日本の都市の特徴は、都市の中にある「無数の奥
を包摂する領域郡として都市が理解される」としている。
　では、どのようなところに奥を感じるのだろうか。「盛
り上がった地形は地霊がこもる場所と考えられ、生い
茂った緑はこもるにふさわしい自然の奥深さを意味して
いた」とあり、これには様々なスケールが考えられるよ
うである。遠くに見える樹木で覆われたおわん型の山
や、身近なところでは、平地にある森で覆われた盛上っ
た地形のほかに、単に雑草が生い茂る原っぱも奥の対象
になり得るとしている。これらの意識は、空間の使い方
にも影響を与えていると思われる。

①遠方の自然の受容「借景」
　日本では古くから遠くの山などを「借景」とする造園
技法がある。自分の家の庭の後方に山々が借景できる場
合は「空間の伸縮」の例である縁側から眺め、自分の家
から見えない場合は床

しょう

几
ぎ

などの「仮設的な装置」を出し
てきて眺めるといったことが行われていたものと思われ
る。この感覚は江戸のまちづくりにも反映されていて、

『見えがくれする都市』は「通りの軸線方向に山や丘が
見えるまちは数多く存在」し、「なかでも富士や筑波は
江戸名所図絵に見られるように、街の遠景に数多く描か
れている」としている。

②身の周りの自然の受容「すき間」
　日本は街中でも草木を目にすることが多いが、『見え
がくれする都市』によると、それは「そもそも日本では
大地を人工物で覆い尽くすことを好まない」からである
としている。人工物と人工物の間は「すき間」とよばれ、
西洋的な「充実」や「埋め尽くす」という概念とは対極
にある極めて日本的な概念である。「空間の伸縮」の例
である縁側から見える庭の草木は、この「すき間」の一
般的な事例である。また、「すき間」にある最も身近な
自然である雑草については、日本人は良いイメージを
持っており、日本の戦国武将の家紋には、道端の小さな
雑草などが多く使われている。ニューヨークのハイライ
ンには雑草が意図的に残されているが、日本人と雑草の
関係は古くて深いのである。

人間（家族）の受容「わけへだてのなさ」
　なぜ日本人は家に入るときに玄関で靴を脱ぎ、西欧で
は靴を脱がないのか。この問いに対して風土の観点から
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考察した著作が『風土』であり、それを引用して街並み
について考察した著作が『街並みの美学』（芦原義信著、
岩波書店）である。
　『風土』によれば、自然を支配して人工を愛好するヨー
ロッパは、やがて人間をも支配して略奪闘争が生まれる。
この闘争に対して防衛するには血縁関係者だけではなく
血縁関係者以外の者と結束して城壁を築いて共同で防衛
する必要が出てくる。そのために城壁の中では個人対個
人の社交が行われ、人為的な共同関係が築かれるように
なる。一方、日本は自然の恵みが平等に恵まれるために
略奪闘争がなく、血縁関係のない個人がお互いに人為的
な共同関係を築く必要がないため、社交が重視されるこ
とがなかった。最も自然な人間関係である家族を中心に
独立的に農業を行い、家族間の自然な情愛に基づく距て
なき関係を愛好した。
　このような、血縁関係のない個人間の社交を重視する
か、社交よりも家族間の距てなき関係を重視するかとい
う意識は、住まいと街の使い方にも具体的に反映され
る。『街並みの美学』によると、西欧は家の中も外も独
立した個として交流することを重視する外的秩序に統一
されていて、それで家の中でも靴を履いて暮らすことに
なる。意識が統一されているため、家の中でも外でも同
じように休んだり、食事をしたり、談笑したりすること
に抵抗感がない。一方、日本の家の中は、外的秩序には
ない親密感、安心感、仲間意識、くつろぎを与えてくれ
るわけへだてのない個の集合による内的秩序の空間と
なっていて、家の中は外よりも上位の空間として意識さ
れる。その意識が家の中では靴を脱ぐという行為にあら
われる。家の中と外で意識が分断されているため、家の
中で行うことを外で行うことに対して抵抗感が生まれる。
　『街並みの美学』では、現状を上記のとおり整理した
上で、次のように提案している。

　「家族制度が崩壊し個人の尊厳が尊ばれるようになった
現在、西欧のような内外空間の境界のおきかたや、内外
空間の統一のようなことが、われわれにとっても必要に
なってくるのである。この場合、西欧のように外から内
に向かっての統一の方法もあるであろうけど、わが国の
場合、内から外への統一の方法も十分に考えられると思
うのである。」
　「まず自分の家を「内部」の空間と考えてみる。そうす
ると、自分の家の前にある道路は「外部」の空間である
と言える。次に空間領域を幾分拡大して考えてみる。前

面道路のような、自分の家と深いかかわりあいをもって
いる部分を内部化して「内部」と考えてみる。さらに領
域を拡大して、町内まで内部化して「内部」と考えてみる。」
　「イタリア人が都市の広場を自分の居間の延長と考え、
パリジャンが道路上のキャフェでくつろぐように、都心
の空間を都民の内部空間と考えて、昼夜を分かたず活用
することができるようにしてほしいと思う。」

　しかし、「自分の家と深いかかわりあいをもっている
部分を内部化して『内部』と考えてみる」ことは、日本
では一昔前までは行われていた。

①自分の家と深いかかわりあいをもっている部分の内部化
　誹

はい

風
ふう

柳
や な ぎ だ る

多留という、江戸中期から後期にかけて発刊さ
れた川柳句集があり、その中に「涼み台ぎしりぎしりと
人がふえ」という川柳がある。『図説江戸3　町屋と町
人の暮らし』（平井聖監修、学研プラス）によると、こ
れの意味は次のとおりであるが、これはまさに江戸時代
の庶民が、涼み台という「仮設的な装置」を使って、自
分の家の前をわけへだてのない雰囲気を伴って内部化し
ていた証しではないのか。

　「夏の夜、家の外で涼をとった。往来の風通しのよいと
ころへ、涼み台を出して腰かけ、家族や近所の人たちと
四

よ
方

も
山
やま

噺
ばなし

に花を咲かせながら、しばし暑さを忘れる。涼
み台は畳一枚ほどの大きさがあり、四方から10人ぐらい
は腰かけられるが、人がふえてくるとぎしりぎしり音が
してくるのだった。」

②内部のわけへだてのない雰囲気の外部への滲みだし
　一方、近代化される以前の日本では、「前面道路のよ
うな、自分の家と深いかかわりあいをもっている部分」
を内部にいる人が内部として使うだけではなく、そこを
通りがかった人に対して、「空間の伸縮」に不可欠な開
放的な開口部から内部のわけへだてのない雰囲気を滲み
だすことによって、外部にいる人が外に居ながらにして
親密感、安心感、仲間意識、くつろぎを感じられるよう
になっていたのではないかと思われる。外部にいる人が
内部にいるような感覚になり、それが道路空間に連続的
にあらわれることが、外部空間のにぎわいにつながって
いたのではないかと思われる。
　『日本人の住まい』には、商店街と旅籠に関する次の
記述がある。
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　「比較的小さな店の場合はすべて、また大きな店でも多
くは住居と店とが1つの屋根の下にあり、商品は通りに面
する部屋に陳列されており、家族は裏手の部屋を使って
いる。家の造り自体が開放的なので、客は店頭で買い物
をしながらも、奥の部屋で食事をしている家族の様子を
かいま見ることもあり、場合によっては、部屋越しに裏
庭まで見通してしまうことがある。」
　「これらはふつう、通りに面しており、開放的なたたず
まいを見せている。そして、いかにも旅籠らしいなごや
かな雰囲気が漂っている。日本では、いたるところにこ
のような施設があるので、国内旅行は気楽に寛いだ気分
ですることができる。」

　『日本の広場』には、伝統的な祭りの様子の記述もある。

　「祭礼のときには表の建具がはずされることがある。屏
風祭りのときなどとくにそうであり、この場合は道行く
人に当家自慢の屏風を見せるために、店の間の格子をは
ずし、そこに屏風を立てる。このほかさまざまな理由で、
ハレの日には住宅の家の建具や格子がはずされる。」

　日本においては、「仮設的な装置」を使って内的秩序
を外部に広げたり、「空間の伸縮」に不可欠な開放的な
開口部から内部のわけへだてない雰囲気を外部に滲みだ
すことによって、居心地の良い空間が建物を中心にして
拡張していくものと思われる。

自然を受容することで生じる変化への欲求「無常観」
　日本には古くから「絵巻物」という芸術がある。構図そ
のものが時間的にストーリー展開していくように作られて
いる絵巻物は、『日本文化史』（家永三郎著、岩波書店）
によると、貴族社会の時代の日本人の独創とのことである。
　日本人が時間と共に展開する変化を意識するように
なったことについて、『日本建築の空間』（井上充夫著、
鹿島出版会）はその精神的背景を、世界を時々刻々と変
化してとどまらない流動的な現象とみなす「無常観」で
あるとしている。人間を水とともに流動する泡にたとえ
る鴨長明の方丈記の冒頭部分を引用して無常観の特徴を
説明しており、それは絶えず生滅するもの、単なる定常
的な等速度運動ではなくさまざまな変化を伴うもの、全
体が見通せずどこに行くのか予測不可能であるものとし
ている。そして、このインドや中国にもみられない心性
は、日本の明瞭な四季の変化や複雑な地形が影響してい

るとしている（『日本人の自然観』（寺田寅彦、青空文庫）
は頻繁で予測し難い風水等の災禍が「天然の無常」とい
う遺伝子的記憶を生んだとしている）。
　この無常観は日本の伝統的な外部空間の構成にも影響
しており、『日本建築の空間』には次のような記述があ
るが、「仮設的な装置」や「空間の伸縮」は不規則的で
予測不可能な変化を伴う行動的空間にさらなる変化と彩
りを与える装置として機能していたと思われる。

　「近世日本の建築空間は、外国とくらべて最も特色のあ
るもので、内部空間の構成だけでなく、建物の配置から
庭園・都市など外部空間の構成にいたるまで、一貫した
独自の性格がみとめられる。その特色は、一言でいえば『行
動的空間』とよぶことができる。それは中国や西洋の建
築にみられるような座標軸にしばられた幾何学的空間で
はなく、人間の運動を前提とした流動的な空間である。
そこでは見晴らしや見通しよりも、進むにつれてつぎつ
ぎと変化する空間の継続的な展開が追及される。このよ
うな効果をあげるためには、動線をわざと屈折させ、旋
回させ、あるいは部分空間を細分化して、たえず視線を
遮断する。従来からよく日本建築の特色とされる『左右
非対称性』や『自由な配置』も、この行動的空間の具体
的なあらわれにすぎない。」

人間（社会体制）を受容することで生じる
変化への欲求「ハレとケの使い分け」
　日本では、非日常の「ハレ」の日に行われる伝統的な
祭りと、日常の「ケ」の日のまちの落ち着いたたたずま
いの落差が大きい。『祭りのしつらい』（岩間香・西岡陽
子編、思文閣出版）には次の記載があるが、劇的に変化
する「ハレ」の演出には、床

しょう

几
ぎ

のような「仮設的な装置」
や「空間の伸縮」が欠かせないものとなっている。

　「祭桟敷の飾り方はどの地方もよく似ている。町家の前
面の戸や格子をとりはらい、ばったり床几や欄干に緋毛
氈をかける。軒には幕をひき、提灯をともし、部屋には
屏風を立てめぐらす。」
　「町家についてみると、その空間的特徴をうまく利用し
た演出が共通してみられた。まず、町家のもつ通りへの
開放性である。日常の町家の表構えじたいは閉鎖的であ
るが、祭礼時には揚げ店を落とし格子をはずして、建物
内部と通りが一体となった演出を行う例が、どの都市祭
礼でも見ることができた。」
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　なぜ日本では非日常の「ハレ」と日常の「ケ」の落差
が大きいのか。『風土』では、日本人にとって「人と世
界とのかかわりは対抗的ではなくして受容的である」と
されているが、封建制度や家父長制という既存の体制に
対しても受容的であったと思われる。これらの制度の中
では「家の全体性は常に個人よりも重」く、「親のため
に、また家名のために、人は一生を犠牲にする」。この
ような極度に抑圧されている環境下にいる個人の精神的
な健全性を保つためには、それから解放される時間と空
間が必要になる。従って、日本人は日常と非日常を巧み
に使い分けるようになる。『かいわい──日本の都市空
間』（材野博司著、鹿島出版会）によると、江戸時代の
庶民の楽しみは「特別に指定された空間（娯楽のための
盛り場、悪所など）と指定された時間（祭りや開帳など）
で行われる非日常的なもの」があり、「これは体制によっ
て枠付けられた町組織からの解放として大きな比重を占
めたものであろう」としている。『東京の空間人類学』

（陣内秀信著、ちくま学芸文庫）も、日常と非日常を巧
みに使い分けることは「日本の文化に内在する本質的な
特徴」であるとしている。

まちの中に新たな要素を差し込んでいく「さおび」
　ここまで見てきてわかるように、日本の気候に対応す
る伝統的な広場の物的特性である「装置の仮設性」と

「空間の伸縮」は、日本人の精神的特徴である「奥」、「わ
けへだてのなさ」、「無常観」、「ハレとケの使い分け」を
空間に反映させる際にも機能していたことがわかる。こ
こで問題になるのは、日本において空調技術が急速に普
及し、「装置の仮設性」と「空間の伸縮」が必要とされ
なくなったことに伴って、日本人の精神的特徴が置き去
りにされてしまったのではないかということである。
　内閣府の消費動向調査（令和3年3月調査）を見ると、
日本における二人以上世帯のエアコン普及率は1961年
ではわずか0.4%であったものが、2021年には92.2%に
達している。一方、2019年7月25日付のワシントンポ
ストの記事1）によると、2019年時点における欧州のエ
アコンの普及率は5%未満とのことである。
　日本は欧州に比べて、わずか50年あまりの間に、広
場のあり方を大きく変えてしまったと言える。「空間の
伸縮」は建物内の気密性が保てないため、建物は外に対
して内部の声も雰囲気も滲み出ない閉じられたものに
なってきている。わざわざ快適な時間や気候を選んで

「仮設的な装置」を置く必要性も希薄になってきている。

しかし、人工的な技術により気候に対して合理的に対応
できたとしても、借景やすき間などから感じる「奥」と
いう実在の原点を彷彿させる感覚、建物内部から大きな
開口部を通じて滲みだす「わけへだてのなさ」、不規則
的で予測不可能な変化を伴う行動的空間がもたらす「無
常観」、気分の解放をもたらす「ハレとケの使い分け」
は、満たされにくくなっているのではないだろうか。
　『日本の都市空間』（都市デザイン研究体著、彰国社）
によると、日本には時間を軸とした空間構成を意味する

「さおび」という概念があり、これによれば、空間の要
素にはもともと強弱関係があり、弱い要素から崩れ、最
後にはまったく入れ替わることもあるが、空間は連続的
に存在しているということになる。弱い要素が崩れた
ら、そこに新しい要素を差し込んでいくということが、
日本の都市の伝統的な更新のあり方であるとすると、そ
の新しい要素は日本人の精神的特徴も考慮したものにす
ることが重要ではないか。その際、伝統的な「装置の仮
設性」と「空間の伸縮」が参考になると思われる。
　なお、プレイスメイキング研究所では、戸建て住宅地
において、団地管理組合法人を任意に組織し、建物が老
朽化した少数の街区を当該法人が買い取って、サードプ
レイス等として “re place” するという提案を行ってい
るが、まさに今求められていることではないだろうか。

1）https://www.washingtonpost.com/world/2019/06/28/europes-
record-heatwave-is-changing-stubborn-minds-about-value-air-condi-
tioning/
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