
第16回

平成10年（1998）4月16日

会場：住宅生産振興財団

三井所清典

1　システムということ

2自然の理に慮ったものづくり

3有田のまちづくり

4国際陶磁器美術館の計画

5窯業大学校とマイセンから学んだこと

6町の建築を整備する

7言泉工房と宿房

8有田HOPE計画の策定

9HOPE研究会の活動
10住環境整備の進展

　　おわりに

野ま㍉rP

三井所清典（みいしょ　きよのり〉

建築家。芝浦「業人’！1二学部教授、1939毎仏賀県生まれ。1963年東京人学建築学科卒業、1968｛手束承

人学人学院博寸課程修∫。同年芝浦1業人学講師就任現存教授。1970年アルセノド建築研究所設、バ

宰現在に令る。

1970｛｛～1977｛｝頃、戸建、中層集合・尚層・超尚層住宅、スーパーストア、学校なとのシステム・ビ

ルディング開発をおこなう。1977年より〃、賀県有田町の有出HOPE計画策定等の公民の事業に関わり

現在も継続中てある。1989奪より富山県でト平村の「楽雪住宅」の開発的設計から最近は優艮i務店

の近代化事業に関わり、ワーク〆ヨノブのサポート等を行う。近脅、能本巾、山口県なとて環境共硅住

宅基本設計、都ウ晴海総合高等学校および都星短期人学設刮を行う。

ヰな作品として、有田町歴史民族資料館、仇賀県立九州陶磁文化館、佑賀県立有田宰業人学、県呈イj田

「業高校、多摩ニュータウン南人沢ベルコリーヌ、岩瀬健康スポーツドーム、明治神冨神楽殿等かある。



64

　私は、昭和38年に大学を出ましたが、当時

は深刻な住宅難の時代でした。大学院が終わ

ったのが43年で、ちょうど住宅産業が芽生え

はじめた時期でした。

　そのような事情なので、住宅産業が立ち上

がる頃をかなりつぶさに観察させてもらいま

した。昭和38年には、晴海の日本建築センタ

ーの展示場にいくつかのプレハブ住宅がはじ

めて建ったので、センターにお願いしてその

プレハブ住宅の図面を全部もらってきて、あ

の杉田三白の『解体新書』ではありませんが、

図面でそれらの住宅を解体していきました。

パネルや部材を分解して、接合部はどうなっ

ているかというようなことを調べました。卒

論の学生8人と一緒に分析してタイプ化した

りプレハブ化率などの研究をいたしました。

　内田祥哉先生の下で私は大学院の1年生で

したが、いくつかのプレハブ住宅を、同時に

同じような軸で分析して比較するというよう

な研究をしたのは、多分、はじめてだったと

思います。それ以来、「工業化」というのは私

の研究、あるいは開発の一部を占めています。

集合住宅では、低層、中層、高層それから超

高層までシステム開発を行なってきました。

それから学校のシステムも、鉄骨造やRC造

のシステムなどで開発した経験があります。

　また、ダイエーが最初だと思いますが、昭

和45年頃にスーパーストアが世の中に出てき

ました。そのときに、私は西武から依頼を受

けて建築システムの開発に取り組みました。1

年で30万m2のスーパーストアを首都圏につ

くろう、そのためにはどのような工法で、ど

のようにつくったらいいかということがテー

マでした。純鉄骨造で3階から8階までに対

応できるようなシステム建築を開発しました

が、外壁はPC板、床はデッキプレートを敷

いてコンクリートを打つ。特に最上階からコ

ンクリートを打っていく興味深い提案ができ

ました。千葉の本八幡に1号店が生まれ、私

が関わった最後は水戸の、現在は西武百貨店

になっている建築がそれです。

　そのときに、システムのホルダーは誰がな

ったらいいかとか、それを敷地にどのように

応用したらいいかとか、そんなことをいろい

ろ考えていきました。しかし結局、新しいシ

ステムと古いシステムとは同じ会社内でも栓
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桔があるのです。社長がやりたいからといっ

て新しいシステムを組み上げても、既成のラ

インが動いていると、もうそれはなかなかシ

ステム変更ができないということがあります。

多くの開発を手がけましたがお蔵入りが多く

て、数年間システム開発を手がけているうち

に、私の人生は蔵の中だなと思うようになっ

たことがありました。

　それ以来、トータル・システムを無理に実現

しようとするのは、極めて困難であると思い

ました。要するに革命というのは、そう簡単

に起きないのだということがわかったのです。

システムを変えるというのは会社にとっては

革命なんです。

　それで、部分的に物事を入れ換えていくほ

うがいいのではないかと考えました。その頃、．

だとえば人間とロボットの境界とは、なんだ

ろうかと考えたりしました。身体の器官をい

ろいろ変えていくうちに、心臓や内臓までも

変えることはできますが、どこまで変わった

ら人間じゃないのだろうとか。逆に、機械の

ほうをどこまで近づけると人間なんだろう、

その境界はどこなんだろうと思ったこともあ

りました。そこから、少しずつ変わり、それ

がよければ時間をかけていくと大きな変化に

なりうると思って、そのような方向にエネル

ギーのかけ方を変えようと思いました。

　そのような思いが実現したのが、これから

お話する有田のまちづくりだったと思います。

もともと有田というところは、1616年に焼物

の原料が発見されて磁器が生まれるのですが、

それ以来ずっと、来世紀の2016年で400年

になりますが、生きてきているわけです。他

の産業がほとんどありませんから、いまもっ

てその焼物が町の主産業であり、就業人口の

8割がそれで生活の糧を得ているという状態

です。そのような町は、世界にもあまり例が

ないと思いますし、それが400年も続いてい

るのです。

　そんな町で、まちなみづくりをするという

ことは、歴史の重みというか、いろいろ積み

上げられて完成している現在の町の状態のな

かに、何か私達の力が作用していって小さな

変化を引き起こすことになるわけです。そこ

には、産物があって歴史があって、人の力で



築きあげられたトータルな文化があるのです

が、そのなかに巻き込まれたときに、弾き飛

ばされないでうまくやっていくにはどうした

らよいのか。うまく巻き込まれないと、もの

づくりがその場でできなくなるわけですから、

そのためにはどのようなことを考えなくては

いけないか、ということが大切だと考えまし

た。

　ところが、そこまで考えても、実際に行動

すると現実というものがいかに違うかという

ことがわかってきます。これは「理解する」こ

とと「認識を持つ」ことの違いです。理解をし

ているということは全部わかっているという

ことなのですが、それでも行動に移せない。

それは「認識」にまでなかなか到達しない。知

的にはわかっていても、体が動くほど自分の

ものになっていないというのが「理解」という

ものの限界です。

　たとえば、コンクリートでつくった建物に

屋根をかける。傾いた傾斜屋根をかける。そ

れも片流れの屋根だったらヨーロッパ現代建

築、たとえばデンマークのウッツォンのコー

トハウスなどにもあるから比較的素直にかか

るのですが、寄棟とか切妻なんていったら、

実際の設計に乗せるには心理的になかなか難

しく、ぞっとするような思いがあるわけです。

　何故かというと、これに関しては私達に刷

り込まれた教育の話があります。昭和20年に

終戦を迎えたわけですが、それ以来の民主教

育によって、いろいろな変化が起きるなかで

平等とか民主的という価値観を教えられた。

そして建築を勉強するようになって、30年代

の中頃ですが、たとえば平らな屋根のほうが

民主的であると思い込んでしまうようになる

わけです。

　帝冠様式というのをご存知かと思いますが、

コンクリート建築に和風の屋根がかかる。た

とえば、上野の国’立博物館や、九段にある九

段会館（旧軍人会館）といったものです。瓦屋

根が載ったコンクリートの建築は昭和10年代

につくられて、帝国主義や日本精神のシンボ

ルになるわけです。朝鮮半島や旧満州にも、

帝冠様式のものがっくられていって、建物が

アジア圏への進出のシンボルとしての役割を

果たすのです。そのようなことを全て戦後に

なって反省しているわけですから、フラット

な屋根の建築がいいんだということになって

しまいました。それで、そういう気分のまま、

有田での仕事をはじめることになりました。

　しかし、有田のまちなみを見ていると、陸

屋根の建築はおかしいのです。不調和なので

す。しかも、戦後につくられたデザインの密

度が低く、安直に設計された四角いものほど

つまらない建築はないのです。それに対して

古い戦前の建築は、大変丁寧につくられてい

てしっかりした存在感があって、まちなみに

マッチしています。

　また一方、戦後の陸屋根の建築に雨漏りが

どんどん起きました。保護のための庇がつい

ていない窓のサッシの廻りもだめです。防水

モルタルで屋根の防水をやっても少しも防水

にはならないのです。防水モルタルという名

前だから皆信じて使うはずなんですが。とに

かく相当に雨風の被害ありますが、そのなか

でもかろうじて庇があると、サッシが前と同

じでも水がかからないわけですから守られま

す。また水が少し滲み込んでも、野地板とか

木製の吊子とかの材料に吸い込まれている限

り、それは雨漏りとは言えません。ポトッと

天井に落っこちて音がすると雨漏りになるの

ですが、落ちる前までは雨漏りてはなくて、

雨が止んでいる間に乾いていきます。そうす

ると、それは自然の状態で防水ができたとい

うことになります。そのような、とてもやわ

らかい受け方の防水の方法であるかつての方

法と、たとえばステンレスを張って「絶対水を

入れないそ」という防水では、思想が全然違

います。絶対入れないというのは一ヶ所欠陥

が起きると必ずだめになります。瓦のように

どこからでも水が入ってくるようなものは、

入ってきたあとの処置まで考えているから、

雨漏りにならないのです。そのようなことが

考えられている伝統的な工法と近代的な工法

では、近代的な建築が負けです。

　それは大学を卒業してから、14年目くらい

のときでした。10年選手をちょっと過ぎた頃、

田舎で仕事をするようになりました。東京で

の仕事の仕方ではだめだということに気がつ

いて、いろいろ悩みました。恩師の内田祥哉

先生が、雨をできるだけ早く、外壁ラインよ

り外側に出すようにまず考えよう、できるだ

け遠くまで運んで落とすようにすると雨漏り

にも影響がないし、外周壁も長持ちする、そ

のように考えれば自然と庇の深い勾配の屋根

がつくというようなことをおっしゃった。そ

のような理屈で、実際の機能性や性能論から、

ものを考えてそれを実行しようと説得されて

納得しました。
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　一度屋根をかけると、もう気は楽です。し

かも屋根をかけると、大変喜んでもらえるわ

けです。次の問題は妻側に庇を出すのが心理

的に大変なのです。妻側に庇を出すのは、た

いてい野暮に見えます。私達がヨーロッパの

建築をイメージすると、平磯に庇がちょっと

出ていても、妻側はだいたいスパッと切った

ように見える。それがかっこいいと思い込ん

でいるものですから、妻側に庇を出すとおか

しく見えてしまう。しかしそれは、目がその

ように慣れているだけの話であって、庇がつ

いたものがかっこいいと思ってつくっていく

うちに、工夫を重ねていくうちに、段々よく

なっていくのです。それで、最近では庇が出

てないと、手抜きしている建築だと、思うよ

うになりました。そうでない建築を見るとあ

のへんから雨漏りがするというのが見えてく

る。住んでいる人に迷惑をかけているんだろ

うな、だけど設計した人はいい格好のものを

つくったと思っているんだろうな、と推測し

たりしています。住んでいる人が気の毒だと

思ったりするような気分にもなります。

　寺社などの妻に懸魚というものがあります。

多分あれは棟のあたりの構造を保護するため

につくったものがだんだん飾りになったのだ

と、私は考えていますが、もともとは単なる

飾りではなく保護のためにある。そのような

ことを理解していくようになると、建築のつ

くり方でも、自然の理に適ってものがっくれ

るようになってきて、そしてそういうものが

いいんだと自分で思うようになってきます。

　このことを教えてくれたのが、有田の仕事

でした。そのあたりのことを、スライドを交

えてお話していきたいと思います。
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、轡・

1㌧毫`

懸
図1　有田町マスタープラン草案づくりのための土地利用現況図
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　図1は、九州、有田の地図です。ほとんど

が山で、谷筋に町ができました。幅員5mく

らいの道がありますが、それは谷筋にできた

旧道で、その表通りにずっと建物がぎっしり

と並んでいます。図2は、江戸時代の地図で

すが、有田郷は有田千軒とかいわれて、大変

賑わったそうです。

　表通りは窯元、腕のいい赤絵師、それから

大きな商人たちが住んでいて、後ろのほうに

路地が巡っており、ここが職人たちが住んで

いたところです。

　図中にある、ちょっとイモムシみたいに見

えるのが登り窯です。これは小さな窯になる

室が30を超えるくらい連続していますから、

およそ2～3mが一つの窯だとすると、70m

とか、それぐらい大きなものがあります。ち

ょっと小ぶりのものもありますが、こういう

登り窯が26基ぐらい町中にありました。そし

て「モヤイ窯」と言いますか、窯を焚くのはた

いへんな燃料や人手がいりますから、皆で一

つの窯を共同で使って焼物をつくっていたよ

うです。
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外壁が漆喰て塗り込められた防火つくりの家のまち

図2　安政時代の有田町絵地図
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　裏のほうに川が流れていて、浅い川ですが

水源になる山が自分の町の中にあります。こ

の川の水力を使って、「唐臼」という臼がある

のですが、即いて石を砕く装置があり、それ

から脱鉄という工程があるのですが、水で鉄

分を溶かして取り去って、純粋な陶石、陶土

をつくります。裏の山にはマツが植えてあり

ますが、このマツが燃料になるんです。焼物

の原料の陶石は泉山という所で採れます。

　このように有田には、町の中に原料があり、

加工ができて、水とマツの動力と燃料のエネ

ルギーがあって、町の人が直接ものづくりを

するというような自立型の産業都市なのです。

　表通りは防火づくりでできた建物で、なか

なかいい通りになっています（写真1）。

　ちょっと歴史の勉強みたいになりますが、

写真2が17世紀の初めの頃につくられた古伊

万里という焼物です。古伊万里という名前は

ご存じかと思いますが、ヨーロッパでも「オー

ルドイマリ」と呼ばれています。様式の名前

です。伊万里というのは有田のすぐ北のほう

にある港町で商業都市なのですが、有田でつ

くられたものが伊万里まで運ばれて、伊万里

から船で出島へ行く。要するに伊万里は出荷

港です。出荷港の名前がヨーロッパでつけら

れて、商品が「イマリ」といわれるよう．になっ

たようです。

　写真3は柿右衛門様式です。古伊万里は一

般には中国の明の時代の様式が描かれますが、

それに対して柿右衛門様式が40～50年後に

なって生まれますが、余白のたいへん大きい

ところが、明の時代の様式とはずいぶん違っ

ているように思われます。

　写真4は鍋島という様式です。鍋島という

のは昔の殿様のことですが、藩の名称でもあ

ります。これは一般に殿様の世界の外には出

ません。殿様の世界の中だけで使われ、藩を

安泰に保つための贈物などにも使われていま

す。これを見ると、漆に金で描いた蒔絵のよ

うな雰囲気が出ています。秋の七以下描いて

あって、雲の形で青磁粕が掛けられています。

もともと真っ白いキャンパスのような器に青

磁粕がかかっているんです。この白いキャン

バスというのは、もともと色が茶色っぽかっ

たり黒っぽかったりする土ものの世界、すな

わち陶器には得られないものなので、とても

珍重がられています。これが16世紀までの日

本ではできないわけです。鍋島藩以外ではそ

の石が見つからない。なかなか発見できない。

写真2　17世紀の古伊万里

写真3　17世紀の柿右衛門様式の花器　　写真4　17世紀末頃の鍋島様式の器

つくり方が秘密にされていますからわからな

いわけですね。

　このように、古伊万里と、柿右衛門と鍋島

という三つの様式が有田焼にはありますが、

これを見るとだんだん日本化していると感じ

ます。17世紀の初めと終わりではこんなに変

わってくる、百年の長さのなかで変わってい

くというのがよくわかります。

　　　難・職鮪鵜繋　　　簾舞　．　醤

　私にとっては、このような焼物ひとつ見て

も、日本化ということが表われてくることが

よくわかり、建築もそういうものなのかと思

うようになりました。

　ここの台地の上に、国際陶磁器美術館をつ

くってもらいたいと町が思いました。町にで

きる施設ですが、有田町はこれを県につくっ

てもらう、すなわち誘致しようと考えたので

す。それによって、今世界中でどんな焼物が、

どういうレベルでつくられているかがわかる

ような展示をして、有田は今後どうするべき

か考えようではないか、という構想が練られ

たのです。

　この構想がつくられる前に、町長はヨーロ
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ッパに町民の代表7人を派遣しました。7人

はヨーロッパの町、都市の美術館を見て歩く

のですが、江戸時代に輸出された有田でつく

られた焼物が宮殿に置いてあるとか、美術館

にいっぱい飾ってあるのを見てきて、「あのよ

うなものが、まずわが町になくてはならない」

「世界の秀でたものと比べて見られるようにし

なくてはいけない」ということになって、美術

館の構想が生まれたのです。さらに、佐賀県

を説得するには内田祥哉先生に構想をお願い

しょうと町長たちが思ったのですね。そして、

私が佐賀の出身なものですから内田先生の推

薦で仕事をお手伝いすることになりました。

それはもう喜んで一緒に仕事をさせていただ

いたわけです。

　この台地の上が敷地として想定されていま

す。いまは佐賀県立九州陶磁器文化館という

名前になって建物が建っていますが、最初は

町が勝手に構想をつくる。その構想案を持っ

て県に行こうというねらいがある。で、ここ

の構想案をつくるのが町から頼まれた最初の

仕事です。

　写真5はバルーンを上げたときのものです。

バルーンを上げて丘の上に建設しようとする

ものが町中のいろいろな場所からどのように

見えるかというのを確かめました。町中に観

測点を29ヵ所決めて、自転車で走り回って写

真を撮りました。それは52年7月だったと思

いますが、ずいぶん坂の多い町でたいへんで

した。

　写真6は、駅前あたりからどのように見え

るかがわかる写真です。写真7はトンネルを

写真5　敷地の角にバルーンをあげて街中より見える高さを確認する

A只　　　　　　　　　　　　　　まちたみ大学「第2期］講義録3

くぐって有田の町中に入って家並みが見える

ようになった瞬間にどのように見えるかとい

う写真です。バルーンは小さな風船を、間に1、

2、3個つけて5m単位にメジャーになるよう

になっています。

　これは敷地の模型です（写真8）。ほぼ三角

形の形をしていますが、何もできていない現

場に立つと、周りが斜面で、スケール感が全

然わかりません。それで、美術館の模型をつ

くって載っけてみたり、ダミーの建物を載せ

て、あの建物がこれぐらいのスケールになる

というようなことをやる。こうすると年配の

メンバーが良く理解できます。

　そんなことでセイムスケールのみんながよ

く知っている建築を模型上に置くことによっ

て皆がだいたい敷地を把握するという、そん

なような作業を繰り返し行ないました。

　また、以前、自衛隊に頼んでこの山を削っ

て平らにしたという話を途中で聞きました。

それでは埋土された部分で以前「谷」だったと

ころがあるかも知れない、そのようなところ

に建築をつくったら危ないので、元の山を図

上で復元しようと思いました。小さな山です

からほとんど地図には載ってない。それで、

町で古い写真を探してもらって、想像して元

の山のかたちをつくりました。埋めた所と切

った所をはっきり七て、建物は切った所に置

きました。図3の復元図ができたので、盛土

の部分に計画していた歴史民俗資料館は場所

を移すことになりました。

　結果としてできた建物が、このような外山

の窯にちょっと似たような感じで、蔵のよう

写真6　駅前の通りから台地を望む

写真7　赤絵トンネルを出たところがら敷地を望む



写真8　敷地模型。上野の西洋美術館を置いてみる

な印象も与えるかもしれませんが、比較的自

然に見えるようにできあがりました。上が展

示室で、下に収蔵庫があります（写真9）。低

い軒、アプローチはこう手を延ばすと屋根に

手が届くくらいの感じがするんですが、それ

は田舎の軒の低い親しみを感じる屋根をイメ

ージしたものです。美術館なんですが、たい

へん馴染みの深い美術館ができました。

　写真10は、窯業大学校です。その前身につ

いてちょっとふれると、明治7年に勉脩学舎

という徒弟教育の専門学校ができ、それが戦

後、工業高校まで発展しました。戦後になっ

てからは、首都圏をはじめとする大都市で工

業が発展し、とにかく機械や電気や化学の卒

業生を必要とするというようなことで、若者

たちが窯業科に進学しなくなって、質の低下

を起こします。それで、38年に町長が、後継

者育成の学校をなんとしてもつくらなくては

いけないと公約して当選し、窯業大学校が昭

和60年にできました。38年に公約したもの

が、60年にできたのですから、22年かかっ

て念願を果たしています。

　その伝統的焼物のを修行する学校をつくる

ときに、やはり四角な、標準的な工業高校や

図3　台地の元山の姿を図上で復元し、建築を配した図

写真9　土手のかん木の向うに第3および第4展示棟を見る

普通高校のようなものはっくれないと私は思

って、どう提案したものかと思い悩みました。

それで、結果として勾配屋根の建物でコンク

リートの丸い柱の高床になった和やいだ雰囲

気の建築を提案しました。

　この写真11は、細長く囲われた中庭ですが、

床とのレベル差が50cmくらいあります。外

側からいうと、この下に人が立って設備工事

などの作業できるくらいの高さがあります。

焼物の土を流したりするとしょっちゅう壊れ

るだろうから設備のメンテナンスしゃすいよ

うに高床にしょうと思ったことと、高床は日

本の建築らしい雰囲気が出るのではないかと

思ったからです。それから、すでに勾配屋根

写真10　勾配屋根と丸型の柱、高床になった窯業大学校 　　　写真11　中庭から回りの山が見える窯業大学校
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や庇をつけてもよいという気分になっていま

したので、深い庇をつけました。

　この建物は、県では工業高校と同じ程度の

予算が組まれていたのですが、こんなことを

やったので、その上に勾配屋根をかけたらと

ても予算内でできるはずがないというのが県

の営繕の方のお話で、基本設計段階でちょっ

と心配させてしまったんですが、積算すると

収まることがわかりました。もちろんいろい

ろな工夫をしました。たとえば廊下が濡れ縁

になっているのですが、雨の日は作業場の中

を通ったらいいではないかということをして、

予算のなかに収まったのです。

　このときの進め方にもまた有田らしい面白

い話があります。有田町は、当時東ドイツの

ドレスデン州の有名なマイセンという町と姉

妹都市になっていたのです。東ドイツの都市

と日本の町が姉妹都市を結ぶというのは大変

奇異な感じなのですが、鍋島の殿様の家系の

なかで、二代にわたってドレスデン工科大学

に留学している人がいるのです。その若い留

学生が参議院議員の予算委員長の時代に、折

衝がうまくいって姉妹都市が結ばれたそうで

す。

　そして町長の企画で知事をはじめとする県

と町の代表20数名が親善を目的としてドレス

デン州とマイセン市を訪問しました。私も徒

弟学校の様子を調べる役割を持って参加しま

した。マイセンの徒弟学校で、熱心な教育が

行なわれているのを見るわけです。全国から

集まった優秀な技能を持っている子供たちを

教育をしていき、そのうちに二つに分けます。

クリエイティブな仕事がうまくできる子と、

伝統的な仕事をちゃんとできるような腕を持

った子供とに分けるのです。クリエイティブ

なことをやる子は数が少ないのですが、学校

でそういうことをはっきり選別しているので

す。日本では総ての学生が、たとえば一流の

建築家を目指すような教育をしてしまうもの

だから、挫折する学生も多いですが、やはり

向き不向きがわかる教育をすると、やがて調

和した街並みの美しい町が育っていくのだと、

私は思っているのです。そういうこともこの

町で教わりました。マイセンでは、卒業制作

でもう商品になるぐらい立派なものをつくる

のです。ドレスデンのある美術館で遠目では

「ゴス」で描いた山水の絵のような焼物があり、

そばに寄って見ると何を描いてあるかよくわ

からない抽象的な表現なのです。遠くから見

まちなみ大学［第2期］講義録3

るとまるで中国や日本の焼物のように見えま

す。見事に抽象化した表現を見たとき知事が、

これは「マクッパイ」と言いました。マクッパ

イというのは、これは負けてしまうなという

意味です。そのひとことで、有田の町に後継

者育成の学校をつくることがほとんど決定的

になりました。じつはこの構想も県立の施設

だけれど、大部分を町の方で計画を練った後

で、海外視察まで準備して説得したことにな

ったのです。これは大変なことだと思いまし

たが、主体的に努力し、賢く仕掛けていくと

いいものができるということが、よくわかり

ました。

　さらに、この学校では月に1回は京都や東

京から人を呼んで講演してもらっています。1

学年30人の専門の徒弟学校のようなものです

が、町の人にも聞きに来てもらうようにと、

300人も入る講堂をつくられているのです。

　写真12は中庭ですが、環境共生住宅が話題

になる以前から、この中庭は、床下の涼しい

風も吹いてきて、とても気持ちがいいのです。

これはまさに環境共生型の建築です。

写真12　窯業大学校の中庭

　また、伝産都市モデル整備事業という計画

策定があって、私達が計画の策定をさせても

らい、事業が引き継いで行なわれたもので、

路地裏の整備をテーマにした計画でした。六

体の地蔵があって、滑り台がある小さな裏路

地の中のプレイロットのような所ですが、塀

をつくり、案内板をつくって、お地蔵さんを

きれいに並べ直しました。床も石で舗装しま

した（写真13、14）。

　手前に川があるのですが、後ろの塀が登り

窯の廃材です。窯元の庭の奥に積んであった

江戸時代の登り窯の廃材をもらってきて並べ

てあります。整備されると近所の人が毎朝掃

除をしてくれるのできれいになりました。こ

ういうものを何カ所かつくって、裏町、裏通

りの整備が進んできています。

　また、すぐ近くのあばら家の持ち主が町に



写真13　整備する前の六地蔵広場 写真14　一次の整備が終わった六地蔵広場

土地を売ることになったので、その土地まで

計画を広げようということで、この広場が少

し広がりました（写真15）。ここも登り窯の廃

材で縁を取って石の屋根をつけました。登り

窯の廃材というのは、やはり雨に当たると少

しずつ風化していくものなので、雨を除ける

ために勾配をつけた屋根をつけました。

　写真16は逆の方から見たものですが、この

床の舗装を石でやりましょうと提案すると、

ギョッとする人もいますが、皆でマイセンを

訪問したときにプラハに寄って、裏通りの石

畳を歩いた経験であり、「ああいうのやりまし

ょうよ」と言うと、共同体験していますから

「あれはいいね」とすぐに決まります。裏路地

の中にあって、まあ比較的恵まれない人たち

が住んでいる所がこうやって整備されていく

ということが、継続して行なわれているので

す。

写真15　二次の整備が済んだ六地蔵広場

　次に、家の建替えの依頼が、町の有力な「旦

那」からありました。「うちはこういう部屋が

欲しいんだけど、あとはまちなみが壊れない

ようにやってくれれば、それだけで何も言う

ことはない」という話があって、つくったのが

山口邸です。

　この建物のどこからどこまでが変わったの

かはわかるでしょう。道路に対して建替え前

の二階建が突っ立っているので、道が壁に囲

まれて高い塀の中を歩いているような雰囲気

になっています（写真17）。少し息抜きが欲し

い、それとこの町には公衆便所がなかったの

で、できればここにつくりたいと思いました。

また陶磁文化館と同じように庇を低くして町

を歩く人を迎える雰囲気をつくりたいと思い

写真17　有田・山口邸の建替え前

写真16　六地蔵広場 写真18　有田・山口邸建替え後
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写真19　有田・山口邸正面
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ました。そうすると、とても馴染み深い雰囲

気がこのような庇から出てきます（写真18）。

　この写真19の門構えは通りに対してちょっ

と拒否的な感じがしますが、じつは、この扉

の中に前庭があって、普段は門が開いていて

前庭をいつも見せています。棟を低くしたた

めに、裏山が見えるようになりました。前庭

と裏山の木が一緒に見えてくると、この前の

通りの雰囲気が全然変わります。先ほどの六

地蔵広場の変化と同じように、プロのデザイ

ナーがちゃんと考えてやっていけば、このよ

うな変化の効果があるということがわかって

もらえるわけです。

　一般の人たちは、建築家というのは金持ち

の住宅とか公共の建築をやるのが仕事だと思

いがちですが、六地蔵の場合は、「こんなもの

もやるんですか」と近所の人から声かけられた

りしました。「いや、町のいろいろな所をきれ

いにするのも私達の仕事だと思ってます」と言

うと喜んでくれて、信頼関係が生まれてきま

した。

　写真20は、左が門のほうで、右の方に正面

の扉があり、左からこの場所に入るようにな

るのですが、前庭に夏ミカンの木やツバキが

あるのです。前を通っているうちに、それら

は透けて見えるようです。そおっと入ってみ

写真20　有田・山口邸前庭。左側に門がある
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ると、右手に写真21のような雰囲気がありま

すが、ここはまだ家族の生活の場ではなく、

この奥にもう一つ鍵がかかる扉があって、そ

こから先が本当の家族の住まいです。ここは

前庭を含めた、いうならばオープンなボケッ．

トパークみたいな所です。こういうのを町の

中につくろうと提案したのです。

　施主は町でも一、二を競う卸商人ですが、

ご年輩の御当主に失礼と思いながら「リビング

ルームや食堂があって、家族の部屋がある一

般的なものをつくった場合、山口さんの家庭

はいいかも知れませんが町並は良くなりませ

ん。町を良くするためには、かつての旦那た

ちは、このようなパブリックな場所をつくっ

ていたはずです。一つの家の中に持ち込まれ

る社会的な催事でも、たとえば子供や孫がそ

れを見て多くのことを感じたりすることによ

っていろいろ社会的な広い繋がりが生まれて

いくのではないでしょうか」というようなお話

をして理解してもらいました。ついでに「大工

や左官にいい仕事をさせてください。そうす

ると技術が残っていきます。焼物の世界だけ

でなく建築の後継者問題も重要な問題です」と

お願いもいたしました。

　私が最初に有田に行ったとき、ロンドンの

ハローズ百貨店の購買部長、女性なんですが

その人を案内していた山口さんにはじめてお

会いし、ここのご主人と名刺交換をしたわけ

です。相手はロンドンの百貨店、言ってみれ

ば三越の購買部長が来たようなものですから、

「そういう人を日本的な家に招いて接待したら

たいへん感激して喜ばれます。いまは、つつ

ましくつくるのが美しいことと言われていた

時代の意識を引きずっていますが、できる人

ができることやらないと町としての豊かさは

出てきません。会社の接待スペースと同じと

考えて、自分の家で接待するのもいいのでは

ないでしょうか」というようなことで、口説き

ました。左の奥に水屋があります。それから

写真21有田・山口邸前庭に開いた土間と上がり枢。右側の門
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写真22　有田・山口邸のダイニングルーム
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写真23　有田・山口邸　築後5年程した2階の居間

右手前にトイレがあります。このように備え

ておけば、家族に迷惑をかけないで、いっで

もお客さまを安心して迎えられます。

　それで、ここの便所はいま、知る人ぞ知る

公衆便所なのです。門は昼間は開けておくの

がこの家のしきたりになっていますから、た

とえば町長が町を案内しているときにちょっ

と寄って一休みしてまた出ていくようなこと

もあったりします。そんなような場所として

つくりました。

　家の中はとてもモダンにできてます（写真

22）。家の中では都会のようなモダンな生活

をしたいというので、表の方はあのようなつ

くりですが、家のほうにはモダンな食堂とか

リビングがあります。二階は、息子さんの部

屋ですが、当初はそのうち嫁さんをもらうだ

ろうから、いまは放つときましょうというこ

とで、がらんとした板の間をつくっておきま

したが、そのうち許嫁が決まったので一緒に

話をしてインテリアの設計をしました。マン

ションの1LDKくらいのモダンな雰囲気のこ

のような部屋が瓦屋根の下にできているので

す。しかもその間5年ほど時間のズレがあり

ます。そういうことが木造ではできるのです

（写真23）。

　また、当初は壊してしまう予定でしたが、

とても簡素で気持ちのいい続き間や床の間が

あったものですから、これは壊さないで、後

ろの畑のほうに引っ張っていって離れにしま

した。そのとき、新しく足した木材は、古い

鐸

写真24　賞美堂本店の店先

鯉灘職無

．
難
一

写真25　賞美堂本店の店先の舗装

今夕

材と同じような色あいになるように染めまし

た。私達は「古色染」とか、「古色をほどこす」

と言っているのですが、米酢とベンガラ、墨、

それから柿渋を使って色合いを調整します。

これを使うと、どこから古意でどこからが新

しい材か区別がつかなくなるくらいになりま

す。それ以来、町の中では多くの新築住宅で

古色を使っています。

　またあるとき、別の卸商人から、「これをち

ょっと修理して欲しい」と言われました。それ

はいままでの犬矢来が都合が悪くなったので、

新しい犬矢来をデザインしてくれないかとい

う話でした。犬矢来は何のためにあるのかと

尋ねたら、海鼠板の腰壁に自動車が当たりそ

うで心配だからだという理由でした。それで

は自動車が当たらなければ犬矢来でなくても

いいんですねということになり、結果的には

この御影石の常夜灯をつくりました（写真24）。

そこに小さく部落の名前とお店の名前が入っ

ています。

　そのときに、先述したように裏道をきれい

にし始めていたのですが、将来は表道もきれ

いにしたいので、それのモデルになるような

コミュニティ・ロードの舗装のモデルをここで

やらせてくださいと、こちらからお願いしま

した。それが写真25で、当初は土間コンクリ

ートやモルタルがもうほとんど崩れていたの

ですが、黒御影を使ったり小さな石を埋め込

んで、とてもいい雰囲気をつくりだすことが

出来ました。施主に対してこちらから働きか
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けるやり方は、さきほどお話した有田町長の

県への働きかけ方から、何となく教わったよ

うな感じがします。

　次は、賞美堂本店さんの商品開発研究所の

プロジェクトです。賞美堂本店はもともと問

屋ですが、窯元にまかせていたのではなかな

かいいものがっくれないというようなことを

感じていて、それなら自分の好みのものを自

分のところで開発したいということで、相談

があって設計したのが其泉工房・宿房です。

　この坂道を上っていった所ですが、このへ

んの敷石からずっと私達の新しい設計ででき

ています（写真26）。

　これは宿房で、正面から見るとこんなふう

に見えます（写真27）。宿房と工房があります

が、たとえば日本画の画家に焼物に絵を描い

てもらったり、ガラスの工芸家に韓輔を楽し

写真26　其泉荘工房への上り

写真27　其泉荘宿房の外観
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んでもらうとか、要するに他分野の芸術家を

呼んでここでやってもらうと面白そうだから、

並倉をつくっておいたらどうですかと提案し

ました。それから芸大の学生なんかは、まあ、

土ものはわかるけれど、磁器はあまりわから

ないので、そういう修練するために、たとえ

ば夏休みの半月間逗留して勉強するというの

もどうかとか、そういうソフトを提案したら

すごく喜んでもらい、宿房と工房がセットに

なってできました。形は単純な切妻屋根の木

造です。

　大きな窓が出ていて、外から覗けるように

なっているのですが、二重にした建具の間に

棚をつけて、制作途中のものが置いてありま

す（写真28）。私はここでちょっと知恵を出し

たのですが、障子と障子が市松のような恰好

で入っていて、ガラスの内側に建具がありま

す。こちらにもガラスの建具があって、ガラ

スを開くと風が入ってきます。ですから足元

に風が欲しい場合には、下の扉を開けて、外

側の扉を開ければいいのです。上のほうに風

写真28　工房の窓。二重の建具の問に棚を設け、作品を飾

る

が欲しい場合には、上を開ければいいのです

が、障子を固定してしまうと、窓を開けたと

きと閉めたときの景色がほとんど同じです。

だから、同じ引き違いでガラスと障子を交互

に入れて、外がいつでも見えるような仕掛け

をつくりました。これを考えたのは、路地裏

を整備しているときに、窯元のちょっとした

作業場が路地を通っている人に見えたらいい

なと思って提案したのですがなかなか機会が

ありませんでしたので、そのモデルをつくろ

うということでやったのが、このような知恵

でした。

　これは宿房の内部です（写真29）。手前のほ

うに板の間があって、ここに長野の松本椅子

が置いてあります。それからもう一つは、デ



写真29　内房の内部。板の間から畳の間を見る

ンマークのウエグナーのピーコックチェァと

いう名の孔雀の恰好をした椅子が置いてあり

ます。デンマークの家具と松本の家具のマッ

チングがとても面白くて、なかなかいい雰囲

気です。モダンデザインがよくわかっている

人は、まずこの部屋へ入って来てすっきりと

した構成と丹精なところを理解してくれます。

モダンさを感じて見ていると、デンマークの

家具がある。なにか納得という線が出てくる

んです。とても古い民家的な松本の椅子があ

ったりすると、それも納得してしまう。それ

が両方から寄り合っている。私は現代の民家

というのは、そういうものをつくることでは

ないかと思っています。

　畳の部屋の奥のほうにはもうゴっ客室があ

って、壁の向うは管理人の住まいになってい

ます。管理人の住まいと、客間が一棟の中に

入っています。

　床にレベル差があって、高い方の畳に座っ

てる人と板の間で立ち動いている人が、話し

やすいような空間の関係もできています。下

のほうにはダイニングテーブルがあって、デ

ンマークの家具、椅子が置いてありますが、

システムキッチンや、その先にお風呂、洗濯

場があって、しばらく逗留しても自分で生活

できるような仕掛けになっています（写真30）。

私が知らないときに、内田祥哉先生がこれを

見てくださったそうなんですが、工房と宿房

は別の設計かと思ったらしく、「どこからが三

井所君の設計か」と所員に聞かれたそうです。

「この宿房と工房は全部アルセッドでやりまし

た」と話をしたら驚かれたそうです。余談です

が、これまで設計したもので誉めてくださっ

たのはこれだけで、それ以後も誉めてもらっ

たことは一度もありません。

写真30　宿房内部。板の間から下階の

食堂を望む

　そのうち、町の中心部にホテルができ、ス

ーパーができたりしてきました（写真31）。先

ほどお話したように私はスーパーのことはよ

く知っているわけでして、ダイエーのスーパ

ーを徹底的に分析して、アメリカのスーパー

も調べ、そして西友のシステムを開発したわ

けですから。そこで、スーパーというのはこ

んな町中に置かなくても駐車場さえあれば客

は来るんだから、町で世話をして建設予定地

をどこかへ変えてもらうことを提案しました

が、これは理解されず、スーパーができてし

まいました。大切な場所にこのようなものが

できてしまいました。

　こういうものを見ているうちに、路地の中

にも赤い屋根瓦の不調和な住宅ができたり、

表通りにも4階建ての数寄屋建築ができてき

ます（写真32）。数寄屋風で線が細いですが、

和風のまちなみだからつて、和風につくれば

いいだろうということで、町のある工務店が

つくりました。じつは町は漆喰の重厚な建築

でできており、防火的なつくりのこの重厚さ

が表通りの雰囲気なのですが、それに数寄屋

1灘
1難欝1

幽
写真31町の中心部にホテルやスーパーができた昭和58年頃
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写真32　旧道の4階建ての数寄屋づくり

を持ってきたのはミスマッチでしかありませ

ん。同じ和風といっても全然違うのです。

　確認申請を調べたところ、町では小さな改

善まで含めて1年間に140ぐらい申請が出て

いるそうです。われわれは1年に1戸ずつ、5

年経って5件の建築しかできない。大きい美

術館とか含めてもです。それでは町が良くな

るはずがなく、これはもうお手あげだ、一つ

の事務所が一生懸命やってもまちづくりなん

てできない、ということがわかってきました。

そのとき、HOPE計画というのが出てきたの

です。

　58年の7月ごろ、HOPE計画が三春あたり

で動いていました。次年度には絶対に有田で

やってもらおうと思って、町に働きかけまし

たが、なんで民間の住宅を良くするために国

とか県からお金を出さなくてはならんのか、

そんなものは議会を通りっこないとまず断ら

れましたが、こういうものがいかに町を良く

するかということを説得するため33項目必要

性とメリットを書き出して提示しました。

　とにかく公空間というのは道路しかないけ

れど、私空間と公空間が接して一緒にまちな

みができているのだから、とにかくこの公と

私が一緒にやらないと、まちなみは良くなら

ない。その「私」のところに手を出すことは、

道路を含む空間を公空間と考えることであり、

これが良くなっていくということは、町が良

くなることではないか。さらに、そういうこ

とができる技術者が育つとことは、将来も町

が良く生き延びていくことではないか、と説

得しました。また、たとえば、公営住宅が1

万5，000人の町だと、10年間で50戸くらい

あれば十分だろう。そうすると当時公営住宅

の建設費は1戸当たり800万円、50戸つくっ

て10年間で4億の投資にしかならない。もし

これが2，000万円で一般の民家ができている

とすると、20戸あればいい。投資額は1年で

4億、10年で40億になる。毎年20戸に影響
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力があるような研究やるのだったら、公営住

宅の研究をやるよりはるかに効果が大きいの

ではないか。そんなことを文書に書いて渡し

たら、そのまま議会に回って承認ということ

になり、それで59年にHOPE計画がスター

トしました。

　第一段階は、町中にいろいろないいものが

あることを皆で知ろうということ。今泉今右

衛門さんの家の形、とても端正な形でプロポ

ーションがいい（写真33）。こういうのもいい

と言わないと、いいと皆が思わないのです。

多分皆さん、まだいいと思っていませんが、

だんだんわかってきます。あと10年も経つと

これがいいということになる。また、このへ

んに江戸時代の赤絵師の仕事場があって、絵

の具をこぼした跡があって赤くなっています

（写真34）。これは歴史的遺産です。こういう

ものが大変大切なことを皆で勉強してます。

　香蘭書の中庭の窓です（写真35）。とてもき

れいなプロポーションでつくられています。

獣転
』

縷熱鵡」言．鹸・

写真33　今泉今右衛門家

購
韓難壁堀

写真34
ている

今泉今右衛門家の2階と下屋庇。一部赤く染まつ

写真35　深川邸の窓



近年作られた銀行の窓とは全然違います。こ

のあたりの窓はとても恰好がいい。それでい

てちゃんと性能が確保されるようになってい

ます。こういうのが密度の高い設計です。こ

のような密度の高い設計がすぐ間近にあるの

に、瓦の屋根がおかしいと思っただけでもう

やらない、勉強しないのは、まったく宝の山

に入っても何も気がつかないのと同じだ、と

皆に話をしました。

　このお店はなんと素晴らしいことか（写真

36）。まるでロンドンのお店に行っているよ

うで、ショーケースには源右衛門の素晴らし

い焼物が飾ってあっても、中は見せてない。

玄関扉から見ると中にショーケースがあるの

がちらちらと見えて～横のほうにも多分何か

あるだろうと想像されて、いいものを知って

いる人は入ってみたくなるような店構えがと

ってもいい、全部見えてないほうがいいとい

うところもあるよという例です。またこれは

皆いいと言うんですが、何よりもいいのは左

側の格子の囲いなのです。この上にプロパン

ガスボンベの頭がちらっと見えているのを囲

っているけれど、ショウウインドウや玄関で

これだけのことをやれる人だからボンベを囲

うんだ。要するにこういうことで訓練して、

デザイン・マインドを実行していくことを皆で

少しずつやっていこうという話です。

　そして、町役場に確認申請を出したことの

ある工務店や一級建築士事務所、全部に研究

会のお誘いの手紙出して設計事務所6社、工

務店7社から希望があり、集まってもらいま

した。そこで、有田らしい家づくりの研究会

をもって、委員会に出す資料づくりを皆んな

でしたわけです。私達のこの町での体験や図

面、考えも全部説明し、皆さんもこれまでや

ってきた経験を発表してもらう研究会です。

会議の場所は町役場の空き部屋を使用させて

もらうのが原則で、それをずっと守っていま

す。どこかの事務所で会議をすると、なにか

プライベートな話をしているような感じにな

ってくるのですが、役場の部屋を借りて会議

をすると、パブリック・マインドが旺盛になっ

て、わが町のために、という気持ちになりま

す。そして何か成果が出たら、それを町民に

知らせるようなことを町がやってくれるので

長い間うまくいってます。今年で14年続いて

います。

　たまたま郵便局の改築の話があったとき、

熊本の郵政局から町に相談がありました。町

写真36　板囲いでプロパンガスボンベが被われている。頭部だけがちらりと見える

の課長さんは早とちりをして、熊本郵政局か

ら町の郵便局の建替えの設計を頼んできたと

思って、仕事を紹介をしょうと東京の私の事

務所に電話をかけてきたのです。しかし私は、

郵政局は伝統的に優秀な建築家がいるところ

で、そこが外部に設計を頼むはずがない、有

田町はまちづくりを一生懸命やっているので、

そのまちづくりに合うかどうかを尋ねてきた

のではないのですか、もう一回確認して下さ

いと電話を戻しました。結果はやはりそうで

した。結局HOPE研究会で相談にのることに

して、研究会に図面をときどき提出してもら

って意見を言わしてもらうことになりました。

熊本郵政局はとても鷹揚で太っ腹なところが

あってHOPE研究会と付き合ってくださいま

した。HOPE研究会では出てきた案をまちな

みに合っていないと皆で散々けなすのです。

同じ勾配屋根でも間口が広くなると棟が高く

なるので、こんな高い棟になったらまちなみ

が壊れるんじゃないかとか、下屋庇の高さも

左右の家と合わないとおかしいとか、たくさ

んの注文が出るのです。あるとき建築雑誌の

編集長が、たまたま有田の作品の特集号をつ

くるために取材で来て研究会をのぞいてもら

ったときに、皆が余りひどく図面をけなして

いるものだから、ちょっと待て、本当は田舎

の建築士たちに聞く必要もないところ、有田

の町ために相談してくれているのだから、も

う少し礼儀をわきまえて意見を言うべきでは

ないかと注意されたりしました。とにかく有

田のHOPE研究会のメンバーが公共建築に意

見が言えたのも立派なことでしたし、いろい

ろの注文に応じてくれた熊本郵政局の担当者

は、素晴らしいことをしてくれたと思ってい

ます。

　　　　　　　　第16回地域と人とまちづくり・考 77



78

　研究会でつくった資料として、1ページ1項

目で138項目の有田の町で住宅をつくるとき

に注意すべきことをまとめたものがあります。

そこには性能の話とかデザインの話、機能の

話、お店番をしながら子供の面倒を見るには

空間をどうしたらいいかとか、そんなことも

書いてあります。たとえば、プロパンガスボ

ンベが露出しているのと、囲われているのと

があって、家の周りの設備についても大変注

意しなければならない、というようなことも

書いてあります。

　また、その研究会の中に、あるうどん屋を

設計した、一人でやっている設計事務所の建

築士がいましたが、あのうどん屋は景観上お

かしいんじゃないかという話になったら、し

ばらく研究会に来なくなってしまいました。

で、次に意気揚々と再登場してきたときには、

うどん屋が変わっていました。すごいことで

すね。指摘を受けて、派手な看板もうどん屋

らしい看板に変わり、黄色の屋根が普通の瓦

屋根になっていましたが、彼は勇気をふるっ

て施主を説得したんだと思います。

写真37　有田町勤労福祉会館

　これは、その彼が設計した勤労福祉会館、

町の建物です（写真37）。このレベルのものな

らつくろうと思ったらすぐできるのです。こ

のときは提示された設計料が低く、こんな小

さな建物だから6％では丁寧ないい設計なん

てできっこない。そこで、私達は、役所の仕

事の設計料が10％を割ったら、町内の民間の

仕事もそれにならって下がるので、それは困

る。だからこれは10％にしてくれと団体交渉

をしました。それでなんとか10％になりまし

た。

　これは柿右衛門さんの仕事場です（写真38）。
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写真38　柿右衛門窯。古色で染められた木造の仕事場

十三代のときまでは鉄骨の建物があったので

すが、十四代に代わって、其泉工房・宿房がで

きたのを見て、こういう雰囲気がよいと言っ

て、木造の仕事場が全部古色で染めてありま

す。いかにも、有田の伝統的な産業の仕事場

のようになってます。

　これはスーパーマーケットです（写真39）。

スーパーマーケットも、傾斜の切妻でないと

だめと言い張って施主を説得した仲間がいま

す。そんなものつくってお客さんが来るのか

心配そうでしたが、繁盛しました。有田のス

ーパーはこういう屋根じゃないとだめだとい

写真39　有田町丸尾のスーパーマーケット

う話を上に持っていってくれたみたいです。

　写真40は、トンパイ塀といって、先ほどの

六地蔵の周りにつくったような塀ですが、こ

ういう民間の住宅の塀を工務店の設計ででき

写真40　民家の塀、トンパイ塀



るようになりました。これは大変うまくでき

ています。土壁部分を残して、とてもいいプ

ロポーションで、緊張感のある塀ができてい

ます。石積みがもともとあったわけですが、

それとの関係が大変いい。こういうものは、

身に染み込んだ日本人らしい文化がわかって

いるからできるのです。もしこれをイタリア

調でやってくれといっても全然できないんで

しょう。職人だって、もしこれを大理石を張

ってなんとかしろといわれたら、やったこと

はないし、いい仕事になるはずがないのです

が、有田ではこんな仕事ならすぐできちゃう

わけです。だから、もともとの文化のなかで

持っているデザインのものを良しと思ってや

ると、すぐ洗練されて、現代の相当レベルま

で行けるということがよくわかります。

　これは先ほどの話に取り上げた郵便局です

（写真41）。間口を小さくして屋根、軒の高さ、

棟の高さをほぼ同じ状態にして、庇も揃えて、

ポストは茶色に塗って上に柿右衛門人形が載

っています。来訪者の車が置けるように道路

から後退して建っています。東京である課長

さんに会ったら、あの郵便局は欠点があると

言われドキッとしましたが、人が見過ごして

通りすぎてしまうということでした。たぶん、

逆説的な誉め言葉であったでしょう。町長は、

熊本郵政局と有田のHOPE研究会に感謝状を

出してくれました。

写真41　まちなみを意識してデザインされた有田

町郵便局

　まる3年、策定の後の実行期間があって、

その間につくった建物が30ぐらいです。工務

店や一人事務所でやったものも全部集めて作

品集をつくることになり、A3の紙に様式を決

めて、全員の仕事を持ち寄り、30作品の作品

集をつくりました。そんなことは今まで絶対

ありませんでした。それぞれ独立していて、

一匹狼みたいに仕事していますから。公開し

合って、刺激し合っていくという、作品集は

そういう証みたいなものとしてできたのです。

それを見た雑誌の編集長から、一つ一つはた

いしたことはないが、良くやっているから特

集をつくるかという話があって、糊すごく喜

びました。2年後に特集号ができましたが、

小さな写真を入れると全部の作品が載りまし

た。

　3年目の最後の12月の定例会のときに、町

の広報担当の人が来て、12ページでできてい

る『広報有田』の最後の1ページ全部を研究会

にあげるから、連載で何か町民にメッセージ

出してくださいという依頼がありました。そ

こで、テーマ決めて、屋根とか塀とか窓とか

お店とか駐車場とか、そんなようなことにつ

いて、それぞれメンバーが顔写真と署名入り

で原稿を書くことにして、1年間全うすること

ができ、研究会の存在が町中に知れ渡りまし

たが、これも画期的なことです。

　さらに、町の人を相手にシンポジウムをし

ょうと言いだして、90年置「わが家わが町わ

が器」というシンポジウムを開催しました。

『住宅建築』編集長の立松さん、建築家の吉田

桂二さんと宮本忠長さん、それから地元の婦

人代表と、青年実業家代表、そして私がコー

ディネーターをやりました。席上、吉田桂二

さんが町の魅力について、宮本忠長さんが小

布施町の話をスライドで、立松さんが人間の

絆のことについて話をしてくれましたが、こ

ういう運動が、まあ、マイナーな存在である

地方の建築士たちがやっているということが、

町中に知られて近在からも聴衆が来ました。

　平成2年12月号に先ほどのHOPE研究会の

仕事の特集号ができたわけですが、それを見

て、雑誌『婦人画報』から有田の町の取材申し

込みがありましたが、これは3月号として出

ました。『住宅建築』のときには、正月はもう

大騒ぎで皆たくさん本を買って親戚にばらま

きました。特集号で100ページほどあり、小

さくてもとにかく全員が出てますから。『婦人

画報』は、焼物が彩る暮らしというテーマで、

「磁器の故郷、九州有田に見つけた美しい家づ

くり、まちづくり」という16ページのグラビ

ア特集でしたが、これは商人たちが理解して

くれて反響を呼びました。この2冊が町のパ

ーマ屋さんとか、そういうところに置いてあ

るわけです。『婦人画報』は出版部数も多く全

国で見ている人の量が違います。すばらしい

PRになったといって大変に喜んでくれまし

た。そういう理解も、建築士の活動の幅のあ
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る理解でもあり、それも良しという思いです。

　やがて、佐賀県が建築の表彰を始めること

になって、担当の課長さんから私にどんな賞

がいいか相談がありました。私としては、学

会賞とか、BCS賞とか、そういう賞は他にも

たくさんあるのだから、すごくまちなみに合

っているとか、気持ちがいいとか、そういう

ものに対して賞を出すというのは画期的では

ないですかという話をしたら、いろいろな

方々と相談の上、「快適建築賞」という賞が設

けられることになりました。審査員は、建築

家の大谷幸夫さんが委員長として来てくださ

って、音楽家と小説家と、九州大学の建築の

先生と、5人ぐらいで審査が行なわれました。

県内からの応募に対して、第1回目の知事賞

が三つありましたが、そのすべてに研究会の

メンバーの仕事が選ばれました。

　その一つが、佐賀の市内につくられた小さ

なギャラリーです（写真42）。オーナーが女性

で、内部は木造の雰囲気できちんとしたギャ

ラリーになっており、三層になって、それぞ

れ雰囲気が違う展示室ができています。

　次は保育園で、これは武雄市内にあります

（写真43）。

　もうひとつが有田の町の中にあって、若い

夫婦の家ですが、リビングルームの横に土間

があり、土間からすぐ外に出られるようにな

っています（写真44）。土間には腰掛け式の囲

炉裏みたいなのがついています。

　こういうものをつくって、とても気に入ら

れて、有田HOPEのメンバーで知事賞3賞を

独占しました。それは、有田の研究会のメン

バーが、建築の用途にそれぞれ違いがあり、

しかも佐賀市と武雄市と有田町と、場所も違

いますが、それだけの設計ができるというこ

とです。風土に合い、周りと調和して人の心

になんとなくしみじみと訴えてくるようなつ

くりかたを学ん℃きたからです。びっくりさ

せたり、脅かすようなことはしない。だから、

普通の建築をつくるという意味で、皆が大変

うまくなりました。その後も知事賞をはじめ、

入賞を含めるとたくさんの受賞があります。

　最近は町の中のメイン道路を、車道と段差

をつけず同じレベルで歩道状の自然石の舗装

に変えた所があります。かなりの範囲にこれ
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写真42　佐賀市にある工芸品の店、紙泉堂（設計／アルセ

ッド建築研究所）

写真43　武雄市の小鳩の家保育園（設計／小川和則）

写真44　有田・川口邸（設計／久保光良）

が延びてます。単懸盤でこれをやるのは警察

の安全管理の問題もあってそう簡単にはいき

ませんが、町の事情で、つまりレベル差のあ

る通常の舗装は物品の搬入などの車の出入り

のため次々に歩道切り下げをやらなければな

らないという話を理解してもらって、同一面

での舗装が実現しました。ただし、この白線

だけは残しますというのが警察の主張です。

事故が起きたとき、歩道か車道かが大きな問

題になるからです。

　昭和60年の頃に、じつは「歴道」という計画

をさせていただいて、表通りのつくり方はこ

のようなイメージで構想ができていました（写

真45）。

　裏路地もいろいろな所があるのですが、山

が迫って川があってびっしり建物が詰まって

いる所もあります。なかには建替えができな

い、接道条件を満足しない建物もあります。

それで、裏側にとにかく1本道をつくろう、
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写真45　表通りの整備イメージ

脳
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写真46　大銀杏広場の整備と池田家の再生

車の通る道をつくることで、接道条件を確保

して住環境を整備していきましょう、という

計画をつくっているのですが、これは実行で

きていません。これができないと有田の町の

古い部分の将来の整備がむずかしいと言って

るんですが。

　今ではこの沿道照明が、公空間、すなわち

道路ではなくて、敷地内に立ちました。照明

の設置に町から補助金が出ますが、電気は自

分の家から配線することと、建設費の一部は

個人が負担するということで、希望者を募り

ました。家と道路との中間の領域の整備が、

こういうものをきっかけにできるようになり

ました。

　写真46は、大銀杏広場ですが、私達のとこ

ろで公空間、ここでは広場の整備をさせても

らって、隣にある池田家の整備は、町の工務

店の仕事です。とてもきれいです。この建物

は文政年間の大火災で、この銀杏のお蔭だと

思うのですが、木造で一戸だけ焼けずに残り

ました。これともう1棟石蔵の建物が現存し

ているのですが、石蔵が残るのはわかるので

すが、江戸時代の大火前の木造で一軒だけ残

った記念碑的なものです。

　つぎは、宮内庁御用達の「辻常陸」という大

変有名な窯元の住居と仕事場です。今でも大

徳寺さんなどのお寺さんとか神社から注文が

来て、焼物をつくってますが、品のいい格式

の高いものをつくっています。それを、戦後

なまこ板の鉄板で補修していて、棟もでこぼ

こしていたのが、最近こんな見事に再生され

ました（写真47、48）。

　これは嬉野書店さんの改修前の様子です（写

真49）。このような恰好をしてお面をかぶっ

て、洋風に仕立てたところを剥がすと中はし

っかりしていたので（写真50）、これは漆喰塗

りでっくり直して、このようになりました（写

真51）。

　工務店や、一人事務所でも、少しずつこう

写真47　窯元辻常陸邸の再生前

写真48　窯元辻常陸邸の再生難

いう改修や再生ができるようになりました。

あるとき松本にいる降幡広信さんから、唐津

で民家の再生の話があるから、遠いので少し

手伝って欲しいという連絡がありました。監

写真49　嬉野書店改修前

第16回地域と人とまちづくり・考 81



写真50　嬉野書店。パラペットを

外したところ。戦前の塗壁が現わ

れている

82

写真51　嬉野書店改修後

理のほうはHOPEのメンバーの設計事務所の

連中が手伝い、工事はメンバーの工務店が手

伝うことになりました。そこでもいろいろ覚

えさせていただいて勉強になりました。

　数年前の話ですが、HOPE研究会メンバー

が土曜日と日曜日を使って、戦前のいい住宅

を写真で残して、写真集をつくりました。最

初の年は外観編、2年目はインテリア編です。

昭和一桁代までのいい建築を写真に残しまし

た。昔の旦那は立派だったなとか、昔の棟梁

は立派だったなとか、こんな設計はとてもで

きない、など言いながら勉強していったわけ

です。

　HOPE研究会のメンバーは今は40数人で、

最初は20人くらいでスタートしましたが、東

京や福岡から帰ってくる若者も入って来てい

ます。だから、こんな地方の小さな町に大学

を出た設計士が事務所を開いたり、あるいは

工務店の設計を担当したりしながら、町で頑

張っています。

　ちょっと離れた集落から、環境整備の面倒

を見てくれとお呼びがかかりました。数年が

かりで住環境整備をやっていますが、たとえ

ば屋外機があったら樹木で隠しましょうとか、

洗濯物干場はやはりこれも風が通るような生

け垣で囲みましょう、など話をしながら問題

点を・リストアップします。小さな集落ですか

ら、電柱がどこに何本あるとか、ゴミはどこ

に置いてるとか、すぐにリストにできます。

そこをどうしょうかとかいう話を皆ですると、

なるほどそれぐらいのことならすぐできると

いうことがわかり整備計画が成立する話がた
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くさんでてきます。

　かっては道路を挟んで家と工場をしょっち

ゅう行き来ししていたところが、これが舗装

され県道になったら車がどんどん走るように

なって家と仕事場が隔離されてしまいました。

そこでイメージハンプのようなものを置いて、

車にスピードを落としてもらおう。さらに、

敷地内の、道路の広がりのような部分に舗装

をすることで、全体が良くなるというような

提案をして、実現したところもあります。

　話が変わりますが、職人たちが製造の秘密

を持って逃げるのを見張る役目もあった昔の

番所が、上（かみ）と下（しも）にありました。

これは上の番所のイメージ再生ですが、番所

らしいポケットパークにして、陶板に描かれ

た江戸時代の地図と今の地図を並べて見られ

るようにしました（写真52）。

写真52　上の番所のイメージ再生

　昭和52年に、先ほどの山口さんがハロッズ

百貨店の購買部長さんを案内していたのが焼

物の卸団地です（写真53）。建屋は間口が

230mで、両側を合わすと500mほどの巨大

なお店があって、ここに高級な磁器の売場が

ある。みんな野屋さんです。はじめてこれを

見たとき大変驚きました。よく見るとこの空

間はちょっと締りがないと思いました。卸団

地が10年のときを経てだいたい借金を払い終

えた頃、これの環境整備の話が持ち上がりま

した。それで今は行き止まりになっている所

が元々は抜けていたので突き当たりに施設を

つくって視線を止めましょうという提案をし、

今のようになりました。じつは先が抜けてい

るから、途中まで人が来るけれど奥の方はな

かなか行かないという問題がありました。突

き当たりの施設には食堂と展示室と便所を設

け、催し物もできるようなスペースになりま

した。

　それから、両側のピロティの部分の店前の

庇の間の道が深い谷のような感じがするので、



写真53　整備前の御団地

道路を50cmほど土を盛ってかさ上げしまし

た。だいぶ馴染みがよくなり、気楽に横断で

きる感じが出てきました（写真54）。 写真54　新しく改修された御団地

　以上のいろいろの仕事、昭和59年から私達

がまちづくりを意識してやってきた仕事をプ

ロットしてみました（図4－1～4）。HOPE計

画を昭和59年に策定して、2年経て結構増え

ました。1990年にも、かなり増えました。こ

の図は有田の町と西有田の町を一緒にしてあ

ります。HOPE研究会には、当然西有田の人

たちも入っています。

　1994年から97年にも、かなり増えました。

こうやって見るとかなり変化があるように見

えますが、小さな仕事まで入っているので、

現実に町に行っても面的にはそんなに効果が

あるようには見えません。しかしこのように

新築ばかりではなく、修理や再生が繰り返さ

れていくようになりましたので、そのうちい

い街並みになっていくでしょう。有田の町は

四百年の焼物の歴史があり、将来にわたって

図∠レ1　1984年までの仕事 図4－3　1994年まての仕事

図4－2　1990年まての仕事 図4－4　1997年までの仕事
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焼物をつくりつつ、まちを守っていこうとし

ているのです。十三代今右衛門が、吹墨や薄

墨という技術を開発して、鍋島に新しい技術

を付け加えましたが、伝統の中で、ちょっと

どこかが変わる新しいことをやる。全体を変

えるのではなく変わるのはかえって難しい。

様式から外れてはだめなのです。今右衛門さ

んは様式の範疇と認定されるような範囲の中

で新しいことをやって人間国宝になったので

す。だからこそ十三代の今右衛門は素晴らし

かったと言われるのです。様式を守っている

うちに、ある時点で、その伝承を展開するよ

うな新しいものが加わるようなことが起きる

のです。

　建築とか町というものもそのようなことが

あると思います。長い間それが繰り返される

ことによって、いろいろなものが少しずつ変

わっている、だけど調和したものとして、ま

ちなみが引き継がれていくと思うのです。

　私も焼物の職人の仕事ぶりを見て、理解し

ていくうちに、建築のつくり方というのがな

にか、わかったという感じがしています。

　最近、成熟した市民社会のまちづくりにつ

いて考えておりますが、競争と調和は対立す

る概念でありながら、まちづくりにおいても

同時にうまく存在する必要があると思ってい

ます。別の言葉でいうと、自由主義と民主主

義は戦いの中で互いが成立するものと思って

いますが、今日のまちの様子は自由主義が民

主主義を圧していると思います。成熟した市

民社会は自由な市民のつくる民主主義の社会

ということができますが、今日より、民主主

義が勝っている社会のことでしょう。二つの

概念の葛藤は自分の心の中でも生じます。そ

のとき、調和を強く意識した個性化を心がけ

ることが肝要です。

　成熟した市民社会のまちづくりは、この二

つの概念で民主主義が今より強くなっていか

ないと全体の調和は取れないと思います。
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