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建築家。芝浦工業大学工学部教授。1939年佐賀県生まれ。1963年東京大学建築学科卒業、1968年東京

大学大学院博土課程修了。同年芝浦工業大学講師就任現在教授。1970年アルセッド建築研究所設立主宰

現在に至る。

1970年～1977年頃、戸建、中層集合・高層・超高層住宅、スーパーストア、学校などのシステム・ビ

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

現在も継続中である。1989年より富山県で上平村の「楽雪住宅」の開発的設計から最近は優良工務店の

近代化事業に関わり、ワークンヨノブのサポート等を行う。近年、熊本市、山口県などで環境共生住宅

基本設計、都立晴海総合高等学校および都立短期大学設計を行う。

主な作品として、有田町歴史民族資科館、佐賀県立九州陶磁文化館、佐賀県立有田窯業大学、県立有田

工業高校、多摩ニュータウン南大沢ベルコリーヌ、岩瀬健康スポーツドーム、明治神宮神楽殿等かある。
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　22～23年前になるわけですが、昭和52

年からずっと佐賀県の有田のまちに関わって

います。それ以前はプレハブの研究者であり、

システムビルデングの研究開発をいくつかし

て、ハウスメーカーからも開発の依頼を受け

たこともあります。そういう意味でシステム

ということを、ある程度理解しているつもり

です。

　もちろんインターナショナルスタイルの現

代建築のスタディをずっとしてきました。と

ころが有田へ行って、四角でシンプルな現代

建築をその風景のなかで見ると、おかしいの

です。頭では、モダンなものをつくりたいの

だけど、それを右の脳で感じるとどうもおか

しい。これではだめだ。この地域でものを考

えるには、どういうところがらスタートすべ

きか。そこで一度、現代建築からの脱皮とい

うのを、私自身行ないました。

　それから二番目の脱皮は、多摩ニュータウ

ン、ベルコリーヌ南大沢での体験でした。マ

スターアーキテクトは内井昭蔵さんでしたが、

私は第3ブロックを担当しました。私の下に

さらに建築の設計事務所が4泣入るという関

係で設計を進めたのですが、個性もあり、よ

く調和もしている新鮮な住宅団地ができまし

た。あとで居住者に調査しましたら「とても素

晴らしい、日本ではないみたい」でとてもい

いといわれて、すごいショックを受けたので

す。「日本でないようなもの」をつくって褒め

られるというのは、何だかすごく居心地の悪

い感じがしたのです。すごい衝撃を受けまし

た。それで、有田で思ったのと同じようなこ

とを、都会でも本来やらなくてはいけないと

思いはじめました。それが二番目の脱皮です。

　それから最近、いろいろな地域の工務店の

方とお付き合いをしていますが、いつも後継

者問題にぶつかります。建築業界の後継者と

くに地域の工務店の後継者というのは、いま、

あまり明るい見通しではありません。そこで、

どうしたら木造、工務店の後継者を育てるこ

とができるかということを考えはじめたわけ

です。

　動物や植生ではよく生態系が大切だといわ

れますが、仕事をしている人たちの関連して

生きている様子、「生業（なりわい）の生態系」

といいましょうか、そういうのを今後もずつ
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と引き継いでいかなければならない。自由競

争で強い者が勝つことがひとつの正しい生き

方のようになってしまい、この点への配慮が

薄い時代になってきましたが、生業の生態系

をどのように維持していくことができるか、

それを訴える運動を起こす気持ちになってい

ます。そういうところが、いま三度目の脱皮

で、皮を脱ぎつつあるという感じでしょうか。

　そこで今日はまず、モダン・アーキテクチ

ュアあるいはインターナショナルスタイルの

現代建築から抜けた有田の話、そして、それ

がきっかけになって地域の人たちと共同でま

ちづくりをはじめた経過と最近までの実績を

お伝えして、あとは、最近いくつか関わって

きたプロジェクトを紹介させていただきたい

と思っています。

　　墾　　　　　　　　　　　　　　鍵、

　　ll有田のまちづくり藤
　　　
　　羅　　　　　　　　　　　　　　　　　ii懇

　有田のまちは、ほとんどが山です。谷に一

本道筋が通っていて、これが佐世保のほうへ

抜けています。江戸時代の安政年間の絵地図

を見ると、真ん中に幅5mほどの道路が一本

通っており、そこにまちなみができていて

家々がぎっしりと描かれています。裏のほう

にも、路地を形成している集落があります。

表通りは、窯元、有力な絵付師とか、それか

ら商人たちが住んでいました。そして、裏の

ほうに職人たちが住んでいます。ところどこ

ろに芋虫のように描かれた登り窯があります

が、窯の数は30基近くあったそうです。それ

が、登り窯の1つの単位がたとえば幅2mぐら

いだとすると30単位程が連らなっている登り

窯は長さ60m、あるいは70～80mぐらいに

なる巨大な登り窯があったことになります。

　ところが、1827年に大火にみまわれ、この

「有田千軒」といわれる住宅がほとんど焼けて

しまいました。したがって、1830年以降につ

写真1現在は町立美術館となっている今泉今右衛門邸



くられた表通りの家は防火造になっています。

これは1830年の棟札がありますが、鍋島様

式を伝える人間国宝の今泉今右衛門さんの住

まいです（写真1）。中に展示室がありますが、

切妻が通りに向いている典型的な形です。二

階建てで下屋庇がついています。その後ずっ

と江戸時代から昭和の始めのころまで、この

ような家が建ち、まちなみがっくられていき

ます。

　まちの真ん中の通りのあたりを内山といい

ますが、郊外になると外山といい、さらに遠

いところで大外山というところがあり、磁器

の材料もだんだん質の悪いものが提供されて

民陶というか、日常使うものがっくられると

いうような状態になっていたようです。

国際陶磁器美術館の構想

　この町で国際級の焼物美術館の構想が持ち

上がりました。想定されている敷地は町のは

ずれの、かつての小さな山を削って平らにし

たところです。ここに建設が予定されている

建物が町の中からどのように見えるか、また

は見えないか、をチェックするために佐賀の

デパートからバルーンを借りてきて、敷地の

隅々に高さ20mのバルーンを上げて町の中か

ら観察しました。あまり目立つような建築は

っくらないという前提があったわけです。

　敷地は周りが斜面で、とにかくスケールが

全然わからなかった。上野の西洋美術館など

よく知られた建築を縮尺した模型をつくって

おいてみて、スケールを認識するというよう

なこともやりました。切り盛りした上に建設

するのは不安なものですから、どこが元の山

だったのか確認するために、古い写真を集め

て山の形を想定することもしました。

　建物の高さは元の山を超えないように、お

おむね収めていきました。一部ちょっと端が

切り土の範囲を出ていますが、そこはラップ

ルコンクリートで、岩盤までコンクリートの

基礎をつくりました。杭は岩盤がまでの深さ

が浅く短柱になりますから杭をやめるという

方針で進んだわけです。

　1979年にでき上がった県立九州陶磁文化館

は、庇が重なったような、外山の窯のイメー

ジとか、美術館の蔵のイメージとか、そうい

うものがいくつか重ねたものになりました

（写真2）。いま柿右衛門系の様式の焼物を見

るならここが一番いいものが揃っています。

美術館というのは収蔵と展示の施設をきちん

写真2県立九州陶磁文化会館

と備えると、コレクションを持っている人が

寄託したり寄付してくれることもよくあるの

です。そんなことで、文化館の財産がどんど

ん増えております。建物は比較的自然な感じ

で建っており、たいへん好感をもって評価さ

れています。

佐賀県立有田窯業大学校

　その後県からの信頼を得て、施設を設計す

る機会がいくつか続きました。これは、1985

年開校した窯業大学校、後継者育成の大学校

です（写真3）。

　伝統産業に従事する子弟を教育する空間と

いうのは、四角い箱ではないだろう思いなが

ら、どうしょうかと考えました。丸みを帯び

た柱が外側に出て、高床になっており、細長

い長方形の平面で中庭を有しています。中庭

に向かって縁側のような廊下が廻っています、

その廊下にはサッシがありません。縁側のよ

うな廊下と中庭は50cmのレベル差があり、

夏はこの床下から涼しい風が吹き抜けてきま

す。

写真3県立有田窯業大学校
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　床は、じつは外のほうから見ると、床下に

人が立って作業ができるぐらいの高さを確保

しており、床下に配した設備の懇懇のチェッ

クが楽にできます。もちろん新築のときの工

事も楽にできました。床下の涼しい風が中庭

に入ってくるというようなこともあり、最近

の言葉でいう環境共生建築あるいはサスティ

ナブル建築が図らずもできました。

　それから、ロの字型に囲まれている中庭か

らは屋根の向こうには山しか見えません。学

生たちにとっては落ちついた学習空間が、中

庭を含めてでき上がりました。こじんまりと

していますが、なかなかいい学校です。高等

学校や工業高校をつくるときと同じ単価で設

計をするというのが条件だったのですが、そ

の点はたいへんうまくいきました。

有田町立歴史民俗および有田焼参考館資料館

　これは1978年竣工の歴史民俗資料館と有

田焼参考館が連らなっています（写真4）。

　長い庇のある勾配屋根の建築で内容的にも、

これは蔵みたいなものです。江戸時代に失敗

した焼物を穴を掘ってたくさん捨てたのです

が、参考館はその捨てたものを発掘して、ど

の時代にどこでどんな絵が描かれたかなどを

考証をするための研究室がこの1階にありま

す。2階は収蔵と展示を兼ねた施設です。

　参考館の屋根は安物の金属折板屋根で、二

階の壁はスレート葺という工場のような建築

ですが、これは表面的な姿として工場のモデ

ルをつくろうと思ったのです。この建物の躯

体はへの字型になったプレキャストを、両側

から拝み合わせるような恰好でつくっており、

ポストテンションによる構造の高度な技術を

用いた架構になっています。コンクリートは

現場打ちと違って、工場でスランプ6とか8

のコンクリートを打ちますから、まるで、陶

器の焼物と磁器の焼物の違いぐらいコンクリ

ートの質に違いがあります。じつはこういう

まちなみ大学［第3期］講義録3

説明をして地元を説得したのですが、安価な

外被の内側にはそのように質の高い構造が中

にあります。

　外側に覆いをつけているわけです。コンク

リートの外側に断熱材を張って、そしてさら

にその外側に、石板とかスレートを張ってい

まして、外から見ると安普請のように見えま

すが、じつはたいへん高級な建築にでき上が

っています。クラッビングという、内部の骨

組みが長持ちして外側の外装は何度か変えて

いくということを前提に設計しています。

佐賀県立窯業技術センター

　これは、工業系の県の試験場のひとつと思

っていただければいいのですが、いわゆる磁

器に関する研究の他、ファインセラミッ．クと

か、ニューセラミック、ICの基盤になるよう

なものも研究しています（写真5）。

　別棟で窯場もあります（写真6）。中庭を囲

んで、オールドセラミックといいますか、従

来のものの素材を活用する、新製品の開発と

か研究とか、あるいは絵の具の研究とかをや

っています。県の施設ですが、のびのびとし

ていて整理された気持ちのいい中庭を持って

いて、有田の人たちもおやつと思うような空

間ができました。決して外国ではなくて、や

はり日本だという感じはするわけです。夏の

夕べなどに中庭で演劇をすることも試みてい

ます。

写真5県立窯業技術センター

写真6県立窯業技術センターの窯場



トンパイ塀

　先ほど絵地図で説明しました裏路地のなか

を歩いていくと、所々に茶色のレンガを積ん

だような塀が見えます（写真7）。

　廃材を「トンパイ」というのですが、江戸

時代の登り窯の廃材を利用した塀、ようする

に登り窯の耐火レンガを使った塀です。こう

いう塀は有田にしかありません。何十メート

ルもある登り窯が20何基もあるといいました

が、それが壊され、残っているのを廃物利用

している。そういうものを生かせると有田の

趣ができてまちづくりのシンボルになるので

はないかということを考えました。

　これは、陶工の碑という記念碑です（写真

8）。窯元の裏庭に積んであった登り窯の廃材

を寄贈してもらってつくったものです。石の

屋根を架けて、長持ちするようにつくってい

ますが、これぐらい貴重なのだということを

まちの人たちに訴えました。トンパイ塀をブ

ロック塀に替えたいというようなところもな

んとか食い止めることができました。

　これをつくっているときの現場の様子です

（写真9）。

　真ん中にいる白髪のお爺さんは池心さんと

いって、いうならば陶工たちの親方みたいな

方です。陶工たちは、この記念碑のなかにタ

イムカプセルを埋めるためにタイムカプセル

委員会をつくりました。私はその顧問に招か

れました。タイプカプセルはどうやってつく

ったらいいか、東京の上野にある東京文化財

研究所などへ行って調査をしながらっくった

のですが、両翼に2個ずつ4個タイムカプセ

ルが埋まっています。2016年の400年祭に1

個開けて、それから450年祭に、というよう

に50年おきに開けていくことになっていま

す。開けたとき、そこにまたその時代の陶工

がタイムカプセル埋めることをルール化しま

した。もし続けば200年忌に送るタイムカプ

セルが50年毎に埋められることになるわけで

す。

　そういう思いでいる陶工たちのまちに、わ

れわれは建築をつくる。これは大変なことで

す。突然アメリカやヨーロッパではこうだと

いって、このまちにないものをいわれなく持

ってくるのは、とてもおかしなことだと思っ

たのですね。

　伝統産業の町、有田ではこういう人たちと

心を合わせて建物をつくっていくのが、まち

にとってはとても重要なことではないかと理

写真7廃材を利用したトンパイ塀

写真8登り窯の廃材を利用した陶工の碑

写真9制作中の現場の様子

解をしました。それまでつくっていた建築が

大きい傾斜屋根の深い庇のある建築だったも

のですから違和感はなかったのですが、今後

も、特に住宅などではそういう方向でいきた

いと思いました。

　陶工の碑のディテールです（写真10）。な

かなかきれいな廃材があったので、それを、

ちょっと火が通る口みたいなイメージで穴を

あけています。この中に入っているのは、

5cmぐらいの厚さのガラスが二重に入ってお

り、ちょっとオレンジ色の色付きなんですが、

向こうの光が透けると炎のように見えます。

石で補強していて、崩れを止めています。

　その後、路地裏のほうにはこのトンパイ塀

を利用した整備が少しずつ進んでいくことに

なりました。

山口邸

　これは住宅ですが、2軒分のものをこの1軒

に変えたものです（写真ll、12、13）。
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写真10陶工の碑ディテール
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写真1丁山口邸①

写真12山口邸②

写真14山口邸のアプローチ
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　まちの中を歩いていると2階建てが高い塀

が並んだように突っ立っていて、上は空いて

いるけれど、トンネルのなかを通っているみ

たいで、つまらない感じがしていました。そ

こで、ポケットパークのような前庭をつくり

たいと思いました。

　この通りは、江戸時代の幅5mほどの道を、

昭和の3～7年ごろに佐世保への物資の運搬

のための重要な国道として、庇を切ったり、

前をちょん切ったり、空地を埋めたりしなが

ら、道路を幅10mほどに拡幅したところです。

　そういう建物を少し壊すようなことになっ

て、文化庁の方とはしっくりいきませんでし

たが、うしろのほうが見えるような構えにし

ました。道路からちょっと引いて、まちなみ

が切れないぐらいの深さでパーキングスペー
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写真15山口邸の2階居間

スをつくっています。扉は昼間は開いていま

す。真っ直ぐ入ってくると、前庭があって、

小さなポケットパークのような感じになって

います。

　アプローチから逆に見ると、靴のまま応接

できるようなソファのある部分と、上がって

畳の上で応接できるような部分の組み合わせ

の応接室があります（写真14）。

　ここは、町民も自由に使える応接室です。

格子のところにはきれいなトイレがあります。

私がはじめて有田に行ったとき、このまちに

は公衆便所がなかったので、それつくりまし

ょうと言ったら施主はギョッとなさっていま

したが、いや、「応接室のトイレですよ」とい

うことで、これができました。奥の方へいく

と洋室があります。左のほうには、リビング

ルーム、ダイニングルームがあり、ちょっと

モダンにできている部屋です。

　壊す予定だった二間続きの座敷がありまし

たので、曳いて歪み直し、柱の根継ぎをして

腐りを直したり、木部をきれいに洗って、そ

の外側に1間幅の廊下をL型に回して離れ座敷

にしました。また、外は物置を整理して梅林

をつくりました。足元にちょっと水仙がある

という簡単な庭ですが、でき上がったらここ

が一番いいと評価を受けています。

　このときに、この古い家の木部の色に合わ

せるように周りの新しい柱や椎を塗りました。

「古色染」といって文化財の補修技術です。こ



のあと、有田のまちで木造建築をつくるとき

には、新築も全部このように染めることにし

ました。これが有田のまちなみをきちっと整i

備していこうとする民間の動きの第1号とな

りました。

　つぎは、5年後ぐらいに2階部分に新婚の

長男夫婦のためにインテリアを整備したもの

です（写真15）。はじめはガランとした板の

間で、お風呂と台所の給排水のパイプは床下

まで持ってきているという状態で準備してお

いて、フィアンセが決まってから設計に取り

かかって、このような部屋ができました。

　コンクリートのマンションのILDKのよう

な雰囲気ですが、じつはこれが木造の瓦屋根

の下にあるわけです。外側のつくり方と内部

のつくり方、あるいはコンクリートであろう

と木造であろうと、建築の設計をする側とし

ては、いろいろな注文に応じられる。外側は

まち全体の要請に応じてつくり、内部はその

ときの生活者の要請に応じてつくることが可

能になるわけです。

　こんなことを続けているとだんだん信頼さ

れてきて、ただ瓦を載せるだけでなく、古い

民家によくある暗いところは明るく、明るい

ところはさらに便利にしてくれるのが設計者

なのだと理解されるようになってきたのです。

六地蔵広場の整備

　裏路地に六体のお地蔵さんがある広場があ

ったのですが、古くなったすべり台などの遊

具を片づけて、まわりの朽ちた建物をトンパ

イ、先ほどの登り窯の廃材を使った塀で囲っ

て、そのお地蔵さんの停まいをきれいにして

小さなコーナーのような庭をつくりました

（写真16、17）。

　近所の人もとても喜んでくれて、掃除が毎

日行なわれるようになりました。数年後に、

うしろの建物を町で買収することができたの

でさらに広場を広げて奥のほうへ広がりをつ

くりました。

　同時に川のコンクリート擁壁もトンパイの

雰囲気に合わせ、足元もきれいにしょうとい

うことで、整備が行なわれました。護岸の部

分も登り窯の廃材を利用しています。

　こんなような、建築の設計をする人間が土

木屋さんがやるような範囲にまで立ち入って

まちを整備していったわけですが、これも、

住民に信頼を受けたひとつの要因であったよ

うです。

写真16整備する前の六地蔵広場

写真17一次整備の終わった六地蔵広場

まちづくり勉強会

　やがて、私の事務所の動きだけでまち全体

の動きをリードすることはできないことがわ

かり、地元で確認申請を出しているあらゆる

設計建築士事務所に、有田らしい家づくりの

勉強会をするので、参加しませんかというお

誘いを有田町を通して行ないました。その結

果、設計事務所が7社、工務店が6社合わせ

て13社の建築士事務所の、二十数名の20代、

30代の若者が集まってきました。

　どういうことを勉強したのかというと、た

とえば、入口の横にプロパンガスの頭がちら

りと見えていて簡単な板囲いでまちなみに配

慮しているお店がありましたが、こういうと

ころを評価しよう。注文受けたら設計者とし

て、必ずこういうことを配慮していこうとい

うようなことを、話し合いのなかで見つけて

いったわけです。

　その活動は昭和59年には、建設省住宅局の

HOPE計画の活動のひとつとしての補助金を

受けながら住環境整備の記録をまとめました。

2年ほど経ったころにはみんなが設計した住

宅を集めると30ぐらいになったので、データ

を記入して写真を張り込んだ手づくりの作品

集もつくりました。

　また4年目には、『広報有田』という冊子の

最後のページをもらって、1月から12月まで

12回HOPE研究会のメンバーが、まちづくり

や家づくり、お店づくり、あるいは駐車場を
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写真20・21黄色い屋根のうとん屋も設計者の自覚で、町並みにとけ込んだ屋根に変わった

縛肇芦評聯熱瀧

　躯
写真25・26古色に染めた新築住宅（菅原邸）

写真22白木の翻しがいい薬局

写真23・24棟の高さとか軒の高さを町並みにそろえてもらった郵便局。ポストが茶色に塗られ
て、その上に柿右衛門人形が乗っかっている

写真27・28　商品開発研究所と研究のために訪れる工芸家、

学生のための宿泊施設である其泉工房と宿坊。真壁で外か

大壁の建物

写真29　第一四代柿右衛門の仕事場。それまでの鉄骨の仕

事場を取り壊し、古色染の木造で改築された。これは地元

の工務店の設計施工

54 まちなみ大学［第3期］講義録3



写真30・31　われわれの事務所が担当した天然記念物の大

イチョウのある広場の整備と、地元工務店が担当した江戸

時代から建築である池田邸の再生

どうするかとか、いろいろな話を連載して全

世帯に送るということができました。

　5年目には「わが家わがまちわが器」とい

うテーマでシンポジウムをやりました。長野

の建築家宮本忠長先生、東京の吉田桂二先生、

それから『住宅建築』編集長の立松久昌さん、

まちの青年事業家代表、婦人代表がパネラー

で、私がコーディネーターをやりました。人

口1万4千人の小さな町ですが、グループのメ

ンバーが努力してやりましたので、町からは

一一Kももらわないで実行できました。

　やがて、民間の建築がつくられる度に、少

しずつ有田らしい雰囲気が滲み出る建築にな

っていったわけです（写真18～33）。

　一つひとつ見るとそんなにすごいものでは

ありませんが、みんなでやっていることは珍

しいことでした。建築専門誌や女性雑誌も記

事や特集していただくことが続き、そんなこ

とでマイナーな集団も次第に認知されるよう

になって、いまや町の環境問題を含める会議

にはHOPE研究会からだれかひとり出してく

れという要請が起きる状態になっています。

いまでいうならばNPOの先魁なんですね。

　以上のように、有田ではいまでも少しずつ

実施事業が進んでいます（写真34～37）。

　最初13社、20数名で集まってから少しず

つですが、これは公共事業ではなく民間事業

がほとんどですから、お客さんから注文を受

けたときに、マニュアルに基づいてお客さん

写真32・33　宮内庁御用達の窯元「辻常陸」の建物の再生

事業

と話をして実現していくということをコッコ

ッとやっているわけです。

　ここまでくると、なかなか、やった甲斐が

あるなという気になっています。まちへ行く

と、まだ古いものや、昭和に入ってできた洋

風の建物もたくさんあるので、何をやってい

るかまだよくわからないほどですが、自分た

ちも確認しながら、達成感を踏まえながら前

に進むというまちづくりを進めています。

　建築設計の専業事務所の協会と建築業協会

は、ある意味では、いろいろなことで意見が

対立するのですが、そういう状態では、田舎

のまちはちっともよくなりません。設計施工

をする人も、設計だけを請け負う専業の事務

所も、うまく組み合ってやっていかなければ

ならないと思うようになりました。その延長

上で、いろいろな地域の条件のなかで考えて

きたことを紹介します。

北九州市「ビレッジ香月」（公営住宅）

　これは福岡県北九州市の小倉での郊外の住

宅づくりです（写真38）。

　木造でつくるといっても北九州は百万都市

の大都市ですから外側はモダンなものにしよ

うと思って、有田の建築とは違った雰囲気を
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写真351998年までの実績

出したものです。大きな通りの、自動車道路

がある側にはコンクリートの中層を置き、内

側に木造を置き、さらにその奥のほうの木造

のまちと連続させていくっくり方をしました。

小倉で住宅をつくっている工務店の人と共同

で、私たちが以前に設計した木造公営住宅を

基にいろいろ意見を交わす勉強会を4ヵ月ほ

ど持って、そこで出てきた知恵なども設計の

なかに折り込んでこの住宅をつくったわけで

す。たとえば、地元では浴室の換気のために

垂木に面戸を付けない構法をしているという

提案を受けました。逆に、外壁通気、床下通

気、戸懸盤を二重にするなどの意味も理解し

て施工してもらうことができました。

大分県武蔵町「武蔵グリーンヒル」（公営住宅）

　道路沿いの小高いところでの町営住宅計画

です（写真39）。里山風景をあまり壊さない

ように単純な設計を心がけました。町からの

写真38北九州市「ビレッジ香月」
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写真361995年までの実績

写真371997年までの実績

要望は、木造とRC造の混合でしたので、こ

こでは外側に2階建ての2連戸の木造住宅が

あって、内側に2階建て、3階建て、4階建て

のRCの二棟を配置しました。

　比較的シャキッとした感じの建築をつくっ

ています。一般に玄関にはよく階段の昇り口

が見えますが、私は玄関から見えないところ

で2階へ上がる、2階から下りてくるという

ことを設計の基本にしています。階段の裏を

利用した物置に仕掛を設け、飾り棚をつくっ

ています。

　RC棟に住む子供たちにも縁側までついてい

るような木造の生活感を小さいときから体験

しておいてもらおうと、集会施設は木造でつ

くりました。

　たくさん棟がありましたが、1難ずつ町は工

務店と別々に契約をかわしています。ただ、

町営住宅としてその建物を理解するために一

緒に勉強会をしたわけですが、そのうちに、

写真39武蔵町「武蔵グリーンヒル」



「矩計は、おれが描く」とか、「資材調達は、

これはおれのところでやろう」「じゃあ、おれ

は模型をつくる」というようなことになって

きました。それぞれが、共同して、話し合い、

そして資材調達や技術の交流までしたわけで

すが、私はこれはすごいことだと思っていま

す。それはお互いにレベルが上がるわけです。

そういう仕掛けを、行政やコンサルタントが

思いついていくと、工務店のレベルが上り、

日本のまちはよくなるのではないかなと思っ

ています。

　たとえば基礎のつくり方、瓦の葺き方につ

いて、クギの止め方など、地震にも滑らない

ようにするにはどうするかというようなこと

までちゃんと勉強をしたうえで、やってもら

うようになったわけです。

　結果としてこれは「豊の国木造住宅最優秀

賞」を受賞し、工務店の人と設計者が一緒に

表彰されました。たいへんにローコストな住

宅ですが、公営住宅で、木造住宅最優秀賞を

もらったのは初めてらしく、本当によかった

と思います。

富山県八尾HOPE・ウッドタウン八尾

　八尾には「八二の会」というのがあって、

そこの棟梁たちと富山の設計者が一緒になっ

て、建売り団地をつくりました（写真40、41）。

棟梁たちがっくる家が並び、歩行者専用の路

地があったりして、なかなかいい団地構成に

なっており、一昨年、建設大臣賞を受賞しま

した。

　かっては各地に厩がいっしょになった民家

がありましたが、ここでは住まいとクルマが

同居しています。クルマの出入口は人の出入

口も兼ねており、シャッターではなく格子の

引戸がなかなかいい感じになっています。こ

れによってまちなみがきれいになったようで

す。

　ここへは私の大学の学生を毎年連れて行っ

写真40ウッドタウン八尾

て、現地を見ながら若者の心を揺さぶること

を試みているわけですが、あるとき新婚さん

の家を見にいきました。梁が見えていたり漆

喰があったり、板の間と畳がつながっていて

学生たちは興味深く見ておりましたが、2階

へ上がって驚いたのです。断熱材や筋交いが

丸見えで、内装が仕上がっていない。まだ夫

婦だけだから、2階の部屋は使わないからお

金ができたらやりましょうということらしい。

地域の工務店との信頼関係があれば、いつで

もできることで、とてもいい工夫だと思いま

す。あとで増築するよりは、途中で止めてお

くのもいいものです。昔から、はじめは土壁

だけで、あとで漆喰を塗るとか、漆をかける

とかの慣習もありました。

　八徳の会のリーダーの一人である、島崎棟

梁のところに学生たちと毎年お邪魔して、そ

のときどきの話を聞くことを続けています。

富山県上平村「楽雪住宅」・合掌造り民家の再生

　上平村は、五箇山地方にあって、3年ぐら

い前に岐阜県荻町と上平村の菅沼集落とさら

に隣の平村相倉の3地域が合掌造りの里とし

てユネスコの世界文化遺産に指定されました。

それよりずいぶん前ですが、1989年頃この村

で雪下ろしをしないでいい住宅の研究開発の

依頼を受けました。

　上平村には小屋裏が4層もある最大級の重

文指定を受けた岩瀬家という合掌造りの民家

もあります。合掌造りの屋根の茅葺きという

のは、3年おきに片側の3分の1ずつを葺きか

えていくのです。3年おきに替えていくと全

部葺き替えるのにほぼ20年になるわけです。

1回の作業も多くなく、中の生活の影響も少な

くとてもいいシステムですが、結果としてパ

ッチワークのようになり片面に2本ずつ線が

入るわけで、あまりきれいではありません。

　また、この茅葺きの屋根に住んでいるのは

とてもつらいし、山奥の山家という感じがし

写真41ウッドタウン八尾
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て町の瓦屋根にあこがれて、昭和20年代の後

半から36～37年ぐらいまでの間に、「合掌

を降ろす」のが流行して2階建てにする家が

でてきました。ところが、高齢化も進み、雪

下ろしに困るようになったのです。そこで、

雪下ろしをしないでいい屋根の開発をお願い

しますというのが、この村から頼まれた「克

雪タウン計画」の課題でした。

　地域の風景になじむように、むくりつけた

屋根で、屋根勾配を変えたり、雪割り棟をつ

けたりして実験を重ねて5棟の住宅を建設し

ました。段葺きにすると雪が砕け、軒下の池

に落ちた場合に溶けやすいこともわかりまし

た。人が住んでいると屋根の雪が早く落ちる

こともわかった。落ちた雪が溶ける水の適温

もわかった。

　無医村なので3ヶ月交代で村に住んでもら

っているお医者さんの家の場合は、寒いので

吹き抜けなしでした。ただし雪が1階の軒ま

で全部積ることがあるものですから、2階の

妻側から光が落ちるように天井を光天井にし

ました。そういう天井をつくっていましたら、

2棟からは吹き抜けにしてくれと村から要請

がありました。寒いけれど、やはり2階へ抜

けているほうが気持ちいいからということで

したので、床暖房を仕込んで吹き抜けにした

ものもありました。雪が積もったときでも出

入りしゃすいように床を上げることにしまし

た。お年寄りには大変かなと思いましたが、

村中が坂ばかりなのでそんなことは問題にな

らないといわれました。こうして、合掌造り

の景色になじむ屋根の形が、結果的に雪下ろ

しをしなくてもいい屋根となったのです。

　学校の先生が5人家族で引っ越してきてく

れました。また、村の娘に婿が来てこの楽雪

住宅が当たって住んでいるのですが1年後に

赤ちゃんが生まれました。900人の村で、こ

の5軒をつくったら、村外から19人（2％）

が入居して人口が増えて、村は大喜びでした。

　この屋根、「楽雪屋根」、ラクというのは雪

を楽しむ屋根というニックネームが条例でつ

くられまして、瓦の屋根をこれに替えた人に

は、平方メートル当り5，000円、最大100万

円までの補助金が出ることになってほとんど

補助金だけで屋根が替えられることになりま

した。

　楽雪住宅完成を記念して「邑からの発想」

というシンポジウムをやったときに、「平等住

宅の普及で合掌造りがなくなってしまったら

まちなみ大学［第3期］講義録3

写真42上平村「楽雪住宅」

どうするか」という質問がでましたが、「それ

は困ります。そういうことはあって欲しくあ

りませんが、いまは知恵がありません、村と

相談します」と、そのときは答えました。

　これが、5棟と集会施設がある村の風景で

す（写真42）。これなら合掌の郷の現代の民

家といってもおかしくないと自分では思って

います。

　ところで、棟がとてもきれいで満足してい

たのですが、じつは川に沿った風がすごく強

くて、ときどき滲み入る問題がでてきました。

もともと合掌造りは障子1枚で外と内が仕切

られているだけですが、やはり建築は難しい。

一筋縄ではいきません。

　それではついでに合掌造りの古い家を住め

るようにする再生技術をこの村につくり上げ

ようということになりました。たとえば障子

の断熱性能が低いところは二重の木のサッシ

をつけるということになりました。板壁も内

側で二重にして間に断熱材を入れて断熱性能

をある程度高めた。台所、浴室は便利に使い

やすく、トイレもウォッシュレットをつけて

きれいに整備して、空き家を整備しました。

手を入れる前は夏休みの期間だけ子供たちの

体験学習に使われていましたが再生後は、4

月からll月までは、大人のお客さまを招ける

ような家に変わりました。そういう再生を3

棟手がけました。

　やがて条例ができまして、文化財に指定さ

れていない住宅の茅葺きはちゃんと整備をす

るならば、600万円までを補助します。ただ

し1割は本人が払うという条例ができました。

　民宿「五郎兵衛」の改装では、相談された

工務店が「ちゃんと設計者が入らないと、あ

の再生のような工事はどうしていいかわかり

ません」と発言してくれて、再生にかかわっ

た地元の設計者が紹介されて、きちんとした

図面を描いて再生しました。新建材で覆われ

ていた外壁を杉板の羽目板に改修していい雰



囲気がよみがえりました。地元にこういうこ

とができるような技術が残るような進め方を

してきたのが、よかったと思っています。

　茅刈り隊の募集に応募して村に来た芝浦工

大大学院のマスターの学生は都会で就職する

のがいやになって、松本の降幡さんの事務所

に就職しましたが、やがて大工の道を志した

というエピソードもあります。

富山県住宅産業近代化促進事業

　これは最近やっている話です。富山県内で、

優良住宅協会という80社ぐらいの工務店の集

まりがあります。その地元工務店の活性化の

ための勉強会です。「自分たちができる建築の

特徴がちゃんと説明できるようになりましょ

う」ということで、真壁で、差し鴨居があっ

たり、大黒柱があったりするような、材料を

十分に見せてプレハブ住宅にはない、かつモ

ダンで使いやすい家を考えていきました。

　3年目には4つのグループに分けて、共同

設計をはじめ、各工務店のノウハウが公開さ

れるとみんなの目の色が変わってきました。

県に地元の建築家4人を選んでもらい、アド

バイザーというかたちで各チームについても

らうことで、設計者の考え方を工務店に伝え

ることも狙いました。設計がうまくいく見通

しがついたところで、富山県住宅供給公社に

お願いして、公社の3つの分譲地にモデルル

ームを実現することにもなりました（写真43、

44）。その後の何度か新聞やテレビに紹介さ

れたり、棟梁たちの励みにもなりました。

　昨年の10月の住宅月間では、パネル展示を

しました。パネルは私たちが東京でつくって

送ったのですが、そこで立って説明するのは

全部、工務店の人たちが代わり番にやりまし

た。新聞に「富山型快適住宅を開発、優良住

宅協会」というのが出て、協会のメンバーは、

もうすごく燃えています。

　これはアドバイザーの自宅ですが（写真

写真45富山型快適住宅　アドバイザー柴田氏自邸

写真43富山県住宅産業近代化促進事業。新　写真44

聞記事　　　　　　　　　　　　　　　　景

富山県住宅産業近代化促進事業。取材風

45）、リビングルームに畳と板の間が同居し

ていて、床の間と書院、食堂のテーブルがあ

って真ん中にストーブがあるなど、奇妙な和

風の居間ですが、私の学生たちは、これはい

いとみんな言ってました。外から見て特にど

うということはないのですが、内部には一部

吹き抜けがあって、見下ろすことができます。

　有田の建築家の住宅も（写真25・26参照）、

スギの丸太の十分大きいものを使って、構造

を考えています。家具も洒落たのが出ていま

す。自分の生活に合ったようなしつらえやキ

ッチンを、建築家が自分の家でつくっている。

これもひとつの流れかもしれません。玄関が

土間になっていて、プライベートゾーンとパ

ブリックゾーンが分かれています。

　建築家が自分の家をつくる、その家のよう

な使いよさが周りの人に少しずつ伝わってい

く、それを棟梁たちがいい腕でつくるという、

そういうのが関係が確立した住宅が間にたく

さん実現して来ることを期待しています。

福岡県山田市「尾浦団地」（公営住宅）

　ここでは、空き地がかなりありながら、専

用庭にするにはあまりにも広すぎるし、公共

の緑を植えてもだれも手入れをしないのでだ

めだということで、はじめは壁にぶつかりま

した。しかし、みんなで緑をつくりましょう

という運動を起こそうじゃないかということ

で、近所の花木のお師匠さんを呼んできて、

町役場の担当とコンサルタントと住民が一緒

になって、苗植えをしたり球根を植えたりす

るということをやりました。

　終わると芋煮会をひらき、やったやったと

いう感じになって、これで親しいお付き合い

がはじまるわけです。こういう会があると顔

見知りになって挨拶もはじまりますし、草取

りをしょうというような話も発生してきます。

このようなイベントも重要なんです（写真
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写真46　47居住者による花壇づくりと作業終了後の芋一
会で懇談

写真48熊野環境共生住宅団地計画

写真49　模型による環境共生住宅つくりワークショップま

ちなみ・まちづくり塾

60

46・47）。

　プロがつくった庭園としては、ちょっと変

なものかもしれませんが、みんながつくった

ものだと思えば、すごくいい。たぶん、参加

というのはそういうところがらはじまるのだ

ろうと思います。あまりにきれいなものを期

待してはならないのでしょう。

西漸県下関市「下関フォレストタウン熊野」（県

集合住宅・公社戸建て分譲住宅）

　これは環境共生住宅団地の計画です（写真

48、49）。1年かけて集合住宅部分と戸建て

住宅部分、真ん中の公園の計画が終わって、

このあとどうしょうかということになったの

ですが、2年目にこの宅地で工事をしてもら

う工務店、あるいはハウスメーカーに参加し

てもらって、環境共生住宅の勉強会を月1回

ずつ、1年間やりました。

　仮に宅地を想定して、設計条件を自ら決め

て設計してもらったものを、白図のなかに張

り込んでもらうと、お互いの関係とか駐車場

の問題などいろいろな問題が見えてきます。

そこでお互いに議論をしたり、チェックした

りする。いいまちになるにはどうしたらいい

かというようなことをやっていくのです。

　平面で検討した段階、それから模型によっ

てチェックする段階もあります。敷地模型を

われわれがっくって持っていくのですが、そ

まちなみ大学［第3期］講義録3

の上に模型を並べる。CCDカメラを手に持っ

てまちのなかに入っていくと、ブラウン管に

まちなみを歩いたような風景が出てくる。「突

き当たりに木があるといいね」とか、「この路

地のところに花が咲くといいね」とか、そう

いうようなことを画面のなかで確認しながら、

みんなでまちづくりということの勉強ができ

ました。

　1年間つくる側の勉強ができたなというとこ

ろで、次の年には、今度はお客さんになる予

定の人たち、あるいはならない人も含めてま

ちづくりに興味のあるような市民たちと一緒

にワークショップをやりました。「街なみ・家

づくり塾」というものです。

　これはあまり技術的な話にならないように、

「こんなまちにしましょう」とか、「お隣とは

どういうお付き合いをするような家づくりが

いいんでしょう」とか、いうならば「どのよ

うなソフトの仕掛けがあるといいまちだと思

いますか」というようなワークショップをや

っていったわけです。

　ワークショップをしたあとは、グループご

とに話をしたことをまとめて発表をします。

何か残らないと意味がないですから、大きな

紙一枚に表現してもらいます。「ネコが走り回

るまち」という、ネコの目で見て、こんなま

ちであって欲しいというような発表もありま

した。



　参加してもらったうえで、どんなまちにす

るか、どんなお隣付き合いがいいのかという

ようなことを意識しはじめると、いろいろな

回答が出てきます。そのような仕掛けをどん

どんつくっていきながら、みんなの意識が上

がっていくようにするというのが、たぶん住

宅づくり側のひとつの務めではないかなと思

いました。

　住宅づくりというのは、いまや「自分の宅

地のなかでの自分の家族のための家づくりを

する」ところをはるかに超えて環境問題まで

広がっています。長持ちをするという意味で

はサスティナブル・アーキテクチュアという’

ような言葉もあります。究極はサスティナブ

ル・コミュニティをつくっていくために、ど

んな家を、どんな通りをつくろうかというよ

うに、狙いをつけていくのだろうなと思って

いるのですが、山口ではそれを意識しながら

やってみました。

　今年の1月、もう具体的にお客さんが見つ

かって、有名メーカーの方と一緒に、私がそ

の図面のチェックをした．のですが、お隣との

関係が、まだまずいなというところがありま

す。お客さんをあまり非難すると逃げちゃい

そうだし、メーカーのほうをきつくいうと信

頼をなくして、お客さんが変わってしまうか

もしれないと思ったりすると、なかなかむず

かしい場面があります。私も初めての経験な

ものですから、別々に会えるといいなと思っ

たり、でもやはり一緒に会ったほうが効果が

あるだろうなと思ったり、まだノウハウの確

立していない段階ですが、問題を意識しなが

ら少しずつ、前に進めればいいかなと思って

やっているところです。

…li：；日本㈱の継㌔1

　　欝　　　　　　　　　　　　耀1

　最後に、東建ちとドイツの木造建築、それ

と大断面集成材の話を少しさせていただきま

す。

　大断面集成材による日本的空間の創出には、

湾曲材でなく直線の材料でつくったほうがい

いと私は一方的に思っています。もちろん湾

曲材で素晴らしいものがっくれるケースもあ

ると思いますが、通直材である程度は容易に

日本的な建築にできる建築の開発を心掛けて

います。とくに、大断面集成材にちゃんとシ

ャクリを入れたり、ホゾをつくったり、ヌキ

にしたり、モクセンを打ち込んだりクギを使

ったりと、従来の大工、棟梁たちが使ってい

るような技術を生かして大断面をつくると、

工務店の人たちが嬉々として仕事をしてくれ

るということを発見をしました。

　いま5棟目ぐらいの建物を、それぞれみん

な違う工務店がやっているのですが、すごく

いい仕事をやっています。そのなかで私が思

ったのは、大きな建築は全部ゼネコンさんで、

地域の工務店の大工棟梁たちの技術は全然反

映しないというのではなく、大きな建築にも

参加できるような技術が工務店、棟梁たちに

伝わっていくこと、あるいは仕事に直接参加

できるようになると、後継者になろうと思う

若者たちも出てきたりするのではないか、そ

んな感じがしました。

　「日本的」というのは形態のことだけでは

なく、仕事の仕方なんです。そのためには、

図面もそういうことに沿ったものでないとい

けないということに、最近やっと気がついた

のです。大工さんができる仕事の図面という

のは、ただ鉄骨の鳶ができるような図面とは

違う。そこらあたりを紹介しましょう。

「東建ち」とドイツの民家

　これは砺波平野のなかの「東建ち」という

建物です（写真50）。東側はこの妻側が美し

い形をしています。ところが反対の西側はだ

れも気がつかないのです。「かいによ」と呼ば

れる杉の木立があって、風除け雪除けの屋敷

林になっているので見えないこともあります

が、じつは板壁の大壁になっているのがほと

んどだから目立たないのです。西側は大壁に

なって、東側は真壁になっている。これは西

側の雨風雪が強いからに違いないと地元の人

に言ったら、地元の人は全然気づいていませ

んでした。それで、私も、南北ともこういう

ものをつくってみたら雨が滲み込んでしまっ

たのです。

　ところで、ドイツの木造建築を調査すると

いう会に参加して各地を見学した際に、妻側

が全部真壁のハーフティンバーのフロイデル

ベルグという村がありました（写真51～53）。

まちのなかの通りで妻側は全部、天然スレー

トの大壁になっていながら、向かい側は上ま

で真壁になっている様子を見て、私は、東建

ちと同じだなと思ったのです。たぶんこのま

ちも、片側の雨風が強く当たるところだろう

と思いました。これは推測です。
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写真50砺波平野の東建ち

写真51ドイツ・フロイデルベルグ村
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写真52ドイツ・フロイデルベルグ村

写真53ドイツ・フロイデルベルグ村

まちなみ大学［第3期ユ講義録3

　ある家の中に入る機会がありました。この

家も同じように一方の面は全部真壁ですが裏

側の玄関側は大壁になっていました（写真

54）。面白いですね。

　共稼ぎの銀行員の家ですが、1620年ごろ、

江戸時代の初めころの建築です（写真55）。

きれいに改装されていますが、壁が斜めにな

っているところは、改装して寝室に変えた小

屋裏なのです（写真56・57）。1600年の初

めのころのままの小屋裏もあります。ここも

そのうちきれいにしますと言っていました。

江戸時代の初めの空間が、現代のインテリア

に変わる。SI住宅というのはこういうものか、

木造のSIというのもあることも認識しておい

たほうがいいなと思っています。

　シュマルカルデンのまちの中で発見したの

ですが、隣り合っている建物で右の建物では

壁をすっかり外しながら骨の多くは再利用し

て、新しい骨も入れながら、建築を再生して

います。ほとんど同じようなデザインになっ

ていくことは見ての通りです。窓の位置とか

が、まちの中で動いているのですね。いまも、

だから再生ができている。木造の可能性をす

ごく感じて帰りました。

大断面集成材と大工仕事の継承

　さて、話を戻すと、これは千葉のふるさと

の館という施設ですが、集成材で日本的なも

のをつくる試みです（写真58）。湾曲集成材

を使うとどうも形にクセがあるという思いが

写真54真壁のファサード

写真55共稼ぎの銀行員の家



写真56改装された小屋裏の寝室

写真57昔のままの小屋裏

あるので、なんとか新しいものを考えようと

したわけです。大きな空間をつくって展示場

とし、フラットなところは研修施設に使いま

す。セヤボルトを全然使わなくて、全部テン

ションボルトでつないでいます。ですからボ

ルト1本でつないでいます。

　これは佐賀の唐津の末心逸という小さな博

物館です（写真59）。2階に木造の空間があ

って、1階とはコンクリートめ床で仕切られて

おり、火災に対する安全性を考えた建物です

が、上の構えばほとんどさっきと同じような

つくり方です。ただコンクリートの柱を2階

の桁高まで上げましたので、方づえがいらな

くなりました。

　これは、富山県の細入村という、岐阜県の

神岡と接している県境の過疎村の温泉です

（写真60・61）。この小屋組が木造の集成材

でつくられており、そこに飛騨の匠によって

じつに立派な木造の加工がなされています。

　これは集成材による林業機械化センターの

事務棟の建築ですが、柱と桁の接合部を見る

と柱を貫いた大きな貫状の桁を用いています。

桁行き方向に耐力壁がない、フレームだけで

できている。ですから全部窓になります。教

室ぐらいのサイズはできます。これぐらいの

大きさの間に途中にちょっと間の開いた耐振

壁が入っていますが、サイズとしてはいろい

ろの用途に使えるスペースをつくることので

きる集成材の空間です。

　これは大工さんたちの仕事で、ほとんどボ

写真58集成材による空間の創設

写真59唐津の小さな博物館、末鷹館

ルトを使わないでモクセンで留めました。中

間階では見附が500で奥行きが300の柱に、

背が450で厚みが15センチの桁を抜いたよう

な恰好で組み合わせて、モクセンをたくさん

打って留めています。木を木で接合するもの

ですから、お互いに少しずつめり込み合って、

また復元して元に戻るという特性があります。

ボルトはめり込みませんで一方的に木が負け

てしまいますから、そういう場合に「豆腐を

針金で吊り上げる」という表現をするのです

が、木に対してやさしくいモクセンを使うこ

とを試みたのです。これが計算に乗るように

なりました。

　奈良県の保育園の遊戯室でもボルトを使わ

ないで集成材で木組みをしていきました（写

真62）。この飛鳥地方の宮大工の組合で「聖

の会」というのがあるのですが、その聖の会

の棟梁が2組入ってつくってくれました。木

組を考えながら、外観の形は奈良地方の大和
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写真61富山県細入村の温泉。内部

棟に調和させようという努力をした建物です。

　集成材の加工場の様子ですが、弟子たちが

加工しています（写真63）。たいへんでいね

いな仕事をしています。普通は、接着剤がつ

いているから刃物が傷んでだめだといわれて

いますが、まったく平気な顔をして「全然か

まいませんよ」といってました。貫の穴を掘

っています。

　登梁は柱の中を抜いています。中のほうで

木を組んで、支え合うような関係になってい

ます。大工の仕事ですから、こういう棟上げ

のときにはシンボルが上がり、棟札もつくり

ました。

　これは合成張りですが、フランジのところ

もウエッブのところも集成材で、組み合わせ

て1型の桁ができ上がっているのですが、これ

全部モクセンで留めてます（写真64）。

　それから、シャクリを入れて建具とうまく

構造材が合うようなことをやっていますが、

こういうことで、木組らしい細工をしていく

と、それこそ木を扱うプロの職人たちの仕事

です。ですから、そういう職人たちに仕事を

してもらうような図面を描かないといけませ

ん。いまはゼネコンに頼めば何でもできてそ

の先をだれがっくっているか知らないという

状況が多いですが、それではまずいのではな

いかと思っていて、やはり本当に技術を持っ

て働いている人たちの顔が見えるような社会

にしたいと思ってこんなことをやっています。

　集成材というのがどれだけ長持ちするのか

まちなみ大学［第3期］講義録3

写真62ボルトを使わない集成材での木組

写真63集成材の加工風景

写真64集成材の木組

正確にはわかりませんが、先ほどのフロイデ

ンベルグやシュマルカルデンのドイツの建築

と同じように、この構造材が長持ちしてくれ

たら、それこそ本当に、内装をそのときの技

術に応じて取り替えていけば、風景もあまり

変わらなくて、まちが整っていくのではない

かと思っています。

　木造の可能性については、まだまだ追究の

過程です。奈良の場合はコストが合わなくて

輸入材でしたが、国産材のカラマツの場合も

ありますし、スギの場合もあります。木製サ

ッシまで全部国産材でっくろうというプロジ

ェクトが1棟目から4棟目まで続いていますが

にありますが、そんな努力をしているところ

です。


