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建築家・武蔵工業大学教授

　私は昨年から大学に新設された環境情報学

部で教鞭をとっています。人から見ると何を

学ぶところか良くわからない学部のように見

えるかもしれませんが、固く表現すると「環

境と情報」の世紀と目される21世紀の持続可

能な社会の構築に資する人材を育成するため

に生まれた学部です。まだ3年生までしかい

ませんが、そこで「環境デザイン」について

学生たちと研究しています。一方、事務所の

ほうでは、まちづくりや建築の設計実務を通

じて、「持続可能な社会」の一端を担う立場に

あります。

　ところで昨今、「サスティナビリティ（持続

可能性）」という言葉がずいぶん語られるよう

になってきました。われわれはいまこの時代

に生きて、さまざまな世代と社会を共有して

いますが、その次の世代、あるいはその次の

次の世代に何をどのように残していけるのか、

世界中でそのことをあらためて考えていこう

という機運が高まってきたからです。資源や

環境は無限なものではありません。しかもそ

れは先進諸国だけの問題ではありませんし、

南北間で争っている場合でもなく、もはや地

球規模で考えていかなければなりません。こ

れまで「戦争と開発の世紀」だった20世紀か

図1サウジアラビア、タイフ旧市街地

のまちなみ
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ら21世紀の世代に引き継ぐ環境を再構築する

ために、考え方を基本的に変えていかなけれ

ばならないのです。そのことが「持続可能性」

というキーワードに、いま集約されつつある

と思います。

　日本は戦後の住宅難をきっかけとして、毎

年膨大な数の住宅をつくってきました。そこ

から住宅の巨大な産業構造もつくられてきた

わけです。しかも一軒の住宅の寿命は非常に

短く、平均すると26年というデータもありま

す。言い換えれば、短期間でゴミになるよう

な住まいやまちをつくってきたと言えます。

　ところで、わが国で使うエネルギーや資源

は、ほとんど海外からの輸入に頼っています。

ですから、持続可能性を日本のなかで考えて

みると、将来的にこのような資源やエネルギ

ーが安定して供給されるかどうかは非常に怪

しいわけです。私たちの住まいという非常に

身近な問題と、地球規模での環境や資源の配

分という大きな話が密接にリンクしていると

いうことを意識せざるを得ない、そのような

時代に私たちはいるのです。

　今日は、じつに多彩で魅力的なパネラーの

方々にお越しいただいていますので、私は最

初にアラブから北欧、アジアまで世界各地の

図2　サウジアラビア、タイフ旧市街地　　図3　サウジアラビア、タイフ旧市街地

の壁面　　　　　　　　　　　　　　　のスークの店先
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図4サウジアラビア、タイフ旧市街地のスークにあるパン屋

住まいやまちのなかからとくに私の記憶の残

っている師事的な事例をいくつかご紹介して

みたいと思います。そのあと、パネルディス

カッションの場で、それぞれご自分の住まい

の体験であるとか、言語体験、異文化体験を

語り合っていただき、われわれが日頃生活を

している住まいやまちの問題に引き寄せて、

「時をつなぐ」あるいは「持続可能性」という

テーマについてお話ができれば考えています。

1アラブ世界の鵬

　私は30年ぐらい前に、サウジアラビアで地

域開発計画を立てる際に、マホメットが通っ

たという道程を追いながら、さまざまな現地

調査をしました。非常に暑い乾いた気候のな

かで一見、不毛な地のように見えますが、そ

こにも人は住んでいます。厳しい気候をしの

ぐさまざまな工夫が長い時間をかけてつくら

れ、そうした伝統を守りながら人々は暮らし

ています。

　お見せするのはサウジアラビアのタイフと

いう、避暑地として知られる高地にある町の

旧市街地です（図1）。道幅はこのようにとて

も狭いのですが、そのおかげで至るとこに影

ができて、まちのなかは涼しい。日干しレン

ガを積み上げてつくった中層の建物が密集し、

目線の向こうにはモスクのミナレットが見え

隠れしています。特に観光化された訳ではな

く、これがごく当たり前のアラブの町の様子

でした。

　近寄ってみると、人の手によってデザイン

しょうとした意図がそこかしこに読みとれま

す（図2）。そして日が当たる角度、時間によ

ってさまざまな表情を見せる。それはとりも

なおさず、生活文化としての建築文化であっ

たと思います。

　これはタイフの市場です。

　店先には圧倒的な数の商品が並べられてい

鐸
1準細

図5サウジアラビア、ジェッダ旧市街地の民家

図6サウジアラビア、アブハ近郊の民家　　　　　図7　サウジアラビア、アブバ近郊の民家。

　　　　　　　　　　　　　　　　　壁面には冷却フィンのような板が差し込んで

　　　　　　　　　　　　　　　　　ある

ますが、この飾り方自体私たちにはとても新

鮮で、とても人間くさい迫力のある空間がこ

のようなスークのなかに展開していました

（図3）。これはパンを焼いて売ってるところ

です（図4）。砂漠のなかの町にこれだけ豊か

な空間があり、人の営みがあるということに、

非常に感動しました。

　次ぎは、紅海の沿岸のジェッタという町で

す。巡礼の季節になると百万人を越す人々が

集まる町で、みんなそこからメッカやメジナ

に向かいます。私が訪れた頃、その旧市街地

にはこのような風土に適した建築がたくさん

残っていました（図5）。よく見ると単純な建

物ですが、そこに木製の独得なデザインの出

窓が付いていて日射を遮り風を入れ、なおか

つ外部から人の視線を遮ることができる。し

かも気候を制御する機能は共通でも、それぞ

れのデザインが微妙に違うことに気づきます。

職人たちが自分たちの美意識を発揮している

わけですが、それが全体として、二度と忘れ

られない建蘂としての表情を持ってるのです。

　さらにもう少し南に下がると、イエメンと

の国境近くにはアブハという町があります。
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図8　シリア、ダマスカス旧市街地のスークにて。ブリキの天

蓋から光が射し込む

図9　シリア、ダマスカス旧市街地。古いお屋敷跡のお店。ア

トリウムの原型ともいえる空間

図13イタリア、サ
ンジミニアーノの街

角。緻密なデザイン
に溢れている

図15　スイス、パーデ

ン。リマート川に架か
る屋根付の橋

講
、
．講勲

臣錘

図10　ギリシャ、サントリーニの漆喰で塗り込め

られた路地

図11ギリシャ、アテネの中心市街地か
ら眺めたりカビトスの岩山

図14　イタリア、サンジミニアーノ。光と影に演　　図12ギリシャ、アテネの中心市街地の集合

出された壁の表情　　　　　　　　　　　　　　　住宅。バルコニーやテラスのさまざまな表情

図16スイス、バーゲン。木橋の壁面

図17　スイス、バーゲンのホテル。アラブのアトリ

ウムにも似た魅力的な中庭
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図18フランス、
り場

ヴィッテル駅舎。光天井の切符売　　図19フランス、パリのまちなみ（6区）

図20フランス、パリの大通りと公園（シャンゼリゼ）

図21フランス、パリ。オ
ブジェのような駐輪施設

蝦　．

図23フランス、パリ。
金属のポイントを打ち

並べた路面

図22フランス、パリ。お洒落なガードレール

図25　ノルウェー、フィヨルドの海に囲まれた美し

い港町

」

図24オランダ、デルフトの運河とまちなみ 図26　ドイツ、ベルリン・ポツダム。サンスーシ宮

にて（設計シンケル）
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誌＼駈監・
岩村和夫

（いわむら　かずお）

　48年神戸生まれ。73年

早稲田大学理工学部大学院

修了後、フランス政府給費

留学生として渡仏。以後中

近東、ギリシャ、西ドイツ

で建築・都市計画に従事。

80年帰国後、東京にアト

リエを開設。98年武蔵工

業大学環境情報学部教授に

就任。（株）岩村アトリエ代

表取締役兼務。著書に『建

築環境論』『共に住まうか

たち』『環境共生住宅A－Z』

など。作品に、「自邸／カ

ッスル・エコロジー団地」、

「ファンハウス札幌スタジ

オ」、「世田谷区深沢環境共

生住宅」など。
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そこには大地から立ち上がった塔のような形

の印象的な建物がありますが、イエメンでは

10階建てぐらいの土の建築が林立をしてい

て、その影響を深く受けています。大地の色、

真っ青な空、そこに挿入された漆喰の白い帯

やフリンジ、二度と忘れられない美しい風土

建築の姿をここに見ることができます（図6）。

　同じアブハの風土建築でも、これは粘板岩

のような薄い岩を壁に差して、ちょうど空冷

エンジンのフィンのように建物の温度を下げ

る役割を果たしているんだろうと思いますが、

デザインとしても非常に迫力があり、やはり

二度と忘れられません（図7）。

　少し飛んで、シリアのダマスカスです（図

8）。やはり大きなスークがあり、上にブリキ

の天蓋がかかっていました。古いブリキです

から穴が開いており、昼間はあたかも星が降

るように見えました。その下に霧しい数のお

店が軒を並べていたのです。周辺は新しい近

代的な都市計画がされていましたが、その真

ん中の旧市街地には人間のあらゆる欲望が渦

巻く魅力的な空間が当時残っていました。

　ひたすらスークを歩いていると、古いお屋

敷跡のお店にさまよい込みます。こういう尖

塔アーチに列柱があって、そこにありとあら

ゆる商品が顔を並べているのが、ちょうどい

まはやりのアトリウムの原型です（図9）。中

心には泉があり、喧騒のスークの空間のなか

で、こういう空間に偶然出会うことができる

わけです。これはシリアという国の独特な政

治社会制度も反映して、古い都市の文化がい

まもそのまま重層して残っている、それがと

っても大きな魅力になっているのです。

地中海地方の住居

　さて、次ぎはギリシャですが、中近東から

ヨーロッパ大陸に近づいて行くと、住まいや

まちはまた全然違う顔を見せはじめます。エ

ーゲ海の島のサントリーニでは、一部ですが

まち全体を真っ白な漆喰で塗ります。そこに

青い窓、それからときどき茶色い窓というよ

うな、先程のアラブとは全く違う色の使い方

や居住環境に遭遇します。

　外の階段にしても、漆喰を常に刷毛で塗り

込んでいくわけですが、そのうちだんだん塗

った面が厚くなっていってデコボコになった

りします。つまり工業製品のような平滑な面

で、いつどこへ行っても同じような部材で構

家とまちなみ41　　2000．3

成されるものとは全く違う表情で、時ととも

に町が熟成していくのです（図10）。

　一方、私はアテネに1年間ぐらいいて仕事

をしていましたが、これはちょうど私が住ん

でいたところがら撮った写真です（図ll）。リ

カビトスという岩山の上に小さな白い教会が

ありますが、このちょうど反対側にパルテノ

ンの丘が眺められます。アテネの中心は非常

に急勾配の町ですが、そこに都市型の中高層

集合住宅群が密集して建っています。そうい

う都市的な環境にあっても、バルコニーやテ

ラスの使い方がとっても魅力的です（図12）。

つまり外と内との間に、とっても魅力的な居

住環境が成立しているのです。ペントハウス

は憧れの的でなかなか空きが見つかりません。

パルテノンを眺めながらこういうところで食

事をしたり、お茶を飲んだり、談笑すること

ができる。これも「時のつながり」というも

のが感じられる、ひとつの豊かな都市の住ま

い方だろうと思います。

　さらに、イタリアのほうに行きますと、こ

こはサン・ジェミニアーノですが、さすがに

デザインの国だけあり、細部にわたって緻密

なデザインがされています（図13）。このま

ちには古い石積みの建物がもちろん多いので

すが、そこに強烈な光が当たるとさまざまな

表情を見せてくれます（図14）。そのとき材

料の使い方や細部の収め方が顕在化し、やは

りイタリア人独特の感性でこういう都市空間

ができてることがわかります。

　どこを切ってもひとつの絵になるような、

非常に繊細な配慮と美意識のもとにまちをつ

くったり、建築をつくったりしてる。しかも、

ここで使われてる材料は、時が経つに従って

周囲と馴染んでいきます。アクが出てきたり、

雑草が生えてもそれがひとつの総合した風景

として魅力的なものになっています。

ヨーロッパ中部から北欧へ

　今度は北のスイスに飛びます。ローマ人が

つくった由緒ある温泉町バーゲンは古い建物

がかなり残っています。これはこのまちを流

れるリマート川に架かる屋根のついた木の橋

です（図15）。その壁に近寄ると、こんな表

情をしています（図16）。時とともに少しず

つヒビが入ってきたり、グレーになったり、

黒っぽくなったり、微妙な経年変化をしてい

きます。このように時間とともに変わってい

o



く表情がまちに魅力的な奥行きを与える、そ

んな風情がヨーロッパの古いまちの大きな特

徴だろうと思います。

　そこに湯治客のためのホテルがありました。

中に入ると、中庭があります（図17）。先程

アラブのアトリウムがありましたが、その空

間がこういう形で発展的に受け継がれてきて

います。やはり水盆、泉が真ん中にあり、上

はスポッと抜けていて、基本的にアラブの空

間構成と全く同じです。ここにもひとつの時

のつながりが感じられると思います。

　次はフランスに行きます。ミネラルウォー

ターで知られているヴィッテルというやはり

温泉町です。ここの主要な施設群はいま「地

中海クラブ」が経営していますが、そのまち

の入口に国鉄の駅があります。私がいままで

見た駅舎なかで、世界で一番美しいもののひ

とつです（図18）。楕円形の光天井から光が

入ってきますが、ここが切符売場と待合室な

のです。館のサロンかと見まごうような駅舎

ですが、1800年代後半に建てられた新古典主

義の建物です。こうした時の積み重ねが駅と

いう機能的な建物に持ち込まれたときの意外

さと面白さを見てとれると思います。

　続いてパリです。これは一目でパリとわか

るような都市景観の構造を持っています（図

19）。1階はほとんどお店で、2階、3階はお

店のオーナーやお金持ちが住むアパート。上

に行くに従ってだんだん天井高が低くなって

いきます。一番上の屋根裏部屋はシャワーも

隣と共用する。私もそういうとこに住んでい

ましたが、7階でエレベーターもない。トイ

レも廊下にひとつだけでした。昔、お針子さ

んたちが住んだのはそのような屋根裏部屋で

した。社会階層が垂直方向に住み分けられる。

そんな都市型の住居がパリでは基本だったの

です。よく見ると1階はお店で手前に大きな

街路樹が生えていますが、下のほうはきれい

に枝打ちがされていてお店がよく見えます。

一方、上のほうは住まいですから、窓越しに

緑陰が楽しめる。

　小さな広場にもやはり同じような構造が見

て取れます。シャンゼリゼ通りの近くの公園

も、やはり植栽と人の動き、それから地面の

シンプルなつくり方が渾然一体となってきわ

めて魅力的な風景をつくっています（図20）。

ストリート・ファニチャーに関しても、あま

り目立たない色が使われているのがよくわか

ります。これはオブジェのような自転車置き

場です（図21）。

図27　インドネシア、バリの2階建てバンガ　　図28　インドネシア、バリ。テラスの半戸外

ロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空間

　パリというと華やかなイメージが卓越しま

すが、背景となっている都市の要素を見てい

ると、非常に落ちついた色で素材感を生かし

たデザインが主流です。同時に思わずやられ

たと思うようなエスプリの効いたデザインが

されているのがわかります（図22）。

　たとえば道路にも白線をただペンキで引く

のではなく、金属のポイントを打ち込んであ

ります（図23）。ペンキを塗り替える必要も

なく、素材が持つ魅力が、こんな当たり前の

道路でさえよく見ると気がつくわけです。

　今度はオランダに行ってデルフトです（図

24）。デルフトは美しい運河のまちとしてと

ても有名ですが、併せて非常に低層で高密度

なまちの典型としてよく紹介されます。画家

フェルメールの生地ですが、中世は非常に豊

かなまちでした。その後この運河が閉鎖され

てしまって、それ以後没落していく運命をた

どるのですが、いま再び観光や大学を核にし

て非常に活気のあるまちになっています。運

河沿いには、日本でよくあるガードレールな

んか全然ないですね。運河はせいぜい50cmぐ

らいの深さですし、もし、水の中に落ちたと

しても落ちた人の責任だというわけです。

　先ほどのパリもそうですが、建物には意外

といろいろな色が使われているのがわかりま

す。1色で全部統一をしているのではなく、建

物の高さも大体は揃っていますが、けっこう

出っ張り、引っ込みがあります。ただし色の

彩度については抑えられていて、色相がある

幅のなかで自由度があるのがわかります。こ

うして水面に映ったまちの表情は、揺れ動く

絵画性を有しています。これもまたやはり時

を越えて汲めども尽きない都市の魅力を湛え

ている典型的な例だろうと思います。

　　　　　　　　　家とまちなみ41　　2000．3 33



図30　インドネシア、バリ。

内陸の棚田
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図29インドネシア、バリの民家

　さて、ずっと北に寄ります。これはベルゲ

ンとオスロの中間あたりにあるフィヨルドの

山深い海に囲まれたノルウェー南西部の小さ

な港町です（図25）。氷河で削られたU字型

の谷に幾つかのこういう小さな集落が点在し

ていました。

　このような美しくも厳しい風土のなかで、

建物の形や材料が時とともに吟味される。氷

河という気の遠くなるような長い時聞をかけ

てつくられた地形と、水、光、材料が渾然一

体となって、ここにしかない二度と忘れられ

ない風景が結晶していると思います。

　少し南東に下がってドイツ、ベルリンのポ

ツダムにサンスーシというお城があります。

これはシンケルという有名な新古典主義の建

築家の作品です。旧東ベルリンにあって保存

がされています。シンケルは先ほど見たよう

な陽光の下でのイタリアの建築に非常に影響

を受けた人ですが、北国のベルリンでお日様

が照ったときにこの建築は生気を放つのです

（図26）。抗しがたいあこがれを起点にして、

時空を越えた人間の欲望と意志とがここに美

しく結実しているのす。

1アジアから

　次はアジアに飛びます。バリ島です。これ

までと全く違う風景が現われますが、アラブ

ともヨーロッパとも異なる高温多湿な気候の

なかで、建築は当然姿を変えます。この2階

建ての住宅では、上部で自然な通風、換気が

いつでも自由にできるようになっています

（図27）。しかも大きな屋根で影をつくり、雨

も防ぎます。庇のかかったところには、半戸

外空間の生活が営まれます（図28）。

　ペリアタンという踊りで有名な村では、結

婚式に出会いましたが、お供え物やお飾りは

自然の素材のものに限られます。バリ・ヒン

ズーがここ独得の宗教ですが、外見的には日
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図31日本、茨城県つくば近郊洞下の集落

本の神道と似通っていて、どこかなつかしさ

さえ感じます。

　こういう気候風土と生活文化がっくり上げ

たバリのまちなみです（図29）。棚田もまた

このように発達していて、やはり日本と共通

する風景でした（図30）。

　最後に日本にたどりつきますが、これはま

だ現存する筑波の洞下という集落です（図31）。

江戸時代につくられた集落ですが、いまもそ

の明解な構造が残っています。中央を通る街

道に沿って短冊型の敷地が並んでいますが、

ひとつ当たり大体300坪、一反ぐらいの大き

さです。背後の生産緑地の間に、人工的に植

えた平地林があって、それが筑波おろしを防

いでくれます。昔は街道筋でしたから、ここ

に来た人は泊まることもできました。農家の

背後には自給する畑があり、自給自足ができ

るシステムがこのなかで出来上がっていたの

です。ここは馬の背のような地形にあります

から、井戸を掘る技術が江戸期に発達をして、

ようやくこういう集落ができるようになった

のです。

　この集落の一軒ですが、200年ぐらい経っ

た住宅がいまだにしっかりと使われています。

2階は以前蚕を飼っていたところですが、い

まは子供部屋になっています。このように主

体構造がしっかりしていると、200年経って

も使い勝手を変えていきながら、この集落は

そのようにして受け継がれてきたのです。も

ちろん子供が増えれば、一反の土地にまた小

さな家をつくることも可能です。背後の大き

く育った平地林が、この住宅を守ってるとい

うことがよくわかります。非常に安定した魅

力的な空間構成です。

　さて、アラブから日本まで、一気に駆け抜

けてきましたが、一貫して共通するテーマは、

やはり「時間」のつなぎ方に他なりません。

戦後の私たちが急速に失いつつあるこの問題

について、ご一緒に考えてみたいと思います。

∩


