
まちなみシンポジウムまちと住まいの未来像 サスティナブルな住まい方

パネルデマスカッション

「こんな住まい、あんな住まい」

　　京都大学大学院博士課程修了ウスビ・サコ

ロシア語会議通訳、エッセイスト米原万里

　　　　　　　　　　　　作家ねじめ正一・

　　建築家・武蔵工業大学教授岩村和夫（コーディネーター）

嚢　　開壇
一声鑓

岩村（司会）今日は、基調講演でも申し上げ

ましたが、「時をつなぐ」ということをテーマ

に、住まいやまちに対して、日常生活のなか

で感じられていること、考えていることを語

り合っていきたいと思います。

　本日お招きした3名の方々は、とっても豊

かな言葉の世界を持っています。先ほど、ア

ラブからヨーロッパ、それからアジア、日本

という順序で私のスライドを見ていただきま

したが、まずその連続でウスビ・サコさんか

らお購いただき、母国のアフリカ、マリのお

話を中心に、われわれの知らない世界をちょ

っと覗いてみたいと思います。その後、米原

さん、ねじめさんの順でお話を伺います。よ

ろしくお願いします。

サコ　私は京都大学をこの九月に修了して、

いま学位の授与に向かって論文を手直してい

ます。先ほど、岩村先生が「時をつなぐ」と

いうような話をされましたが、私はマリのな

かで、「場所の関係」というか、環境の移り変

わりと住宅がどのように見えてきているかと

いうことをお話させていただきます。まず、

マリを紹介し、その後自分の研究分野である

マリの首都バマコの住宅について述べたいと

思います。

　マリ共和国は、西アフリカのちょうど真ん

中にあります。日本の約3倍くらいの面積

（120万k㎡）に1，000万人、大阪府ぐらいの

人口があり、その中に23の部族があります。

会場風景

それをまとめているのが公用語のフランス語

とイスラム教（人口の80％を占め、その他は

キリスト教とアニミスト）です。

　一番話題1生のある部族がドゴン族ですが、

彼らは岩山の下の方に住んで、その岩山を登

ったり降りたりする生活をしています（図1）。

どうみてもしんどい生活のように見えます。

彼らの村には村長のいる集会場があって、ま

ず村長に挨拶してから村に入るという慣習に

なっています（図2）。こまごまとした小屋の

ように見える住まいも、彼らがデザインした

というのではなく、その環境に合った住宅や

部屋の配置をしていると考えられます（図3）。

　もうひとつ話題性があるのはトンブクトゥ

とジェネです。ジェネという町には、12、3

世紀にできた、世界文化遺産にも登録されて

いるモスクがあります（図4）。
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塾
ウスビ・サコ

　66年マリ共和国首都バ

マコ生まれ。85年バマコ

技術高等学校卒業後、中国

へ留学。90年中国南京東

南大学建築系卒業。91年

来日。99年京都大学大学

院工学研究科建築学専攻・

博士課程修了、京都大学博

士（工学）。現在、日本学

術振興会・特別研究員。住

宅計画を専門に日本、アフ

リカなど広い範囲で人間の

住まい・住み方を研究。

日・仏・英・中国・バンバ

ラの各言語を操る。
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　マリの伝統的な建物の材料はほとんどが土

です。日干しレンガを積み一ヒげてできていま

す（図5）。

　マリの多くの村へ行くと印象的なのが木で

す。村の中心には大きな木が立ち、その前が

広場になっています。家の中にも木がありま

す。木を中心に集会やお祭りなどが行なわれ

ます（図6）。

　マリの住宅は中庭が特徴で、居住者の生活

行動すべてがそこで行なわれます。都市では、

居住密度が高くなっても、日常の生活行動の

調整役になるのが中庭なのです（図7）。

　最近、首都バマコでは一家族が住んでいた

中庭型在来住宅が血縁関係のない複数世帯の

集合住宅みたいに変容されつつあるんですが、

面白いことに、過密居住になると、生活が次

第に中庭に張り出してきます（図8）。その際、

中庭で居住者の生活行動は柔軟に行なわれま

す。各世帯で自分たちの生活行動が行なわれ

る範囲を生活用具などを置くことで形成し、

そこのところを管理したり、掃除したりしま

す。各世帯にとって、自分の部屋からそこま

でが生活の妙なんです。それらの生活行動の

範囲が重なったり交わったりすることで日常

生活は中庭内で柔軟に調整されます（図9）。

　このようにマリでは、住宅と自然、住宅と

人々の生活が密着しているのですが、バマコ

などの都市で政府がつくるものは「西洋的」

なものになりやすい。それらの新しい住宅は、

自然の力、伝統の力、マリの生活が持ってい

る力を無視したものになりがちです（図10）。

都市化されたまちでは、表情も複雑になり、

そうした純粋さが見られなくなっています。
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米原　私は、仕事柄ロシア人とたくさん会う

機会がありますが、彼らが日本に来るたびに、

どのようなまちの印象持つのか興味を持って

います。1960年代に日本に滞在していた『プ

ラウダ』の特派員は『桜の枝』という日本論

を著わしています。そのなかで東京の印象を、

次のように述べています。「東京、これは木造

家屋の大海原であり、主に1、2階建ての木造

家屋が無秩序、かつせせこましくひしめき合

うその様は、まるで床にワックスを塗る間、

一時しのぎに部屋の隅っこのほうにぞんざい

に積み上げられた家財道具が、しかるべき場

所へ戻されないまま、その場に置き去りにさ

れたかのようだ」。

　最近でも興味を持って聞いてみますが、遠

慮がちに語ってくれたところでは、まず都市

としての統一感、調和が全くないということ。

それから緑地帯と道路と建物が占める配分が

驚くほどアンバランスだと感じるようです。

それにたいへん違和感を感じて、気持ち悪く

思ってるらしいんですが、でも、みんな遠慮

して、それを率直には語ってくれません。

　一人だけたいへん率直に語ってくれたのは、

1990年1月、大統領になる直前に来日したエ

リツィンさんでした。彼はもともと土木技師

出身ですが、成田に着く早々佐倉のヘリポー

トに直行して、空の上から1時間ぐらい東京

を眺めてから車で東京に入ったんですね。「第

一印象は」と尋ねられて、彼が言ったのは

「企業の建物は立派だけど、住宅や住宅街は非

常にみすぼらしい。この国は経済と技術、工

業はきわめて高い水準にもかかわらず、一般

国民の生活は貧しいんじゃないか」というこ

とでした。普通のロシア人は招かれた国の欠

点を面と向かっては絶対に言いませんが、歯

に衣きせないのはエリツィンの特徴でした。

　映画監督の友人もいますが、この人もいつ

も誉めてくれます。でも、もしかして心にも

ないお世辞をいってるのではないかと、ちょ

っと不安になることもありました。ところが、

五月の鎌倉を案内したとき、長谷寺の門をく

ぐった瞬間に、この友人がハッと息を呑みま

した。真っ青に晴れ渡った青空の下で生い繁

る緑を背に大仏様があぐらをかいている姿に

一目惚れしたみたいです。そこで初めて漏れ

てきた言葉が「う一ん、昔のほうが日本人は

永遠ということについて、はるかに真剣に考

えていたみたいだね」という言葉でした。あ

あ、これが彼の東京に関する率直な感想なの

だなとそのとき気づきました。そして、どれ

だけ先を考えて、われわれは家をつくり、橋

をつくり、道路をつくっているかということ

を考えさせられました。

ねじめ　先ほどのサコさんのお話の中の、自

分で石を置いてテリトリーを示すというお話

がとても印象的でした。うちの近くにも水を

撒くときに、ピッタリ自分のところだけしか

まかない寿司屋のおじさんがいるんです（笑）。

いまは境界が曖昧ですからかえってそういう

境界を感じさせてくれるというところが印象

的でした。

　それと、「時をつなぐ」ということで最近感

じたことがあります。ぼくの住んでいる阿佐
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米原万里
（よねはら・まり）

　50年東京生まれ。59－

64年在プラハ・ソビエト

学校に学ぶ。東京外国語大

学卒、東京大学大学院修士

修了。ロシア語の通訳・翻

訳を手がけ、80年設立の

ロシア語通訳協会初代事務

局長、95－97年同会長。

92年テレビの同時通訳で、

報道の速報性に貢献したと

して日本女性放送者懇談会

SJ賞受賞。近著に『ロシ

アは今日も荒れ模様』など。
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ねじめ　正一

（ねじめ・しょういち）

　48年東京生まれ。81年

処女詩集『ふ』でH氏賞

受賞。88年初の小説『高

円寺純情商店街』で直木賞

受賞。96年『熊谷突撃商

店』がベストセラーに。そ

の完結編『熊谷キヨ子最後

の旅』を99年刊行。子供

の絵本にも取り組むかたわ

ら、詩人として活躍。現在、

全国の「銀座商店街」を取

材し「別冊文芸春秋」、子

供の雑誌などで連載。
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ヶ谷のパールセンターという商店街でアーケ

ード改修工事をやったのです。そのとき、40

年ほど経った古いアーケードを一度全部取っ

払ったのですが、そうしたらいままでアーケ

ードに遮られて見えなかった昔なつかしいト

タン屋根があっちこっちに現われたのです。

しかも、そのトタン屋根が、長年の間に錆び

て赤と黒のだんだら模様になっている。その

色合いが非常にマッチしていてこのままアー

ケードをつくらないほうがいいように思えた

ほどです。なんでもないトタン屋根でも、時

が経つと子供の頃の茶色く錆びたトタン屋根

ともちょっと違って風情があり、変なところ

で感動したりしました。

　うちは乾物屋をやっていましたが、ぼくは

小学校の四年生ぐらいからずうっと店番させ

られて、昭和30年代、商店街のあのギシギシ

さのなかで育ってきました。そうすると売っ

ているものと自分が一体化してくるというか、

6月頃のじめじめした季節になって売り物に

カビが生えたりすると自分にもカビが生えて

くるような気がするんです。また、商売とい

うのは間口いっぱい外に向かってさらされて

いるので生活も全部を見られているような感

じで、洋服屋のおやじさんとアルバイトがで

きてるなんていう噂話も小学校六年くらいか

ら入ってくるんですね（笑）。そうすると、変

な本読むよりも、そっちのほうがリアリティ

があって刺激的な毎日でした。

　住む人と働く人がはっきり分かれてきて商

店街から住む人が少なくなっていくところが

ら、商店街も含めたまちのリアリティという

か、風景が本当に変わってきました。

≡蠕：：㌘∵聞し∵L・∴∴バrし…
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岩村　いまのねじめさんのお話は、皆さんも

ご存じだと思いますが、『高円寺純情商店街』

という本の中に正一少年の体験記というかた

ちで濃密に描写されていますね。

　また、米原さんは、著書の中でロシアの事

情と結びつけてウオッカにまつわる話をずい

ぶん書かれているのが印象に残っています。

米原　住宅問題と結びつけると、お酒はじつ

に深刻でして、ロシア人は離婚の原因の90％

が夫の飲酒といわれるほどアル中は社会問題

なんです。いままでは光熱費と、維持費にも

ならないぐらいの住宅費、水道、電話代もほ

とんどタダに等しく、これらを全部含めても
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収入の5％に以下に抑えられていて、さらに

一度住んだらずうっとそこに住めたわけです

から、永久居住権が与えられていたのですね。

ソ連邦が崩壊して、これを民営化という名目

のもとにすべて住んでいる人の所有にしたの

はいいのですが、売買する権利まで与えたの

です。そうすると、飲んべえはすぐ家を液体

に換えちゃったのです（笑）。いままではたと

えばボイラーマンが本当は国の財産である石

炭を売り払って飲むことはしたけれども、住

宅を売るということはあり得なかったわけで

す。ところが住宅を売っちゃうもんだから、

本人はホームレスでもいいですが、子供たち

までが路頭に迷うことになる。

岩村　以前にサコさんの家には30～40人が

住んでいると聞いたことがあります。そんな

ことあるのかと疑う人は多いと思いますが、

知り合い、親戚、その友だちとつながってい

く関係について話していただけませんか。

サコ　マリは、タダとまでいきませんが、「親

戚」関係がとてもフレキシブルで、みんな

「親戚」なんですね（笑声）。だから、岩村先

生がマリに来たら一応「親戚」として紹介し

てもいいぐらいです。

　村にいるときは違う家に住んでいますが、

彼らが都会に出てくると「親戚」になってし

まうのです。あるいは隣の村が隣の親戚にな

ります。私の家はバマコにあるので学校に通

ったり、あるいは用事で村から来て、ちょっ

と今晩泊まりますというような人が多いので

す。今晩だけならいいのですそれが1年置な

ったり、いつの間にか友だちを連れてきてそ

れがまた1年なり、その人が結婚して定着し

てしまったりすることもあります。

岩村　つまらない質問ですけれど、その人た

ちは賃料を払うのですか。

サコ　お金はなんにも払いません。私は一応、

長男という立場にもいるんですが、帰ると、

うちに住んでいるお客さんの中から逆に「あ

なた誰？」と尋ねられます（笑）。やはり皆が

一緒に生活できるのは、バマコの中庭型在来

住宅には、あの中庭があるからだと思います。

とりあえず、寝るとき以外に、昼間、中庭に

いれば誰も気にしない。

　都市化が進んで、お金に目覚めて商売をし

始めた人が現われ（実際経済的に困っている

かもしれません）、大家族が住んでいた家を賃

貸化して、子供たちが結婚などの理由で家を

出ると、彼らが使っていた部屋を貸してしま

うことはしばしばあります。



岩村　ところで一体、サコさんの家はどのく

らいの広さなのですか。

サコ　大体300㎡（100坪）くらいです。た

だ、そのうち中庭が200㎡ぐらいで、日本的

感覚では面積としてかなり広く思われます。

しかし、そこで行動するのは、30人、40人

で昼間などではかなり狭く感じます。

岩村　そういうなかではトラブルは起きませ

んか。

サコ　起きます。実際は各世帯で自分たちの

生活行動が行なわれる範囲を石など、目に見

えるものを置いて形成しているのは、やはり

緊張感があるからでしょう。緊張がない場合

は生活用具などを置けばいいですが、目に見

えるものを置いて自分の生活の範囲の境界を

はっきりさせているというのは、たぶんトラ

ブルなどを避けるためだと思います。

岩村　周りは壁で囲むわけですが、それは私

有地なのですか。

サコ　中庭型在来住宅の敷地ですから、私有

地です。しかし、中庭はそこに住んでいる人

達の共用空間になります。

米原　私はチェコに五年間住んで、その後仕

事でロシアへ行き来していますが、都市部は

ほとんどみんな高層住宅です。道路に沿って

建物をロの字型につくって、真ん中はかなり

大きな中庭ですね。その中庭を囲む家の住民

はひとつの町内会みたいになっています。サ

コさんのところほど濃密ではないけれども、

中庭を共有することによって一定の緩やかな

共同体をつくっています。

　それから建物一つひとつが縦の階段室によ

ってつながれた、もう少し緊密なコミュニテ

ィになっています。昔、『モスクワ冬物語』と

いうNHKがつくった番組があって、冬の寒

さのなか老人がいっぱい商店の前に行列して

いる映像を悲惨なものとして流したのですが、

じつはロシアのアパートは、下のほうに年配

の年寄りの世代が住んでいて、この人たちが、

上の階の共稼ぎ夫婦から一定の手数料をとっ

て買い物をしてあげているのです。買い物や

ちょっとした子供の面倒を見てあげるとか、

それから郵便物もそのおじいさんかおばあさ

んが一つひとつのポストに入れていくとか、

縦の共同体ができているのですね。

岩村　それはとっても面白いお話ですね。と

ころで、それも賃貸ですか。

米原　全部賃貸です。国有か市有の住宅でし

たから。

サコ　マリの場合は、食事、料理など必要な

生活行動が中庭で行なわれるわけで、中庭型

在来住宅を高層住宅化していくことは、それ

らの生活行動を縦に配置しなくてはいけなく

なるわけですから、居住者の生活に合う空間

にできあがらないと思います。
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岩村　ねじめさんは、建築家に設計を依頼し

て家を建てられましたが、どのような家なの

ですか。

ねじめ家ってどうしても中心はリビングだ

ったりしますが、青山にある東孝光先生の自

邸「塔の家」を写真などで見たときは階段が

偉そうに見えました。また、あそこはドアも1

枚もないのです。どうやってお風呂に入って

いるのか知りませんが、なにかそういうある

部分が全体を支配するという感じが気に入っ

て、家を建てるなら東先生に設計をお願いし

ょうと思ったのです。

　それから広い土地も買えませんでした。当

時、わずか6坪に建つ「塔の家」はとても前

衛的でしたが、日本的な狭いところにギシギ

シ詰まっているのがぼくは好きなんです。文

学でも狭い空間に言葉が詰まった詩のほうに

いきました。

　岩村先生を前にしてなんですが、大体建築

家ってこの世で自分が一番頭がいいみたいな

感じでけっこうスカしてる人が多いじゃない

ですか（笑）。ところが東先生はともかくこち

らの要望を聞くんです。こちらはある意味で

お任せっていう気持ちで行ったのですが、急

に「ねじめさん、台所はどうお考えですか」

といわれても、うちの奥さんもくればよかっ

たなと思いながらいろいろ困ってしまいまし

た。それでぼくは「ともかく阿佐ヶ谷で一番

闘っている家がいいんです」といいました。

いかにもシャープで阿佐ヶ谷で変わった家、

目立つ家みたいなイメージがあったのです。

そうしたら東先生は、「ねじめさん、一回、阿

佐ヶ谷をちょっと一緒に歩きましょう」とい

うんですが、建築家の方が歩くと、いままで

自分が住んでた町も全然違って見えるんです

ね。

　それでいろいろ話してるうちに、やっぱり

阿佐ヶ谷という土地、坂道もないし、メリハ

リのない町なんですが、そういうまちなみを

考えながら、「ねじめさんは商人、商人は昔か

ら裏生地や見えないとこに凝るものです」と
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いわれて、それこそ見かけは、全然闘ってい

る家じゃないけれど、中身は毎日闘っている

家ができ上がりました。

　なにせ20何坪で真ん中にでかい吹抜けが二

つもあるのです。マグロでいえばトロの一番

いいとこを持っていかれたという感じがして

ね。「もうちょっと吹き抜け、小さくして」

「いや一、やっぱり吹き抜けがウリですから」

とかなんとかわけのわからないこといわれて。

うちの息子たちには「なに、四畳しかない、

この部屋」とかいわれると、「でも、いいんだ

ぞ、この吹き抜けが」なんていいながら、い

ろいろやるわけですよね（笑）。

　まず吹抜けだから音がすごい。洗いものを

してても私の部屋まで響きますし、戸も静か

に開け閉めしないと、ドーンときます。東先

生に「物音はどうしてあんなにすごい音がす

るんですか」「いや、ねじめさん、そういうと

きにあらためて人間のやさしさということを

感じるでしょ」。それで今度「夫婦の営みなん

か困るじゃないですか」「いやそれは、ねじめ

さん、そのうちゆっくり教えます」なんて、

全然教えてくれないですけれどもね。

　ただ、一番目かい吹抜けは2階のリビング

ですが、要するに子供たちは四畳にいられな

くなって当然みんな出てきちゃいます。だか

ら、昭和30年代のチャブ台みたいなもんです

よ、あの吹抜けが。会話する時間は、はるか

に増えましたよね。それでクタクタに疲れて

みんな四畳の部屋に帰っていくという（笑）。

　いま五年目ですが、確かに家をつくるのは、

すごいエネルギーがいりますね。ただ、楽し

かったのは、途中途中で、どこまでできてい

るか子供たちと夜中に見に行くことでしたね。

昼間、大工さんがいると、「あ、こいつ喜んじ

ゃって」なんて思われるのやだから、夜中に

そ一つと行って、子供たちと懐中電灯で照ら

しながら、「あ、ここは書斎だな」「お父さん、

やっぱりこの部屋狭いよ」とかなんか話して

いたのは家族にとっては、すごくよかったで

すね。

岩村　いやあ一、メチャメチャ愉快ですね、

いまの話。こんなお施主さんが多いといいん

ですが。

　サコさんは、マリの家の話は聞きましたが、

中国や日本ではどんなところに住んでいたの

ですか。

サコ　中国では普通の集合住宅に住んでいま

したが、日本に来たばかりのときは、その狭

さにけっこう悩まされましたね。木造アパー
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トで四畳半に炊事場があったのですが、考え

られなかったのは、炊事場があって、それが

部屋だということです。同じ場所で調理して

食べるのはよいのですが、ただ、ここで寝る

というのは考えられなくて、次の部屋を探し

て戸を開けたら押入れで、そこに布団が置い

てあった。あ、これが寝室だ（笑）。だから、

最初の1、2週間、押入れで過ごしていました

が、あとでそれが物置場だと知らされました。

同じ場所でものをつくって食べて寝るという

生活習慣は考えられなかった。マリでは中庭

でつくって食べて、話をするというのはあり

ますが、ただ、寝るときは狭くても心の安ら

ぐところが必要だという感覚があるのですね。

ずうっと刺激のある空間に一日を過ごして全

然体が休めないというところが日本的だと思

いました。

岩村　サコさんは最初に日本の町を見たとき

どう思いましたか。

サコ　日本に来る前は本を読んで、日本には

コミュニティが一体化されているというイメ

ージがありました。しかし、一軒一軒見ると

みな違うデザインで違うものをつくっていて、

かなり不調和なんですね。これはある意味で、

日本の土地のデモクラシーからくるのかもし

れない。自分の土地で何を建ててもいいみた

いなところがあるような気がしますね。日本

のコミュニティの一体化が景観に現われてい

ないのです。あるフランス人の本に、「日本の

町はエネルギッシュで絶えず変化している。

どうも日本人は落ち着きということをあまり

好きではないのかもしれない」というような

ことも書いています。

米原　私も日本に帰ってきたときは、サコさ

んと同じようにショックでしたね。外国にい

る間はずうっと日本というのを美化していま

したから。でも、とにかく統一感がないんで

すね。おそらく手鏡の美意識なんでしょうか。

小さな鏡で自分の顔の唇とか目の周りを見て

きれいだなと思っても、離れてみると、調和

がなく決してきれいとはいえない。たぶんこ

ういうことに日本のまちなみは気づいていな

いんでしょうか。

岩村　昨年のシンポジウムでも精神医学の野

田正彰さんがその問題について発言されてい

るのですが、彼の造語に「選択的不注意」と

いうのがあります。要するに目には見えてい

ても見えないというふうに意図的に不注意に

なる認識的な行為のことです。たとえば、醜

悪な電信柱でも見えないと自分で思い込むご



とによってそうした環境に慣れてくるという

わけです。でも、それは持続的な心理的スト

レスを生み出し、ねじれた不健康な精神風土

の一部となっていると野田さんは指摘してい

るのです。ぼくは彼の指摘は当たっていると

思います。

　米原さんもお宅を建てるそうですが、どん

な家をイメージされているのですか。

米原　私は、ねじめさんと正反対で、生活そ

のものはなるべくコンサバティブなものがい

い。生活で闘って疲労困慰してしまったら、

肝心の作品で闘えなくなるような気がするの

ですね。つまりあまり気にならないというか、

中に入っても気づかないぐらいの家。しかし、

なんか居心地がいいというのが、私の理想の

斜なんです。ただ、外との関係は、なるべく

オープンにしたい。つまり外から見えるよう

にしたい。それは安全のためにも、何かあっ

たときに、すぐ隣近所の人から注意してもら

えるような、泥棒が入ったとか、犬の様子が

変だとか、そういうことを言ってもらえるよ

うなオープンなものにしたいと思ってますけ

どね。

ねじめ　いま米原さんがおっしゃったように、

ぼくがやっぱり商店街から離れられないのは、

いい意味でも悪い意味でも、そんなところが

あるからですね。いやなとこもいっぱいある

んですけどね。
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岩村　　「時」との関連で次代のことを考える

と、いま日本では子供の数がどんどん減る傾

向にあり、さまざまな議論を呼んでいます。

それに関して、教育の問題が大きな関心事に

なっていますが、たとえばマリの若い人たち

はどのようなことを考えているのでしょう。

サコさんは、日本や中国で生活したりしてこ

られたので違う視点をお持ちだと思いますが、

サコさんの世代とどう変わってきていますか。

サコ　私の小さい頃はマリにはテレビがあり

ませんでした。いまの世代は、テレビを通し

て世界が、いろいろなものが見えてくる。自

分たちの住んでる環境、あるいは持ってるも

のに価値を感じなくなるというか、やっぱり

テレビの世界、映画の世界で見えてる環境や

住宅のほうが快適に感じたりしている。ある

近代的な基準線を引いて、それより下のもの

は全部悪く、それより上のものを評価してい

こうとする。それは日本でも同じことではな

いかと思いますね。

米原　ロシアでは、たとえばペレストロイカ

の改革なども、本来だったら学生とか若者が

中心になって押し進めるはずでしたが、結局

あれは上からの革命ですね。で、どうなった

かっていうと、かつて共産政権時代に甘い汁

を吸っていた連中が、今度は市場経済のなか

でやはり同じように同じ高い位置にいて、一

番甘い汁を吸っている。そういうなかで育つ

若者たちには、厭世的で、きわめてプラグマ

チックな超利己主義的若者が多いような気が

しますね。

　私は、このシンポジウムに来る前は、建築、

まちなみ、都市計画などというテーマは、非

常に難しいものだと思っていましたが、参加

しているうちに、人間が毎日生きていくとい

うことにすべてが関係してくる分野だという

ことがわかりました。面白そう、しかしたい

へんな仕事ですね。

サコ　私なんか研究室に閉じこもって本読ん

で、コンピューター見て、それで建築ができ

てしまうというふうに思い込んでるところが

ありましたが、やっぱりいろんな出会いがあ

り、お話を聞いて、建築をつくっていかなき

ゃいけないと感じました。

岩村　さて、今日は本当にものすごい言語空

間をお持ちのお三方から、それこそ言語を通

した豊かな時空間を体験させていただきまし

た。そして、その基盤にきわめて具体的で原

体験に根ざした生活の風景や肌合いがあるこ

とに気づきました。われわれ計画する側の人

間は、どうしても鳥目敢的に物事を見がちなん

ですね。おそらく施主と建築家が話をする場

というのも、まさに異文化が接触してぶつか

り合ったりする場所なんですね。異なる生活

様式や価値観とともに日々切実な状況のなか

で生活をされているお施主さんがいて、私た

ちがいる。同じ時空間を共有しながら、もっ

ともっと複眼的に事象を眺めながら、次代に

繋がるまちづくり、住まいづくりを考えてい

くべきではないかという思いを強く持ちまし

た。ありがとうございます。
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