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暮らしの延長としてのホスピス

古谷　本日は、それぞれのステージで活躍さ

れている三人の女性パネリストを迎え、「環

境・くらし・すまい」というテーマで議論し

たいと思います。初めにコシノさんからお話

をいただきたいと存じます。コシノさんは、

建築通でいらっしゃると伺いましたし、一家

言お持ちだと思いますが、いかがでしょうか。

コシノ　古谷先生の基調講演を伺い、ファッ

ションと建築は一致する部分が多いというこ

とを感じました。この度、20年間住んできま

したマンションを引っ越すことになりました

が、現在のマンションを選んだのは、職住接

近が大きな理由でした。「親の背を見て子は育

つ」と申しますが、子供とできるだけ一緒の

時間を持ちたかったという面もありますし、

職場と住まいが一致することが理想でした。

20年も住み慣れた家には愛着があります。自

分のコンセプトに合ったものしか買いません

から、整然とした生活空間ができていますし、

自分の家が最高で心地がいいですね。

　今回骨董通り（東京・青山）の角に、大手

デベロッパーと組みビルを建て、そこに新た

に住まいを構えることになりました。ビルと

なりますと、戸建ての家を建てるのとは基本

的には違うのではないかと思いました。通り

の顔ですから責任が伴います。神経も使いま

すし、ブティックですから、まちのステー旧
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スとしての役割も求められています。そこで

私は、早くいえば、デザインをなくしたんで

す。建築家の方には大変申しわけないんです

が、建築家の自己満足で建てるのは、私は絶

対やめたいと思いました（笑）。骨董通りは将

来いいお店が増えてくると思いますし、今回

建てるビルがひとつのサンプルになればいい

なと思っています。

　また、現代のまちづくりはコラボレーショ

ンが重要です。私は、ビルに関しては素人で

すから、専門の企業やエキスパートと組むこ

とで、街並みにふさわしい、耐震性にも優れ

たビルを建てることができました。

古谷　次に高橋さんからお願いします。高橋

さんは、全国のホスピスを見て歩かれ、それ

をルポにして『医療はよみがえるか』という

本にまとめられました。家という概念の中に、

どこで人生の最後を迎えるかという問題も当

然含まれてきますが、いかがでしょうか。

高橋　私はもともと暮らしのことを考える女

性誌の編集者ということから仕事を始めまし

た。その当時はコシノ先生にもご縁がありま

したし、またじつは私の父も祖父も建築の仕

事をしていたこともあり、建築というものに

非常に興味をもっていました。ですから全国

のホスピス緩和ケア病棟を見ながらも、つい

ついどんな建物なのかということも視野に入

り書き方もずいぶん細かくなっていたので古

谷先生の目にとまったようですが、本当に光

栄です。



で、

会場風景

　日本では、ホスピス緩和ケア病棟が、ここ

数年で増えており全国に90カ所あります。緩

和ケア病棟は、病院の延長として建築される

ケースが多いのですが、ホスピスは病院の延

長ではありません。医療としては、日本の医

学界でも数年前からきちんとしたひとつの分

野として発展しつつあるのですが、ホスピス

は暮らしの延長で、最後まで自分らしい暮ら

しを続けることができるように援助していく

という考え方です。在宅ホスピスという表現

もありますが、できれぼ自分の家で最後を迎

えたいと思う人も多く、その人たちを支援し

ていくことを目指しています。

　ホスピスというのはどんなものなのかとい

うことを少しご理解をいただけたんじゃない

かと思いますが、じつはこれには建築という

ものが非常に関係してくるのです。病院建築

そのものが西洋的で、病院の延長から考えて

立派なホテルのような建物では自宅の延長と

いう感じはしません。いまの近代医療があま

りにもひとつの方向に進んでしまって最後は

スパゲティのような管がついたまま亡くなっ

ていくつていうのがいいんだろうかというと

ころがらホスピス運動は進んできたわけなん

です。

　ホスピスという気持ちを大切にしていると

ころでは、家のようにほっとくつろげる場所

を提供しています。たとえば、ホスピス発祥

の地英国では、石づくりのすてきな一軒家が

ホスピスになっているケースが多くあります

し、スウェーデンでは、伝統的な赤い木造の

家がホスピスになっています。入所している

人は、自分の家具や、絵や写真を持参して部

屋に飾っています。ホスピス・は、やすらぎの

空間でなければと思います。

　それでは日本ではほっとするような、いい

なあと思える家がそういった建物になってる

かというと、そのような例ははっきりいって

ほとんどないですね。先程の古谷先生のお話

にもつながってきますが、日本でも誰もがほ

っとする家ってどんなものなんだろうという

ことを改めて考えていた矢先でした。

　日本人の死生感には、自然に回帰する気持

ちが強いようです。たとえば、建物の内部に

は木が使われていることで安堵感を感じます。

ホスピスを考えていくことは、日々の暮らし

を考えていくことではないかと思います。

ライフスタイルと住まいのサイクル

古谷　次に米原さんに、伺いたいと思います。

米原　日本の住宅の変化、特に都市における

変貌には目を見張るものがあります。私は今

年、都内から鎌倉に転居して、久しぶりに東

京に出てきましたが、世界の中でもこれほど

目まぐるしく変わっていく都市はないと思い

ます。私はついこの間まで通訳を本業として
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コシノジュンコ
（こしの　じゅんこ）

　デザイナー。大阪府岸和

田市生まれ。文化服装学院

デザイン科に在学中、装苑

賞を受賞。78年パリ・コ

レクション初参加、以来東

京とパリで年2回コレクシ

ョンを発表。オペラのコス

チュームからスポーツユニ

ホームまでデザイン活動も

幅広く、また一方では、経

済産業省・伝統工芸品産業

審議会審議委員、国土交通

省・地域活性化貢献企業表

彰審査委員、新潟県見附

市・まちづくりアドバイザ

ー、徳島県・阿波特使、東

京都・男女平等参画審議会

委員等を務め、国内外とも

に活躍。
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高橋ユリカ

（たかはし・ゆりか）

　1956年東京生まれ。ル

ポライター。80年早稲田

大学文学部卒業。在学中、

米国オレゴン州立大学に留

学。大学卒業後、文化出版

局にて婦人誌の編集に携わ

った後、フリーの編集者と

なり、91年ライターとし

て活動開始。95年闘病生

活の体験を綴った「キャン

サー・ギフト」を初出版。

医療、環境問題などを中心

に一般誌、医療・福祉専門

誌へ執筆。著書に「医療は

よみがえるか一ホスピス・

緩和ケア病棟から」など。

「川辺川・東京の会」を立

上げから参加。
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ましたから東京にやってくる外国人が、1回だ

けの人はいいんですが、何回かやってくる人

は驚くんですね。世界の大都市でこれほど目

まぐるしく変わっていく街はない。そういう

彼ら、つまり主にヨーロッパ人なんですけど

も、彼らの街は、基本的なところはほとんど

変わらないんです。だから、古代ローマ時代

の、つまり紀元前の建物にいまだに住んでい

るところもあります。ところが、われわれは

どんどん変わっていく。日本では、家を建て

るときのスパンが短く、100年先、200年先

を考えて建てていません。日本の伝統ある企

業で、本社が100年前と同じ建物というケー

スはほとんどないと思います。日本人固有の

価値観や消費文化の影響から、住宅も20年か

ら30年経過したら破壊して作り直すという伝

統を続けています。

　ロシアでは100年前の風景と、現在の風景

がほとんど変わっていません。ロシア革命直

後、革命政権は国民に住宅を供するため、富

裕層が住んでいたマンションを接収し、1部屋

に1家族ずつ入れ、キッチンや浴室は共用にし

ました。さらに将来、経済発展し国民も豊か

になると予測し、8LDKのマンションをたく

さん建てましたが、ソ連崩壊後の現在も住宅

として使われています。

古谷　ライフサイクルの考え方とか更新の考

え方は、興味深い話題です。日本には、従来

障子紙を貼り替えたり、畳を取り替えるとい

った、物事を更地に戻すという刷新の美学が

ありました。しかし、建物の寿命が人の寿命

より短くて当然という価値観は、変えていか

なくてはなりません。建築物も、残しておく

もの、取り去るものとの価値判断が必要です。

いわゆる着替えの論理で、そこにバランスが

生まれます。しかも、建物は社会的な存在で

すから、周りの街並みや環境に対して責任が

あります。

　いまでもまだ真っ罪な更地に都市をつくる

ことを夢見ている建築家もいますが、それは

むしろ例外的で、普通はそこにある環境に対

して、残したいものはなにか、取り去りたい

ものはなにかという価値判断が働いてそこに

バランスが生じるんだと思います。

日本のすばらしい美意識を見直す

コシノ　私は青山が大好きで、ずっと住んで

いますが、街並みにはイメージづくりが必要
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で、いいお店が集まることで街全体がグレー

ドアップします。フランスでは、通りを美し

くする委員がいて、デザイナーが責任をもっ

ています。日本では、電柱と電線がある限り、

街並みは美しくなりません。また、コミュニ

ティづくりも大切です。日本にはお祭り文化

があります。普段交流がない人同士が集まり、

仲良くなれる機会ですし、新しい街にも育て

ていきたい。私は、お祭りの半纏をデザイン

して寄付したこともあります。

　日本にはいいところがたくさんありますが、

意識的にそれを生かしていくことが大切だと

思います。日本の美意識を世界にもっとアピ

ールしていくべきだと思いますし、建築にお

いても同様です。日本の精神文化といいます

か、たとえば「のれん」や「ついたて」があ

るだけで、空間を微妙に分けることが可能で

す。そういう意味で、日本独自の考え方が生

かされていけば素晴らしいと思います。

　今日のテーマのひとつはアジアですが、日

本も昔はアジアの…員だったような気がする

んですが、いまはどんどんかけ離れていって、

島国の独特の生き方、動き方ができあがりっ

つあるようにも思われます。それが日本のよ

さとなればいいんですけれども、いままでの

日本を捨てて何か違う国になりそうな感じが

して心配しています。

高橋　コシノさんのお話も伺っていて、やは

りいま大切だと思うのは、日本人の精神的バ

ックボーンが失われているのではないかとい

うことです。だから本来の精神に回帰したい

ということを、とくに私たち40代の世代はつ

よく感じているのかもしれません。医療の問

題も同様で、徹底して西洋、近代化が進んで

いますが、どこか無理しているような気がし

ています。日本の伝統的で大切なものを、魂

や精神の問題として考え直してもいいのでは

ないでしょうか。

古谷　たとえばお祭りのとき、少年にとって

は揮なんかしちゃってカッコよく決められる

かどうかが大事な別れ道で、それは女の子も

たぶんその日はすごく色っぽく見えるように

したいと思っているはずです。そんな精神性

みたいなものは書物で教わるのではなく、自

ら自覚する場面というのが都市のなかに散り

ばめられてなきゃいけない。ただものが集ま

って便利だというだけじゃなくて、人がなに

をやってるのかを眺めるのも楽しみのひとつ

であり、それは逆に見られる楽しみでもある

わけだからカッコ悪い恰好してズルズル美い
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ちゃいけない通りもあるわけですよ。そこん

ところ歩くために、それなりの準備をして行

くっていうような緊張感をもって、そういう

場面に参加するような、そういう刺激が生活

のなかにあるといいなと思いますね。

　まちなみというのは、じつはそれを建築で

表現していく場面なんですね。どの家も自分

の門構えであり、のれんなり、庭の手入れな

りそういうものが通りに出てきて構成されて

いるはずです。本来個性がもっと前面に出て

きていいはずなのに、周りと揃っていればそ

れでよしとするような関心の低さみたいなも

のがあるような気がします。

全体のコーディネートを考えた街並みづ
くり

米原　ヨーロッパでもアジアでも、先祖代々

伝えられてきた建物、風習、生活の知恵など

を、次の世代に伝えていくことに義務感を持

っています。日本には、自分の何世代先まで

伝えようと意識している人はいないと思いま

す。日本人は、無節操に外国文化を受け入れ

ているようで実は違います。建物にしても和

洋折衷です。無意識の部分で日本を残してい

る部分があり、面白い。

古谷　そういった無意識の美学みたいなもの

を形のある立派な建造物に残していきましょ

うというのは、わりあいやりやすいと思いま

す。形で表現できまずから。

コシノ　ちょっとフランスの話で申しわけな

いんですが、パリのシャンゼリゼでは、通り

を美しくする委員というのがあって、国で指

定したデザイナーというのも変かもしれませ

んが、感性のある人が通りを責任もって美し

くするということをしています。そのように

なんらかの基準があったら、あっという間に

美しくなりますね。

米原　コシノ先生を前に、こんな話するのは

おこがましいですが、日本人のおしゃれとい

うのは、どちらかというと手鏡のおしゃれで、

全体のコーディネートはあんまり考えません

よね。なにか部分を虫眼鏡で見ると素敵なん

ですが、全体として見ると……。日本の街並

みもそうね。

　たとえば成田から東京の街に入って来たと

き、ちょっと恥ずかしくなって外国の方に

「どう、きたないでしょ」というと、「いや一、

すごい、このハチャメチャな具合、オーガナ

イズされてない感じ、これにやはり日本のエ

ネルギーを感じるんだな」なんていいますけ

どねく笑声）。

コシノ　外国人は変に褒めますね。もうやり

ようがないから、つい言ってしまう。それに

何百年も石の文化に住んでるから、ほっとす

るのかもしれないですけれどもね。

高橋　そういうあたりに、アジアを感じるん

ですよね。

古谷　面白かったのは、学生たちと香港とシ

ンガポールを比較する研究をやったのですが、

シンガポールは自然がコントロールされ整然

とオーガナイズして美しい街をつくっている。

ところが、香港は緑はないし、全く勝手きま

まで、混沌としたながに自然と秩序がなんと

なく出来上がってくるという、なるように任

せた自己組織的な都市になってるわけですけ

ど、活気の上でいうとやっぱり香港のほうが

圧倒的にあるわけです。

　なんとなくみんなが相互に作用しながら、

ある秩序をつくりあげていくつていう、そう

いうメカニズムが働いてまして、それはどっ

ちかというと、ヨーロッパにはないアジア的

な新しい秩序感だと思うんです。

高橋　京成で上野に着けば、大丈夫です。も

うすっかりアジアです（笑）。

必要なときに必要なことができる家

古谷　最後に皆さんに一言ずつお願いします。

コシノ　自分の人生のストーリーを作ってい

くのが家だと思います。従って家族の成長や、

時の流れに応じて常に変化していく流動性が

あります。そういう意味では、つくりすぎな

いのも重要ではないでしょうか。

高橋　私は日本を感じさせる家を開発してい

ただきたい。今の時代のおしゃれを具現化し

たような住まいができるといいですね。

米原　基本は人がそこに住み、人間同士の関

係とその周りのコミュニティ、近隣との関係

が築きやすいような、しかもそれを支援する

ような家であって欲しいですね。

古谷　コシノさんの書かれた本の中に、居心

地をつくることがデザインであるとお書きに

なっておられますが、まったく同感です。デ

ザイナーだけの世界ではなく、生活者すべて

がデザイナーだと思います。自分の工夫次第

で、必要な時に必要なことができる家は素晴

らしいし、そうなるべきだと思います。
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　　　　　　濡欄

米原万里
（よねはら　まり）

　1950年東京生まれ。エ

ッセイスト、ロシア語会議

通訳者。東京外国語大学卒

業。東京大学大学院修士修

了。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

TVにおける同時通訳で、

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。95年「不実な

美女か貞淑な醜女か」で読

売文学賞、97年「魔女の1

ダース」で講談社エッセイ

賞を受賞。他著書多数。
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