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　宮脇さんが62歳で亡くなってから今年2013
年で早くも15年になる。
　住宅作家として建築界に華々しくデビューし
た宮脇さんであるが、1979年設立の住宅生産
振興財団の歩みと並行して、80年代以降、じ
つは郊外住宅地のまちなみづくりに大きな足跡
を残した。
　このことは、長年、日本の住宅地開発に取り
組んできた人々には広く知られていることであ
るが、これからを担う若い関係者に知ってもら
う機会は多くはなかった。
　さらに、宮脇さんのまちなみ設計の思想・手
法が、個々の建築から都市や景観まで、建築の
さまざま分野で活躍する設計者にとっていかに
多くの示唆を与えるものであるのかも伝わって
こなかった。
　本特集では、これまで宮脇さんが発表したま
ちなみ関係の主要な論文、また宮脇さんの取り
組みを紹介した関係者による論評をあらためて
再録すると共に、関係者よりご提供いただいた
資料をもとに、宮脇さんのまちなみ設計の軌跡
を振り返ってみることにする。
　取材、資料のご提供をいただいた方々に深く
感謝します。	 （編集部）

宮脇檀まちなみ年表（本特集関連）
1936	 愛知県名古屋市に生まれる（昭和11年）
1959	 東京芸術大学美術部建築学科卒業
1960	 帝人メンズショップ銀座店
	 11月から2カ月間「車を宿の日本一周」
1961	 東京大学大学院修士課程高山研究室終了
1964	 ㈲宮脇檀建築研究室を設立
1966	 法政大学宮脇ゼミでデザインサーヴェイ開始。〜73年
	 VAN石津謙介別荘「もうびいでぃっく」
1967	 倉敷のデザインサーヴェイを雑誌発表
1970	 秋田相互銀行盛岡支店。「プライマリィ・アーキテクチュア論」
1971	 松川ボックス#1
1972	「千駄ヶ谷二丁目スケッチ・サーヴェイ」発表
	 グリーンボックス#1、＃2
1973	 丹波篠山町並み保存調査
	 代官山マンションへ事務所移転
1975	 船橋ボックス
1976	 秋田相互銀行角館支店
	 『日本の住宅設計』彰国社
1977	 “まちなみ設計”第1号コモンライフおさゆき（北九州市　積水ハウ	
	 ス）に着手
1978	「横浜市新本牧計画」委託研究開始
1979	 あざみ野55（横浜市）東急不動産
	 東急不動産 “宮脇学級” スタート
1980	 伊集院妙円寺団地（鹿児島県日置市）住宅生産振興財団
	 柏ビレジ（柏市）東急不動産
	 松川ボックス#1、＃2にて昭和54年度日本建築学会賞作品賞
	 『日本現代建築家シリーズ	1	宮脇檀』新建築社
1981	 ヨーロッパへボンエルフの視察
1982	 コモンライフ新宮浜（福岡県新宮町）積水ハウス
	 高須ニュータウン（北九州市）財団
1983	 財団設立3周年記念出版『街並みを創る』（責任編集）丸善
1984	 桜ヶ丘ハイツ（可児市）財団。〜89年
	 高幡鹿島台ガーデン54（日野市）鹿島建設
1985	『都市住宅』8月号宮脇檀監修「特集：街並の設計手法」
1987	 つくば二の宮（つくば市）財団
	 『宮脇檀の住宅設計ノウハウ』（丸善）
1989	 シーサイドももち（福岡市）積水ハウス
1990	 グリーンテラス城山（小牧市）財団
1991	 コモンシティ星田B1（交野市）積水ハウス
	 日本大学生産工学部建築工学科教授に就任
	 諏訪野（伊達市）財団
1992	 青葉台ボンエルフ（北九州市）財団
1993	 出石町役場（兵庫県）
1994	 姫路市書写の里・美術工芸館（兵庫県）
1996	 第1期「まちなみ大学」（財団）にて2回講義
	 『宮脇檀の住宅』（丸善）
1997	 フォレステージ高幡鹿島台（日野市）鹿島建設
1998	『男と女の家』（新潮社）
	 10月21日、下いん頭癌で逝去　享年62歳
1999	『コモンで街をつくる』（丸善）

コモン。イギリス、リバプール郊外に開発されたニュータウン、ランコー
ンでのスケッチ。建物や植栽によって囲まれた共有スペースとフットパス
（緑道）のあるコモン広場の様子。

ボンエルフ。オランダ、デルフトでのスケッチ。道路線形、舗装材の切り替え、
ハンプ、植栽の効果など、ボンエルフの計画要素を検証する。左下図と共に、
1981年とのヨーロッパ視察の際に描かれたものと思われる

〈まちなみ〉の軌跡
特集：宮脇檀まちなみ読本



4 家とまちなみ 67〈2013.3〉

19 36年（昭和11年）名古屋市に生まれる。	
59年東京芸術大学美術部建築学科卒業。

その後、東京大学大学院の高山英華先生の研究
室に進む。お父さんが洋画家、お母さんがアッ
プリケ作家で、自身も〈描く〉のが好きで得意
な少年であったが、絵画よりも建築を志ざす。
　生涯師と仰いだ吉村順三先生に住宅設計を学
ぶが、卒業後、都市計画の大家である東大の高
山英華先生の研究室に進む。〈住宅／住まい〉
とともに〈都市／まち〉への関心が高山研へ進
んだきっかけとされるが、これが、その後の宮
脇さんのまちなみへの独特の視点を育んだ。

こ の東大大学院時代の60年、帝人の素材で
石津謙介デザインの衣料品を扱う銀座の

帝人メンズショップの設計でまとまったアルバ
イト収入を得る。それを資金の一部にして、車
による日本一周の旅にでる。宮脇さん24歳。
1960年11月10日から1月13日までの2カ月
間。全走行距離8,697km。
　この旅で日本の民家、日本の集落を見る目が
自身に大きな影響を与えたことは、その後宮脇さ
んはたびたび論文やエッセイで触れられている。
　スポンサー探し、予算から装備やアクシデン
トなど、この旅の詳細は、『モーターマガジン』
1961年4月号に「車を宿の日本一周」というル
ポ記事で発表している。
　のちに世界中廻り数冊の旅行記を著す宮脇さ
んの最初の旅のエッセイである。

ま た同乗者の一人、六角鬼丈氏（東京藝大
名誉教授）によると、「当時（19歳）、ぼく

は浪人中で、芸大受験の予備校でもある阿佐ヶ
谷美術学園（現・阿佐ヶ谷美術専門学校）に通っ
ていましたが、その講師が宮脇さんでした。宮
脇さんは免許はなく、ぼくは持っていましたが、
予備校で受験勉強するより、旅に出た方がよっ
ぽどためになると説かれて、もう一人の運転手
役と3人で出かけました。しかし、受験直前で
すからさすがオヤジに叱られて、ぼくははじめ
の方の東北方面の半分だけのお付き合いでした。
それでも建築科に入学する前に、宮脇さんと共
に、東北のいろいろな民家や集落、そして白井
晟一の一連の作品を見ることができたことは、
ぼくにとって大きな財産となりました」という
ものであった。
　「走った道の90％は砂利道。その50％が6.5
ｍ以下の幅」。車での寝泊まりや、真っ暗な山道
を懐中電灯持っ先導したり、楽しい冒険の旅で
あった。

関東、東北を一周してから西方へ、日本一周の
行程。研究室から派遣されたかたちにして、窓
には「東京大学都市調査団」とアッピールした。

作業服姿でもおしゃれにキメた宮脇さん（六角鬼丈氏提供）

寝ているときの車内イラスト。東
京トヨタから借りた中古のライト
バン（RK58年型）『モーターマガ
ジン』（モータマガジン社）1961
年4月号「車を宿の日本一周」（ペ
ンとカメラ：宮脇檀）より。

「車を宿の日本一周」（1960─61）
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修 士課程高山研究室を1961年に修了。卒
業後に勤めた朝吹建築設計事務所を早々

と1964年2月に退職。3月に宮脇檀建築研究室
を開設。また4月からは法政大学工学部建築科
の非常勤講師に就任。この年から、建築家・宮
脇檀の活動が本格化する。28歳。

オ レゴン大学の教師と建築科の学生たちが、
1965年夏、日本建築の調査研究で来日

した。彼らは、戦災を免れた金沢市幸町を調査
対象地として、16戸の家の家族構成から生活
形態、家屋の構造など詳細に調査した。なかで
も出色は、わずか2週間の調査期間内に、家屋
の平面、断面を実測し、それを綿密に図面化し
たものだった。この内容は、『国際建築』1966
年11月号に「特集=オレゴン大学のデザイン・
サーヴェイ」として掲載されて話題になる。宮
脇さんはいち早く、この図面を見て大きな刺激
を受ける。
　長年、宮脇ゼミのデザイン・サーヴェイを支
えてきた中山繁信氏（工学院大学教授、日本大
学教授）によれば、「当時この調査チームに協力
した伊藤ていじさんからお聞きした話ですが、
雑誌に発表しようと編集者と打合せをしている
席にたまたま宮脇さんが顔を出して、その詳細
な青図を見てビックリしたそうです。もともと
図面を描くのが大好きな宮脇さんですから、オ
レも負けないぞということになったのではない
でしょうか」とのこと。
　宮脇さんの修士論文は飛騨高山の景観を分析
しようというものだったが、これは表紙と目次
だけで中身のないものだったとか。車での日本
一周も修士論文のためだったが、どうやってま
とめようかという方法論はみつかっていなかっ
た。それが「デザイン・サーヴェイ」によって
目を開かされる。
　法政大学建築科は、当時、大江宏先生の主導
のもと、非常勤講師にもゼミを持たせていた。
そこでさっそく、宮脇ゼミナールによるデザイ
ン・サーヴェイがスタートする。

最 初の調査地は倉敷。1966年春・夏に実
測調査。その調査の概要は、『国際建築』

1967年3月号特集=デザイン・サーヴェイの理
論と実践——コミュニティの空間構成における
伝統の継承」の事例の一つ「倉敷の古いセンタ
ー」として発表された。
　通りに沿って並ぶ地域全体の屋根伏図、平面
図、さらに連続立面図。それらは、イメージだ
けで論じるのではなく、実証的な新しい都市論
への一つの手がかりとして試みるものであった。
　「日本には、江戸から明治にかけての長い時
間と変化のうちに、築かれ、定着した伝統的な
街並みの多くが残っている。それが急速に破壊
されつつあるという現状は、保存の問題は別と
して、美しきもの、良きものとしてそれらの街
並みを意識の隅に残させている。京都・奈良・
金沢・松江・高山・角館・萩など、比較的著名
な街の一部から、名も知れぬ小さな部落に至る
まで、残された街並みの価値に対して、どのよ
うに評価し、どのように僕達の建築や都市への
思考に組み込むかは一つの大きな課題であろ
う」（『国際建築』1967年3月号）。
　「デザイン・サーヴェイの効用として」宮脇
さんらしい7項目を挙げている（『都市住宅』
1971年12月号）。
①旅ができる（「冗談ではなくてこれは第一の実
感である」と付記しているのが旅好きの宮脇
さんらしい）
②美しいと感じることができる
③構築のさまざまな技法を知る
④	人間の生活と器との対応を少し知ることができ
る
⑤創った人の気持ちになれる
⑥教育効果もある
⑦結果として判明したシステムは強さを持って
方法論になり得る
　宮脇さんにとって、デザイン・サーヴェイも
あくまで、新たな建築やまちなみの設計の糧
であった。

デザインサーヴェイ、馬籠宿　宮脇ゼ
ミによるデザイン・サーヴェイはその
後、倉敷、馬籠、萩、五個荘（山本郷）、
琴平（金刀比羅宮＋坂町）、稗田、室津、
篠山（河原町）、平福などを調査地と
して1973年まで続く。

デザイン・サーヴェイ（1966─73）
デザインサーヴェイ、丹波篠山（河原町）
の全体屋根伏図。図面は主に1/100で
描かれる。通りに沿って切妻屋根の町
家が並ぶ様子が詳細に写される。

特集：宮脇檀まちなみ読本



6 家とまちなみ 67〈2013.3〉

64 年に独立してから、帝人メンズショップ
銀座店、青山店などの商業建築の設計や

インテリア、小住宅の設計を手がける。
　そして、建築家、宮脇檀のデビュー作といわ
れるのが、アイビールックで一世を風靡したメ
ンズ・ファッションの草分け、ヴァン・ジャッ
ケット（VAN）の石津謙介氏の別荘「もうびいで
いっく」（1966）である。これからのち、宮脇さ
んの代表的建築作品が矢継ぎ早に発表されてい
く。
　なお、「もうびいでいっく」や初期の住宅や
商業施設の施工が、のちに古民家や社寺の調査
研究や修理に業績を残した大工棟梁・田中文男
氏であることが興味を引く。4歳年下の宮脇さ
んと田中氏、共に設計士や建設業者の枠を超え
て、伝統建築やその空間に学ぶ姿勢を明確に示
した二人の接点である。

もうびいでいっく（1966）、工事中の様子。山中湖畔に建つ山荘（「VAN雅楼」）。「1,000枚のスケッ
チ、設計に1年半」。集成材の重ね合わせによって独特な形と空間が生まれた

もうびいでいっくの現場での宮脇さんと大工棟梁・田中文男氏 グリーンボックス＃1（1972）。木造2階建てアパート。密集した敷地に、四隅にトップ
ライト（撮影：村井修）

木村ボックス（1976）。RC造の白いボックス
に木造の寄棟屋根を載せた混構造

建築家、宮脇檀

44 歳の時、松川ボックス#1（1971）〜#2
（1978）で、昭和54年度日本建築学会作

品賞を受賞する（ちなみに、同時に受賞したの
が「住吉の長屋」の安藤忠雄氏）。
　こうして、〈住宅作家〉としての名声を博し
ていくが、宮脇さんの住宅を語る上でのキーワ
ードが “混構造” と “ボックス”。モダニズム
風な装いのコンクリートの構造体と木造の和風
空間をミックスした「宮脇独特の様式」（林昌二
氏）である。
　ボックスは、混構造のひとつの解でもあるが、
さらに、宮脇さんの都市やまちなみへの視線か
ら生み出されたものでもあった。
　住宅作品と並んで代表的な仕事のひとつが秋
田相互銀行の一連の支店設計であるが、その最
初の作品が盛岡支店である（1970　後出　現存
せず）。通りに面した真っ黄色のボックスは、
発表当時、さまざまな評価にさらされた。作品
と共に宮脇さんは「プライマリィ・アーキテク
チュア論」を発表する（『建築文化』1970年8月
号）。やや難解な論文ではあるが、ここでは、
まちなみへのまなざしに注目して紐解いてみる。
　かたちを根本的に考えていくと、まったく
独自なもの（才能や修練の結実した造形）と
普遍的なもの（プライマリィな形）に分か
れるが、自分は後者を選ぶ。「少なくと
もソフィスケートという形でオーナ
メントがほどこされたり、思いつ
き的に形を作られたものより肯定
できる」。すでにある混乱した都
市景観の中にあっては、かえって
そちらの方が自己主張しやすいと
いう戦略もあるのかもしれない。
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ま た、「そこ（伝統的な集落）では長い年月と
人間の生活性の積上げと、その上に築か

れた共同の秩序の感覚に建築は率直に従ってお
り、それゆえに個々の建物のおのおのがあるシ
ンボル性を持っている。シンボルといえばモニ
ュメントしか考えつかない建築家たちにはなか
なかできない術である」。
　そのうえで、現代都市はひとつのシステムで
つくられるものではなく、建築が都市に働きか
け得るとしたら、それは拠点をつくることでし
かない。プライマリティな建築の特性として、
①その形態が自己完結的であるから、周囲に滲
むような連続の仕方はしえない。連続する場合
でもそれは対比的な調和となる、②形態が単純
化されていると拠点としての認識が容易である、
③外皮は常に面として強く表現されるから周囲
の乱雑さを受けとめるのに十分な強さを持つ、
と指摘する。
　これらは、まちなみと建物との関係を独特の
視点から見直した、宮脇さんのまちなみコント
ロールの基本的なスタンスにも通じる。

松川ボックス（#1/1971、#2/78）。混構造を意識した第1作。中庭を挟んだ2つのボックス、さら
に住宅兼ギャラリー、貸室が増築されて完成。昭和54年度建築学会作品賞受賞（撮影：村井修）

グリーンボックス＃2（1972）。狭小敷地に建つ狭小住宅。グリ
ーンにペイントされたRC造の外壁に内部は木造（撮影：村井修）

特集：宮脇檀まちなみ読本
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絵 がうまく、話も巧みで、文章も洒脱、と
は宮脇さんを知る誰もの感想である。し

かし、企画提案書や調査報告書をみると、プロ
ファイラーとしても並々ならぬ力量を感じさせ
る。もちろん、優秀なスタッフに恵まれたこと
も大きな要因だが、ひとつの建物だけでなくそ
れらの集合体であるまちなみ設計の手法を具体
的・実践的に整理・体系化した。それは、いま
だに越えられていない。
　宮脇さんは、日本の住宅地設計のパイオニア
なのである。

デ ザイン・サーヴェイによって、歴史や伝
統に培われた建築や都市を考察する一方、

もちろん建築家として現代の都市空間への提案
を手がけることになる。そのひとつが、1978
年3月にまとめられた報告書「新本牧地区の開
発システムと建築誘導計画」であるといわれる。
　「現在、世界各地で住民参加によるまちづく
りの気運が盛り上がりつつある。
　なぜなら、今までのまちづくりは、最終的に
その計画によって直接的な利害を受ける人々の
意識が反映されていないために、全体計画が意
図した様に機能されないからである。

　当報告書は、選択換地手法にもとづき、“自
分達のまちを自分達で” という新しい選択換地
の主旨を前提にした新しいまちづくりの方法を
試みたものであり、本地区の計画に係る数百人
にのぼる地権者と、それに関与する種々の事業
体がまちづくりに参加するため、不特定多数の
人々の開発イメージと要求を、望ましい方向へ
導く開発システムと建築誘導の方法を提案する
ものである」（報告書の趣旨とねらい）。
　これは横浜市都市整備局の委託で、本牧地区
の再開発にあたり、個々の建物の実施設計に入
る前の地区全体のコードづくりという膨大で複
雑な作業であった。この調査は、1982年の「新
本牧地区　都市景観計画調査報告書」まで続け
られる。
　この調査報告には、所員の山崎健一氏やまち
なみ部門を担当した川田紀雄氏らが関わる。「公
と私、道路と建物との関係、隣棟する建物同士
の平面や立面の関係など、のちに、宮脇さんの
戸建て住宅地の設計手法の根幹となる〈5つの
ハードと1つのソフト〉に示される具体的な手
法の詳細が、ここでいろいろ検証され、出尽く
された」と山崎氏は語る。

千駄ヶ谷二丁目スケッチ・サーヴェイから抜粋
（『都市住宅』1972年8月号「特集：ARCHITEXT	EXTRA」）「新本牧地区　都市景観計画調査報告書」（1982）より。

都市から、街へ、住宅へ
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も うひとつの鍵が、「千駄ヶ谷二丁目スケ
ッチ・サーヴェイ」である。

　1971年頃、相田武文、東孝光、鈴木恂、竹
山実、宮脇檀の5人の同世代の建築家が集まっ
てARCHITEXT（アルキテクスト）というグル
ープを結成。同グループの責任編集で『都市住
宅』1972年8月号で「ARCHITEXT	EXTRA」
という特集を組むが、その中で宮脇さんの担当
分として発表されたもの。宮脇さん36歳。
　月刊誌の特集で時間に追われ身近なところで
済ませた感もなきにしもあらずだが、「この10
枚のカードはスケッチ・サーヴェイという名の
示す通り、僕が自分の住んでいる千駄ヶ谷とい
う街で通りすがりに気づいた個の側の倫理をメ
モしたほんの足がかりにすぎない」ものである。
まさに、その通りなもの。
　しかし、いわゆる都市計画的スケールでもな
く、個々の住宅だけにとらわれるのでもなく、
〈庭〉→〈家〉→〈道〉→〈街〉と視線を移し
ながら、プラベート、セミパブリック、パブリ
ック、の関係を自問自答しつつスケッチしてい
く先には、のちに宮脇さんのまちなみ設計の二
大テーマとなる〈コモン〉と〈ボンエルフ〉の
思想が先験的にそこに浮かび上がってくる。

特集：宮脇檀まちなみ読本



10 家とまちなみ 67〈2013.3〉

独 立してから10年ほど、1970年代の宮脇
さんは、建築設計の仕事だけでなく、企

業の商品開発、インテリ部品開発など幅広い活
躍を見せる。専門誌から一般誌、婦人雑誌など
への寄稿、セミナーや講演、テレビ出演など、
「ハデ好きで、目立ちたがり屋」とも評される
宮脇さんは、同時代の建築家の中でも露出度の
高いほうであった。

そ んな折、その後宮脇さん自身が何度も語
っている丹波篠山でのエピソードが起こ

る（再録3）。事務所の年表によれば1973年11月
のことか。古い町並みの保存計画で訪れた丹波
篠山（京都府篠山市　現在は伝建地区）でその伝
統的な商家が連なる町並みの中の1軒の建替え
の仕事を依頼されかける。その頃、着色したボ
ックスしか頭になかったのでこの仕事に宮脇さ
んは戸惑ってしまい、結局「逃げてしまった」
のである。

さ らに、混乱する都市景観の中にあって周
辺の個々の建物に対しては、プライマリ

ィ論によってアイデンティティを主張する建築
を設計すればすんでいたところに、秋田相互銀
行角館支店（1976）の設計が持ち込まれる。
　角館の武家町は日本の代表的な歴史的町並み
のひとつであり、「車を宿に日本一周」でも訪
れた、宮脇さんにとって「宝物としての街」で
あった。敷地は、角館の伝建地区からは外れて
いるが、街でも貴重とされている土蔵造りに隣
接する。
　角館支店の設計の経緯は、『新建築』1977年
5月号「サーヴェイと創る術との狭間にて」に
詳しい。
　「ある意味では疑うことなく突き進んできた
無邪気なモダニズムが、やっと現実と衝突する

秋田相互銀行盛岡支店（1970）と「プライマリィ・
アーキテクチュア論」（『建築文化』1970年8月号）
の冒頭に挿入されたカット。通りや周囲の建物、
景観を意識した上で、〈プライマリィな形〉が生
まれたとも言える（撮影：村井修）

建築とまちなみ
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ことによって目覚めたのだといえるのかもしれ
ない。土蔵に合わせること、恥ずかしながら一
歩も二歩も後退してエスキースはここからはじ
まった」。
　建築界の評価、地元の住民たちにどのように
受けとめられるか、日頃の宮脇さんらしからず、
やや不安な気持ちを抱いていたようだが、「別
にフィジカルなものの価値だけでなく周辺のヒ
エラルキーを大事にするということだけで評価
されたのだ。（中略）けれど、こんなささやかな
方法でも、人々が喜んでくれるという発見は、
サーヴェイをつくる立場との関係を見続けた者
にとってのひとつの喜びであり、サーヴェイの
意味を確信させてくれた」と締めくくる。
　宮脇さんの中で、何かが変わったのかもしれ
ない。

秋田相互銀行角館支店（1976）。角館の武家町地区の外、商
家の建ち並ぶ賑やかな通りに一角に建つ。（撮影：村井修）

土蔵造りと角館支店ファサード

現在は、建物は若干改修されているが、仙北市商工会および角館町中心市街地活性化支援セン
ターとして活用されている（2012年撮影）

特集：宮脇檀まちなみ読本
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宮 脇さんがはじめて〈まちなみ〉に関わる
ことになったのは、積水ハウスが開発し

た住宅地「コモンライフおさゆき」（北九州市　
1977）である。
　そこに至る経緯は、仲介の当事者である百瀬
深氏の文章（再録5）に詳しい。
　ここでいう〈まちなみ〉とは、一戸建住宅に
よる住宅団地のことである。ほとんどが、郊外
に新たに開発されるもので、事業主は、公団（現
UR）、地域の公社、区画整理組合、ディベロッ
パー、住宅メーカーである。住宅地内の道路づ
くり、全体の敷地割り、景観づくり、建物設計
まで手がけられることも希にはあるが、ほとん
どがすでに決定されたなかで外構や植栽をちょ
っといじるだけ、という仕事のレベルはさまざ
まである。
　宮脇さんの場合も、さまざまなケースがあり、
詳細は二瓶正史氏の分析（再録4）に詳しい。

伊集院妙円時住宅祭（1980）の講演会
風景。中央に司会・進行を兼ねて宮脇さ
ん、関係者を挟んで、右に住宅祭の代表
幹事として積水ハウスの九州統括常務・
佐伯卓三氏、左に財団専務理事・高橋茂
氏。佐伯氏は、財団事業でも自社単独事
業でも、宮脇さんとタックを組んでまち
なみづくりに取り組んだ

実質的には、財団住宅祭の第1号、伊集院妙円時住
宅団地（1980）。すでに街区の敷地割りも決まって
おり、統一外構のルールづくり、通りごとのコンセ
プトとそのルールが主な仕事であった

まちなみコーディネーター
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19 60年代に入って間もない頃から続々生
まれた住宅メーカーは、それまでに均一

化された区画割りの住宅団地を手がけていたが、
70年代後半になるとそれも行き詰まり、新た
な転換を迫られる。
　1979年、住宅メーカー9社によって財団法
人住宅生産振興財団（以下、財団）が設立される。
管轄官庁（住宅生産課）との関連から、このよう
な名称となったようだが、当初から、“まちな
みコーディネーター” と呼んでいた。
　財団が調整役として、宅地提供者（URなども
含む）と住宅建設業者（住宅メーカー）を仲立ち
する。併せて、住宅建設業者間でのまちなみづ
くりの調整役となる。一住宅メーカーの手に余
る開発規模や単調さを避けることができ、数社
による事業メリットがある一方、普段のライバ
ル企業同士が仕様や社内事情の違いを越えて共
同戦線を組むことは容易なことではない。調整
役といっても、前例や経験があるわけでもなく、
その組織や仕組みづくりを手探りしながらのス
タートであった。まちなみコーディネーターと
いってもその設計ノウハウはまだなく、外部コ
ーディネーターに委託する。
　そこに登場した外部コーディネーターが、宮
脇さんである。44歳。
　これまで紹介してきた宮脇さんの歩みを見れ
ば、うってつけの人材、いや、この人しかいな
かった。

『街並みを創る』（編者：住宅生産振興財団、
発行：丸善、制作：電通／宮脇檀）となっ
ているが、ほとんど宮脇さんの責任編集で
まとまられた。この取材のために、アメリカ、
ヨーロッパを回る。本書の主要論文「戸建
住宅による環境造成について」（再録1）と、
「戸建住宅による宅地環境の造成手法」（宮
脇檀建築研究室　二瓶正史・川田紀雄）は、
宮脇さんが「街並み設計」を初めて概括し
た文章で、その後の関連する発表文章の下
地となっているもの。

1989年、愛知県小牧市のグリーンテラス城山での住宅祭のセレモニーでテープカットに参加した宮脇さん
（左から2人目）。バブル景気に沸く頃で、住宅地販売も絶好調な時期で住宅祭も華やかに開催されていた

財 団事業では完成時に「○○住宅祭」とい
うイベントを積極的に開催していた。も

ちろん販売促進がねらいであるが、設立趣旨で
ある「良好な住環境に関する普及啓発活動」の
一環として、地域住民、関係者が出席したシン
ポジウムもよく同時開催された。司会・進行は
宮脇さんが務めたことも多い。
　宮脇さんは、本誌『家とまちなみ』の初期に
も寄稿や対談、座談会で頻繁に登場する。
　設立3周年まとめられた『街並みを創る』
（1983）も執筆・責任編集するほど、創生期の美
しいまちなみの啓発に一肌脱いでいた（再録2）。

竜ヶ崎ニュータウン（1981〜）。
計画戸数19,000戸の旧住宅・都市
整備公団が開発した大規模住宅団
地。財団としても首都圏で初めて
関係したもので、北竜台地区、竜
が岡地区に十数期にわたって事業
展開する。生垣の二段植栽、門柱・
門扉扱いなど、全てが手探り状態
の中、宮脇さんが外部コーディネ
ーターとしてその後の財団の方向
性を導いた

特集：宮脇檀まちなみ読本
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作 成日が記されていないが、「東急建売分
譲地診断レポート」というレポートが残

っている。1977年か78年頃作成と思われるも
ので、制作者は、芸大同級生の百瀬洌氏と、宮
脇さんの連名となっている。
　舟橋彌舟氏（当時、東急不動産建売住宅部係
長）によれば、「当社の役員も出席してスライド
を交えながらその評価をお聞きしましたが、結
構辛辣なものでした。だけど、言われてみれば
しょうがないところもあり、それなら具体的に
やってもらった方が早いだろうということにな
って、宮脇さんに開発予定のあざみ野55のコー
ディネーターをお願いすることになりました」。
　全体コーディネートを宮脇研究室、東急関連
の設計事務所8社と宮脇研究室がそれぞれ数棟
の建売住宅を設計する。マスターアーキテクト
としてはじめて建物そのものをコントロールす
る仕事だったが、これを担当したのが長年研究
室を支えてきた吉松眞津美氏。吉松氏によれば、
「こちらも初めての経験でしたが、敷地割りは
すでに決まっていて、デザインコードをつくっ
ても他の設計事務所がなかなか言うことを聞い
てくれない。住宅地設計の難しさをつくづく実
感しました」とのこと。それでも、外構や屋根
勾配を統一、和風瓦をモダンに使用した周囲と
はひと味違った区画となり、好評を得た。
　「宮脇さんに建売住宅の設計をお願いしたと
き、『住まい手がどんなヤツだかわからないで
住宅がつくれるか』と一旦は断られましたが、
それなら逆にどんな人に住んでもらいたいか提
案してください。それにピッタリの住まい手を
ウチの営業が探してきますからとなって、それ
はあとで宮脇さんにも感心してもらいました」
というエピソードも。

こ れをきっかけに、東急不動産の建
売設計のスタッフにもっと建築の

勉強をしてもらおうとスタートしたのが、
“宮脇学級” である。
　1979年4月から翌年春まで月1回を上
回るペースで開かれた。81年にも計23
回開かれている。歴史や建築一般、実地
見学会、ゲストに宮脇さんの親しい建築

あざみ野55（横浜市青葉区
あざみ野　1979）。街路を
挟んで背割りの敷地が2ブロ
ックを構成する30戸の街区。
街路コーナーの住宅を宮脇
研究室が設計。『日経アーキ
テクチュア』1980年2月4日
号に詳細（撮影：佐藤雅夫）

柏ビレジ（千葉県柏市大室　1980）。
総区画数1,500戸、〈まちなみ〉を売
り物にした大規模の建売分譲地として
話題を集めた（『家とまちなみ』47号
2003に詳細）

“宮脇学級”と東急不動産

市が尾南（横浜市　1986）
東急不動産とは、その後も、平岡ニュー
タウン（札幌市清田区平岡　1983）、市
が尾南（横浜市青葉区市ヶ尾町　
1986）、あすみが丘プレステージ21（千
葉県緑区　1987）など、計8地区の事
業を手がけている（撮影：佐藤雅夫）

販売パンフより

家を招いたり、『新建築』の住宅コンペに応募
して入選もした。「終わったあと、一杯かたむ
けながら先生と語り合うのが何より楽しかった。
かなりしごかれましたが大きな財産になりまし
た」（舟橋氏は事務局長も務めた）。

東 急田園都市線のあざみ野55では、和風調
のシックな街並みを意図した宮脇さんは、

発展途上の緑豊かな柏ビレジ（1980）では一転し
て、レンガ塀、金属パネルの門扉（黒川哲郎氏
が協力）、そしてアイビーの緑による外構のバ
リエーションを展開することによって印象深い
まちなみ景観をつくりだした。街全体から細街
路沿いの景観まで段階を設定して統一と変化の
バランスをとることを試みている。
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コモンライフおさゆき（販売開始1977）。「こ
のプロジェクト以降、多くの分譲計画に対
して、街路灯を兼ねる門灯、並木道を形成
するシンボルツリーなど、私有地の外構要
素を統一することによって、道路環境をつ
くりだす手法が全国に伝搬する」（二瓶氏）

コモンライフ新宮浜（1982）最初の宅造基本設計の仕事

コモンシティ星田B1（大阪府交野市星田　1990）敷地も広く緑の多いB1に対して、右のアルミ波
板の片流れ屋根の一群が坂本氏設計の公営住宅。村野賞を受賞し建築作品としては話題となった

シーサイドももち（1989）。宮脇さんと共に水谷頴介氏も参画

宮 脇さんと、とくに関係が深いのが、積水
ハウスである。

　1977年の北九州市コモンライフおさゆきか
ら始まり、81年コモンライフ則松（50戸）、82
年コモンライフ新宮浜（80戸）と、その後も同社
の住宅地ブランドである「コモンライフシリー
ズ」での協働が始まる。関東ではじめて取り組
んだ82年のコモンシティ船橋（11戸）、そして
90年にはコモンシティ星田B1（大阪府交野市
　第1〜4期166戸）、92年六甲アイランド
CITYウエストコート5番街（神戸市東灘区　32
戸）、89年のシーサイドももち第1期（福岡市早
良区百道　25戸）など、同社の代表的な住宅地
に関わっていく。

シ ーサイドももちは、海浜の新しいリゾー
トエリアでその一角に計画された戸建住

宅地はいまやブランド化しつつある。
　このプロジェクトは、建築家・宮脇さんと都
市計画家・水谷頴介氏の協力作品である。二人
の関係は、内井昭蔵氏の再録9にも触れられてい
るように盟友ともいえる仲だった。しかし、「仕
事となるとお互いの個性がぶつかり合い、言っ
てることが違ってくる。そこで"食"に目のない
二人を夜の街に誘って調整を図るのが私の仕事
でした」とは、当時九州営業本部でプロジェク
トのまとめ役だった吉𥔎道夫氏の談。
　とくに九州北部に宮脇さんの関係した住宅地
が多く存在するが（財団事業も含めて）、その街
並み設計の思想は、「現在も進行中の香椎照葉
の大規模プロジェクトにも受け継がれていま
す」（アイランドシティ開発室　渕上一彦氏）。

積水ハウスとの住宅地開発

特集：宮脇檀まちなみ読本
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伊 集院妙円寺住宅団地を皮切りに、全国展
開する財団のまちなみ事業は、宮脇さん

を外部コーディネタ—として実績を積んでいく。
　1981年5月、ヨーロッパへボンエルフ道路の
視察に向かう。冒頭掲載したスケッチは、この
とき描かれた。車のためのものではなく歩行者
と共存する生活道路=ボンエルフの考えは、宮
脇さんを魅了する。
　また、戸建住宅地の中に共用の場（パブリッ
ク性の高い場）をつくる。それは個別の専有地
であったり全体の共有地の場合もあるが、しか
しそれを共有の財産として、個が集合して住む
ための良好な環境づくりの要としようとするコ
モン。
　行政との調整、事業面での負担、管理運営面
での問題解決など、実現するためには数々のハ
ードルを越えなければならないが、これが宮脇
さんのまちなみ設計の二大テーマとなる。

高須ニュータウン（北九州市若松区　1982　60戸）。
全国で初めて"共有地"の概念を戸建住宅地に持ち込んだ

桜ヶ丘ハイツ（岐阜県可児市　1984〜89年
177戸）。民間デベロパーによるHOPE計画に
よる住宅地。皐ヶ丘地区で4期、桂ヶ丘地区で
1期にわたる事業を実施

つくば二の宮（茨城県つくば市　1991　79
戸））。つくば市ではこのほかに、宅地と道路の
境界を植栽で一体となった景観をつくりだし
た、つくば松代、つくば吾妻がある

つくば松代（1992　45戸）

諏訪野（福島県伊達市　住宅祭1995　288戸）。環境共生住宅市街地モデル
事業の一環として計画。コンセプトの明確な構成

コモンとボンエルフ

共有地（全体共有）所有区分
共有地内の位置指定道路
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19 82年に販売開始された高須ニュータウン
（高須ぼんえるふと呼ばれることもある）

において、それは姿を現す。区画整理区域内の
保留地で、すでにある外周道路に囲われた不整
形な土地であったがそれゆえに宅地割りから設
計する機会を得た。そこで、駐車スペースを外
周道路の面して取らずに中に引き込み、街区中
央にコモン広場と、それと一体となったボンエ
ルフ道路を実現させた。全国で初めて共有地の
概念を戸建住宅地に持ち込んだと言われる。
　そのほか、84〜89年桜ヶ丘ハイツ、89年グ
リーンテラス城山、91年つくば二の宮、93年
青葉台ぼんえるふ、95年諏訪野など、財団の
代表的な37の住宅地を手がけている。

グリーンテラス城山（愛知県小牧市　1989　100戸）。
独特の形状のボンエルフ道路に特徴

青葉台ぼんえるふ（北九州市若松
区　1993　106戸）。曲線道路に5
戸〜10戸のコモン広場を囲むコミ
ュニティを配置した、青葉台ニュ
ータウンのイメージリーダー的住
宅地（撮影：田村収）

道路
フットパス
公園・緑地
専有宅地

街区図

特集：宮脇檀まちなみ読本
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コンセプトの異なる2つの住宅が隣接する。左／フォレステージ高幡鹿島台、中央の道路を挟んで、右／高幡鹿島台ガーデン54。

高幡鹿島台ガーデン54
（東京都日野市南平　
1984　54戸）密度の
高い設計で独特の景観
をつくりだす

道路と擁壁の目
地まで揃える

ガーデン54では、宮脇研究室が
モデル住宅を設計した。まちな
みを考慮しつつ相互の住環境を
検討するエスキースが残ってい
る
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宮 脇さんが手がけた住宅地の全体について
は、後述の「宮脇檀まちなみ年表」を参照。

　財団事業以外で、とくに評価が高く話題にも
なるのが、高幡鹿島台ガーデン54（1984）とフ
ォレステージ高幡鹿島台（1997）である。いずれ
も事業主は鹿島建設で、東京都日野市の隣接す
る住宅地である。
　詳細は、プランナー蓑原敬氏、財団専務理事・
大川陸氏、鹿島建設担当者・小山博行氏、二瓶
氏が、宮脇さんを偲びつつ、この二つの住宅地
について語る座談会（再録11）に詳しい。
　ガーデン54は、全体が北下がりで高低差の
ある土地だが恵まれた環境にあり、宅地造成か
らの実施設計の細部に至るまで一貫した街づく
りが提案でき、しかも「通常の開発事前協議で
はまず通らないことがすべて許可された」。この
ような状況で、密度の高い設計が可能となった。

フ ォレステージは宮脇さんが亡くなる前年
の完成であるが、十数年の時間を経て、

曲線道路を中心としてより自然にあふれた、ガ
ーデン54とはひと味違うコンセプトのすばら
しい環境を生み出している。

ガ ーデン54では、景観のポイン
トになる位置に建つ住宅6棟を

宮脇研究室が設計している。販売開始
当初の入居者の話によれば、この街が
宮脇さんの設計したものであることを大体理解
していたし、入居後も何度か宮脇さん自身がま
ちなみのことを話に来られたという。
　「宮脇さんにとっては、昔の大工棟梁のよう
に、自分が設計した住宅地に、20代の作品、
30代の作品、……というように自分が設計し
た住宅が建ち並んでいって街ができるようなこ
とが、ひとつの理想だったのではないでしょう
か」（元所員、平山郁朗氏）。
　山口廣先生も引用されていように（再録7）「ぼ
くの選んだ家具と、できたら女房までぼくの選
んだ女房を入れて欲しいぐらいの感じ」という
宮脇さんには、小さな家具・インテリアから、
住宅地、街までも、自分で設計したいという究
極の願いが強かったのだろう。

フォレステージ高幡鹿島台（東京都日野市南平　1997　53戸）自然を巧みに取り入れるコモン広場

曲線道路と各コモンのつながりを検討
する、フォレステージのスケッチ。

住宅目線のまちなみ設計

特集：宮脇檀まちなみ読本
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宮脇さんの切り開いたまちなみ設計手法は、
その後、住宅メーカー、デベロッパーに

も浸透していく。素材の使い方、デザインアイ
テム、景観構成の手法など、今ではスタンダー
ドになっているものも少なくない。住宅地設計
担当者にとっては、宮脇作品はいまでも必見の
モデルである。

財団では、1996年から3期にわたって〈ま
ちなみ大学〉を開校する。これは、会員

社から参加希望者を募り1年間に16回の、講
義、設計演習、実地視察を行うものである。か
つての東急不動産 “宮脇学級” を彷彿とさせる
もので、この企画には宮脇さんの意向も大きい。
宮脇さん自身、第1期では2コマの講義を受け
持つが、その後は病が進み、続けることは叶わ
なかった。
　さらに、2010年からは講師、受講生も世代
が引き継がれて〈まちなみ塾〉と名称を変えて、
同様な内容で継承を図っている。

これら若い世代にとっても宮脇さんの影響
は大きい。

　「宮脇先生の『都市住宅』特集号や『コモン
で街をつくる』は、いわばバイブルであり、出
版されてから数十年経た今も読み返すたびに新
しい発見があります。それぞれの計画レベルで
は、この20〜30年の社会背景の変化により宅
地面積の減少や、必要とされる駐車台数の増加
などにより、計画手法の多少の改正は必要かと
思われますが、基本的な考え方は今でも十分に
通用する内容と言えます」（積水ハウス設計部	
東京設計室　上井一哉氏）。
　「実際にお会いするまでは、建築家として確
たるポジションを得た雲の上の人で、近づき難
いものでしたが、まちなみ大学の講義での氏は
和やかな雰囲気で少し拍子抜けしたほどでした。
私が学んだことは、私有地と公共空間をつなげ、
都市計画、土木、建築、造園の専門領域をつな
げ、住宅の外観をまちなみ景観としてつなげ、
住民同士がつながる、そして、その景観を将来
につないでゆくということです」（ミサワホーム
研究所	大谷宗之氏）。
　上井氏、大谷氏は、〈まちなみ大学〉1期生で、
現在の〈まちなみ塾〉の企画や設計演習の講師
を受け持ち、実践の場を通して宮脇氏の教えを
後進の方たちにつなげている。

宮脇研究室は、ピーク時には、約15名ほど
のスタッフを抱えていた。そのうち「ア

ーバンセクション」（宮脇研究室では業務ごとに
○○セクションと呼称していた）は3〜5名ほど
で、稼ぎの約4割ほどを占めていたという。多
少の波はあるが、80年代、90年代はそれだけ、
住宅地開発に宮脇さんの活躍の場があった。
　病後の事務所業務を軽減するため、1997年、
宮脇さんの意向で、当時のアーバンセクション
の主要メンバーだった二瓶正史氏（1980年勤務
開始）と平山郁朗氏（87年入所）が、その呼称を引
き継いで、㈲アーバンセクションとして独立する
（平山氏は03年にランドプランナーズを設立）。
　二人は、まちなみ設計の数少ない専門家とし
てその仕事を引き継いでいる。

まちなみ設計の継承

2012年、〈まちなみ塾〉第3期
のつくば二の宮視察でのヒトコ
マ。このあとには住民ヒヤリン
グも

〈まちなみ大学〉第1期（1996）での講義

『コモンで街をつくる』（1999　発行：丸
善プラネット　発売：丸善）。宮脇さんの
還暦の年に発行された『宮脇檀の住宅』（丸
善　1996）が"住宅設計"の総まとめなら、
本書が"まちなみ設計"の総まとめ。宮脇さ
んの生前から出版作業は始まっていたが、
存命中には間に合わなかった。「約20年
間で関わった住宅地の数は62事例」、
「なんらかの形で関わった住宅は戸数
にして23,815戸」という
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宮 脇さんが唱えた〈まちなみ設計の手法〉
をわかりやすく言い表す言葉が、「5つの

ハードと1つのソフト」である。
　「住宅地の環境はさまざまな要素で構成され
ている。大きくは歴史、風土から始まって、建
物や植生、そして細かい部分では住民たちの質、
道を歩く子供たちの笑い顔、その街の喫茶店が
出すコーヒーの味に至るまで、すべてが環境や
景観を決定している要素である」として、その
中で、設計する側がコントロール可能なレベル
を、まず5つのハードに整理している。
（1）造成計画レベル
（2）施設計画レベル
（3）外構計画レベル
（4）宅地内計画レベル
（5）建物計画レベル
　（1）では宅地の配分や道路計画でいかに計画
性を確保できるか、（2）では公共施設やインフ
ラへの対応、（3）では私有地である宅地と公共
の道路との接する部分の処理、（4）では一戸一
戸の宅地が一団となってつくりだす景観につい
て、（5）では住宅の質的向上について、それぞ
れ何ができるのかを問う。
　さらに、1つのソフトとして、次をあげる。
（6）管理計画レベル（建築協定等）

郊外の戸建住宅地開発の需要が、これから
ますます進行する少子高齢社会の中でど

のように変遷するのか、その展望が決して明る
いものではない。宮脇さんが80年代、90年代
に取り組んだ住宅地も、20年、30年を経とう
としている。世代交代や都市構造の変化が進み、

5つのハードと1つのソフト
すでにある住宅地も変化を強いられている。し
かし、単体の建物は失われても、まちなみの骨
格はいつまでも残る。否、緑も豊かに、ますま
す落ち着いた美しい環境に育つ可能性がある。
そのための〈維持管理〉のあり方が、すでにあ
る住宅地の目下の大きなテーマである。宮脇さ
んが唱えた「5つのハードと1つのソフト」の
「1つのソフト」である。

そ して、今日的なテーマに即してみれば、
この〈ハード〉と〈ソフト〉は相互補完

的なものであり、宮脇さんが組み込んださまざ
まなハードが、美しいまちなみを守ろうとする
住民の意識、ソフトを育てるのである。
　ますます評価が高まるのは、まだまだ先のこ
とかもしれない。

青葉台ぼんえるふ（撮影：相原功）

イギリス、ラレーのロードサイクル
（76年ツールドフランスで優勝）で。
79年度建築学会賞受賞を祝って法政
宮脇ゼミ一同から送られた。現在は
レストアーして平山氏が受け継ぐ
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