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　人間らしい生活の基本を「衣食住」から捉えて振る舞うことに、我々はなじんでいる。  そもそも、生活（ある

いは暮らし）とは、「社会の中で活動し、生きながらえること」を意味する。  その生活に住を付して「住生活」と

いう場合、それは、住居で営まれる生活、住むことに関すること、を指す表現である。そして「住居、住まい、住

み処、 住宅」というように、住んでいること、その場所、家、をあらわす言葉は数多くあり、我々がその使い分け

をしているのは、住生活というものが多様多彩な繋がりによるものであること、移ろうものであることによる。

　物理学者であり随筆家でもある寺田寅彦は『日本人の自然観』（東洋思潮、1935 年）において、日本の自然を「…

慈母であると同時に厳父である」と評し、そのような環境に応じて日本人がいかなる生活様式をとって来たのか、

日常生活、精神生活の事象を洞察し論じている。そして、結語で以下のように述べている。

　　私は、日本のあらゆる特異性を認識してそれを活かしつゝ周圍の環境に適應させることが日本人の使命であり

　　存在理由であり又世界人類の健全な進歩への寄與であらうと思ふものである。世界から櫻の花が消えてしまへ

　　ば世界は矢張それだけ淋しくなるのである。

　庶民の文化が花開いた江戸時代から、明治、大正、昭和、平成、そして令和の現代－。社会の様相は移ろい、人々

の生活の質は向上し、我が国での個々人の人生は長くなった。日本が地球規模で環境問題に取組み、国際社会の一

員として世界に貢献することが当たり前の時代である。寺田が観察した日本人の日常生活はノスタルジックなもの

となったが、日本の自然は、敬うべき慈母であり厳父のままである。環境に適応し未来に相応しい住生活を実現す

るためには、住み手と作り手の双方に自分らしく学び生きることが求められる。

　本書は、「住居」を通して「生活」を学び「デザインする」ための教科書である。住居について、これから学び

はじめる者にとっては、基礎を築く足がかりとして、より深く学ぼうとする者にとっては、行く先を灯す道しるべ

として、そして、豊かな生活を求めるすべての者にとっては、住まいのこれまでを振り返り、これからを考える力

の養分として、役立つ本となることを目指し、ぜひ理解して欲しい内容を包括的にわかりやすく著すことを心掛け

た。二部構成の本書は、第一部では住居学、第二部で計画学を扱っている。それぞれに設けたトピックスを通して、

住生活を科学的に捉えて、住居をデザインするための方法・手法を解説している。第二部の最終章（15 章）では、

住まいの実例として特徴ある住宅作品を取り上げ、建築家の寄稿により紹介している。また、カラー刷りの写真、

図表を全編に渡って掲載し、空間のイメージしやすさ、内容の分かりやすさを高めるようにした。執筆者には住居

学および建築計画学の研究者が集まり、年齢・経歴の上下なく意見を交わして、それぞれが得意とし関心を寄せる

トピックスを執筆して頂いた。以上の結果、 住宅設計およびインテリアデザインの初学者にとって特に有益な参考

書となっている。

　本書は先達による数多くの成果の上に成り立っている。引用・参考とさせて頂いた文献などの関係者各位に謝意

を表する。また、志賀信義氏ならびに今枝宏光氏ほか理工図書株式会社の方々のご尽力により出版へ至った。改め

て深く感謝申し上げる。

2021 年６月

執筆者を代表して　夏目欣昇



第１章

本章では、先史時代から現代までの住居の変遷について、日本と欧米の事

例を見比べながら概説していく。紹介している事例の多くは、個人や家族

が生活する最も基本的な居住形態である「一戸建て住宅」から選んでいる。

単体の住居として建てられた一戸建て住宅は「独立住宅」や「個人住宅」

とも呼ばれ、住居の複合体である「集合住宅」とは区別されている。

1.1　住居とは

　人間にとって住居とは、厳しい天候や危険な外敵から身を守るための

場であると同時に、個人や家族を取り巻く社会の中で生活を営んでいく

ための場である。人間のための生活の場を示す言葉として、主に、住居・

住宅・住まいといった用語が使われている。その中でも、「住居」と「住

宅」の使い分けは重要であり、住居が「住まうこと。また、その家や場所」

（大辞林第三版、小学館）、住宅が「人の住む家」と定義されているように、

洞窟壁画
先史時代
旧石器時代 中石器時代

世界の住居

◀
ラスコー洞窟
フランス
ヌーヴェル・アキテーヌ地域圏
ドルドーニュ県
約2万年前

◀
福井洞窟
長崎県佐世保市
約3万年前

洞窟遺跡洞窟遺跡
縄文時代

日本の住居

▶
大境洞窟住居跡
富山県氷見市
約7千年前

▶
トロワ・フレール洞窟

配置図
フランス

オクシタニー地域圏
アリエージュ県

紀元前1万3千年頃
洞窟遺跡

◀
大境洞窟
住居跡
配置図

図 1.1　先史時代の住居－１



　 　　

建物そのものを示す「住宅」に対して、住むという行為を伴う「住居」は

生活の場を意味している。英語でも "home" と "house" は意味合いが異な

り、homeが「（家庭生活が営まれる場所としての）家、家庭」、house が「（建

物としての）家、家屋」（プログレッシブ英和中辞典、小学館）と定義さ

れ、home は生活の営む人間のつながりを含んでいる。それぞれ "home"

は「住居」、"house" は「住宅」に置き換えられ、スイートホーム（sweet 

home）が「愛情あふれる家庭」（大辞林第三版、小学館）と表現される

ように、住居は物理的な機能のみならず、住み手に対する心理的な影響が

関わっている。

1.2　住居の変遷

　住居にとって、人間の生命に関わる安全性を確保することが最も重要で

あり、その起源は風雨や積雪などの天候、猛獣や害虫などの外敵から身を

守ることが始まりとなっている。風雨を遮ったり火を起こしたりするため、

壁や天井のように囲われている空間が必要であり、自然浸食で形づくられ

た洞窟（洞穴）や岩陰を生活の場として用いていた。人骨や動物遺体と共

に生活の痕跡を残した先史時代（旧石器時代）の洞窟遺跡や岩陰遺跡は世

界各地で発掘されており、狩猟採集の生活に加えて埋葬や呪術に使われた

遺物や遺構も出土している。

　ヨーロッパでは出土例が多く、フランスの「ヴェゼール渓谷の先史的景

図 1.2　先史時代の住居－２



　 　　

「第一部 住居学」と「第二部 計画学」は、各テーマを学ぶことで、住生

活デザインにおける基礎的な知識が身につく構成である。この「多様化

する生活スタイル―事例紹介―」では、実際に建てられた住宅の事例を

紹介する。それぞれの特徴について学ぶことで、住生活の住み方・つく

り方の知識を深めるキッカケとして欲しい。

第 15章

̶ ̶

住宅街の中の角地の特性を活かした建築／カドニワの家

植村康平建築設計事務所（植村 康平）

まちと緑と暮らす家／長久手の大屋根

株式会社きんつぎ／元・CO2WORKS一級建築士事務所（中渡瀬 拡司）

大きな屋根を持つ軸組の家と白い矩形のミニマルな家／福田邸

米澤隆建築設計事務所（米澤 隆）

26 の連棟形式から生まれる内外の広がり／連棟の家

studio velocity 一級建築士事務所（栗原 健太郎＋岩月 美穂）

生きのびるための折衷主義／西坂部の家

吉村真基建築計画事務所｜MYAO（吉村 真基）

裏と呼ばれるものの可能性／House NI　裏とオモテと境界

1-1 Architects（神谷 勇机＋石川 翔一）

道具のような家／毛鹿母の家

裕建築計画（浅井 裕雄＋吉田 澄代）



所在地＝名古屋市名東区／敷地条件＝第一種低層住居専用地域／設計期間＝ 2016 年 8 月～ 12 月／工事期間＝ 2017 年 1 月～ 8月
［構造］　木造・地上２階／敷地面積＝ 157.77 ｍ２／建築面積＝ 64.04 ｍ２／延床面積＝ 112.61 ｍ２ ／建蔽率＝ 40.59% ／容積率＝ 71.38% ／最高高さ＝ 5,940mm／軒高＝ 
5,450mm　
［外部主要仕上げ］　屋根：ガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き／壁：ガルバリウム鋼板
［内部主要仕上げ］　（リビング・ダイニング）床：無垢フローリング t=15mm ／壁：PB t=12.5 ビニルクロス貼り／天井：PB t=9.5mm ビニルクロス貼り　(W.I.C) 床：無垢フロー
リング t=15mm／壁：PB t=12.5 ビニルクロス貼り／天井：構造用合板あらわし　（サニタリー・パントリー） 床：フロアタイル貼り／壁：PB t=12.5 ビニルクロス貼り／天井：
PB t=9.5mm ビニルクロス貼り（畳スペース） 床：畳敷 ／壁：PB t=12.5 ビニルクロス貼り／天井：構造用合板あらわし（キッズリビング） 床：無垢フローリング t=15mm ／壁：
PB t=12.5 ビニルクロス貼り／天井：構造用合板あらわし　（子供部屋・主寝室） 床：無垢フローリング t=15mm／壁：PB t=12.5 ビニルクロス貼り／天井：構造用合板あらわし 

撮影：ToLoLo Studio

住宅街の中の角地の特性を活かした建築
カドニワの家

植村康平建築設計事務所（植村 康平）

　敷地は名古屋市名東区にあり、大き

な道を一本内に入りそれをさらに奥に進

んでいくと現れてくる、混沌とした住宅

街の中にある角地である。道路に 2面

接道しているが、その幅員はいずれも４

m程度。周辺の道路環境の良さも手伝っ

て、この４mの道路を通り抜ける車は

皆無に等しく、同じ道に接道している住

居の住人が使う程度の道路であった。

道路というよりはむしろ、限られた人が

使う共用スペースのような存在であり、

角地に面する部分はさらにその傾向が

強く" 共用 "を超えたプライベートな気

配さえ感じた。

　このプライベート性の高い道路に沿う

ように、開放的な "カドニワ "を設ける

ことで、道路と敷地が " 境界線 "を超

越した緩やかなグラデーションで繋がっ

た関係となり、敷地により広がりを生み

出した。その道路から"カドニワ "へと

繋がるグラデーションを室内へも取り込

み、どの部屋にいても外部の心地よさ

を感じるようなプランニングとなってい

る。



　 　　

ニュータウン（p.69参照）が開発されていく。公共施設や商業施設が集まっ

たセンター地区と住宅地区を混在させた都市計画に基づき、都市の複合化

や家族形態の多様化に応じた様々なタイプの住居が提案されている。住居

の多様化に応じて、建築家は独自の設計理念に基づき、時代背景に応じた

実験的な住宅作品も残している。その住宅作品は、機能性や合理性を重視

したモダニズム、古典様式の象徴性や装飾性を回帰させたポストモダニズ

ム、素材感や簡素化を重視したミニマリズムなどの影響を受けている。近

年は少子高齢化による人口減少が進んでいく中で、住環境の利便性や快適

性を継続させていくため、リノベーション（p.61 参照）やリフォームを

施したストック（p.67 参照）活用、自然やコミュニティに配慮した環境

共生が重視されている。

第二次大戦前、ナチス政権によってドイツの芸術学校バウハウス＊ 19が閉

鎖され、多くの建築家がヨーロッパからアメリカに亡命した。ネオクラシ

シズム（新古典様式）が主流だったヨーロッパでは難しかった提案が、単

なる模倣から脱却したアメリカで実現されており、新たな建築技術を用い

て意匠と構造が融合されていった。かつてバウハウスの校長を務めていミー

ス・ファン・デル・ローエ＊ 20は、あらゆる機能を許容して自由に使える

内部空間を用いたユニバーサル・スペース（均質空間）という概念を提唱

し、イリノイ州に別荘として設計されたファンズワース邸（図 1.12）＊ 21に応

用している。ヨーロッパからのモダニズム建築に対してフランク・ロイド・

ライト＊ 22は、自然と調和する有機的な形態を用いたプレイリースタイル（草

原様式）を確立させた。ペンシルベニア州のカウフマン邸（図 1.11、落水

荘）＊ 23では、周辺の森林と谷川を取り入れた居住空間を実現している。そ

の後、プレイリースタイルを発展させたユーソ二アンハウスを考案し、中

産階級向けの安価で良質な住居として、平屋建ての小規模な工業化住宅を

提案した。戦前にはローコストな公共住宅やプレファブ住宅の設計に携わっ

ていたルイス・カーン＊ 24は、建築材料の素材感を重視した意匠と構造の

融合を目指した。ペンシルベニア州のフィッシャー邸（図 1.13）＊ 25では、

木造の立方体を組み合わせた幾何学的な平面構成を用いて、サーブド・ス

ペース（サポートされる空間）とサーバント・スペース（サポートする空間）

を分けている。

欧米化が進んだ戦後の日本では、核家族に適したモダンリビングが採用

され、リビングルームと子供部屋の確保によって、居室のパブリックスペー

ス（公的空間）とプライベートスペース（私的空間）が分離された。ダイニ

ングキッチンによる食寝分離（p.116 参照）や個室による就寝分離（p.116

参照）が進められ、キッチンセット・ユニットバス・水洗トイレといった住

宅設備が発展していった。合理的に規格化された工業化住宅や商品化住宅に

対して、個性豊かな建築家の設計理念を反映した実験的な住居が提案されて

いる。シアム解散後に開催された世界デザイン会議（東京都、1960 年）＊ 26

＊ 23　（英）Kaufman House
 　　　（Fallingwater）

＊ 24　（英）Louis I. Kahn

＊ 25　（英）Fisher House

＊ 26（英）World Design Conference

＊ 19　（独）Bauhaus

＊ 20　（英）Mies van der Rohe

＊ 21　（英）Farnsworth House

＊ 22　（英）Frank Lloyd Wright



に参加した菊竹清
きよのり

訓は、自邸のスカイハウス（図 1.11）にメタボリズム（新

陳代謝）理論を応用し、ピロティで持ち上げた居住空間に更新可能な設備ユ

ニットを組み合せている。ル・コルビュジエの弟子である坂倉準三に師事し

た東
あずま

孝光は、東京オリンピックの道路計画で切り取られた狭小敷地に塔の家

（図 1.12）を設計し、主要道路に開いたファサードと６層に積み上げた平面

を用いた用いた都市型住宅を提案している。菊竹清訓事務所の出身である伊

東豊雄は、初期の住宅作品である中野本町の家やシルバーハット（図 1.13）

で、空間や素材を限定したミニマリズムを表現している。
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演習課題１「住居マップをつくろう」
年表と世界地図・日本地図を使って住居マップをつくる。

①年表：時代ごとに住居名・設計者・所在地・建設年・住宅様式・生活様式をまとめる。

②世界地図・日本地図：年表でまとめた住居の所在地をNoで示し、余白を用いてその特徴を図で表現する。

時代 No 住居名 設計者 建設年 所在地（国・都市）住宅様式 生活様式
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳



　　

建築家略歴

カドニワの家

植村康平建築設計事務所

主な作品：ニシヤマナガヤ、弥生町の住宅、東員町の住宅など

植村 康平（うえむら こうへい）

愛知淑徳大学現代社会学部現代社会学科都市環境デザインコース　卒業

現職：植村康平建築設計事務所代表

長久手の大屋根

株式会社きんつぎ／元・CO2WORKS 一級建築士事務所

主な作品：dNb、ビル与白、西荻の微地域計画など

中渡瀬 拡司（なかわたせ こうじ）

愛知工業大学工学部建築工学科　卒業

現職：株式会社きんつぎ CDO

連棟の家

studio velocity 一級建築士事務所

主な作品：愛知産業大学 言語・情報共育センター、都市にひらいて

　　　　　いく家、山王のオフィスなど

栗原 健太郎（くりはら けんたろう）

工学院大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程　修了

現職：studio velocity 一級建築士事務所、愛知産業大学准教授

岩月 美穂（いわつき みほ）

工学院大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程　修了

現職：studio velocity 一級建築士事務所

西坂部の家

吉村真基建築計画事務所｜MYAO

主な作品：フクシマモデル、前後の家、西坂部の家など

吉村 真基（よしむら まき）

早稲田大学大学院創造理工学研究科修士課程　修了

現職：吉村真基建築計画事務所代表

毛鹿母の家

裕建築計画

主な作品：工場に家、大池薬局ビル、毛鹿母の家など

浅井 裕雄（あさい ひろお）

中部大学大学院工学研究科修士課程 修了

現職：裕建築計画

吉田 澄代（よしだ すみよ）

名古屋市立大学芸術工学部建築都市デザイン学科　卒業

現職：裕建築計画

福田邸

米澤隆建築設計事務所

主な作品：海の家・庭の家・太陽の塔、オハドコの家など

米澤 隆（よねざわ たかし）

名古屋工業大学大学院工学研究科社会工学専攻博士後期課程　修了

博士（工学）

現職：米澤隆建築設計事務所代表、大同大学准教授

House NI　裏とオモテと境界

1-1 Architects

主な作品：House OS ３つ屋根の下、Clinic NK いろどり歯科・こど

　　　　　も歯科室、Apartment MK pino など

神谷 勇机（かみや ゆうき）

三重大学工学部建築学科　卒業

現職：1-1 Architects

石川 翔一（いしかわ しょういち）

名古屋工業大学大学院工学研究科社会工学専攻博士前期課程　修了

現職：1-1 Architects



　　

著者略歴

【著者略歴】

夏目 欣昇 （なつめ よしのり）４章・10章担当

名古屋工業大学大学院工学研究科社会開発工学専攻博士前期課程 修了　博士（工学）

現職：名古屋工業大学工学部社会工学科建築・デザイン分野　准教授

専門：建築計画、都市計画、建築意匠

北原 玲子（きたはら れいこ）１章・２章担当

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程 修了　博士（工学）

現職：カリフォルニア大学バークレー校・東アジア研究所日本研究

　　　センター　 客員研究員

専門：建築計画、建築設計、住居学

毛利 志保（もうり しほ）３章・13章担当

名古屋大学大学院工学研究科建築学専攻博士課程後期 修了

博士（工学）

現職：日本福祉大学健康科学部福祉工学科　准教授

専門：建築計画、福祉住環境学

前田 博子（まえだ ひろこ）５章・12章担当

奈良女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程人間環境科学専攻

単位取得満期 退学　修士（家政学）

現職：豊田工業高等専門学校建築学科　准教授

専門：建築計画、住居学、都市計画

加藤 悠介（かとう ゆうすけ）６章・11章担当

大阪市立大学大学院生活科学研究科後期博士課程 単位取得 退学　

博士（学術）

現職：金城学院大学生活環境学部環境デザイン学科　教授

専門：建築計画、福祉環境学

武田 美恵（たけだ みえ）7章・14 章担当

東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻博士後期

課程 修了　博士（工学）

現職：愛知工業大学工学部建築学科　教授

専門：都市生態学、住環境学

𣘺本 雅好（はしもと まさよし）８章・９章担当

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士後期課程 修了

博士（工学）

現職：椙山女学園大学生活科学部生活環境デザイン学科　准教授

専門：環境心理学、建築計画、感性デザイン

【ブックデザイン】

寺田 勝三（てらだ しょうぞう）

名古屋芸術大学美術学部デザイン科 卒業　学士（芸術）

現職：名古屋工業大学社会工学専攻建築・デザイン分野　助教

専門：グラフィックデザイン、視覚伝達デザイン
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動線  　　　 11,48,49,55,95,100,106,107,111,126,152
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プライバシー 　    12,35,64,98,103,108,110,115,118,
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ミース・ファン・デル・ローエ 　　　　　　   15,25

水まわり　   14,34,39,45,55,108,109,126,136,144,163

密接距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82
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DK 　　　　　　　　　　　　　　　   39,69,116,117

edges              　　　　　　　　　　　　　　　　 90
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SI 住宅   　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,59
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