
1-1上総の家
貴志 もし、この場所に開拓者の家が建ってなかっ

たとしても、中村さんこの場所に建てる？

中村 それは分からないな。そこじゃなかった気も

する。最初にご覧いただいたスケッチは、敷地の中で

は何か変な位置じゃないですか。あそこにはなかなか

建てにくかったかもしれませんね。ただ、あれは真南

を向いているのでそういう位置になったと思います。

それにあのプランになったかどうか分かりません。も

っと四角っぽいプランになったかもしれません。

貴志 「上総の家」では、2つ並んだような配置のバ

ランスをどんな感じで決めたんですか？

中村 ほとんどの住宅が、建物が敷地に入るかどう

かだけを考えているので、あまり配置計画がいらない

んです。ギリギリじゃないですか、こっち側50cmとる

と、こっち側がないとか。すると建物を切るしかない。

ですから、あまり敷地に余裕がないので、配置計画で

悩んだことはあまりないんです。悲しいんですけどね。

貴志 でも「上総の家」はかなり広さがありますよ

ね。やはり風景との関係で決めている？

中村 はい、そうです。自分が建物を見て歩いてい

て、風景の中にどうやって建物がしっくり納まるかと

いうのをすごく気にするんです。

貴志 それは具体的にどんなスタディをして決めら

れるんですか？ 直感ですか？

中村 かなり直感ですね。僕はあんまり理詰めに考

えるタイプじゃないんですね。

貴志 理詰めに考えるというのではなくて、例えば、

本当にここでいいのかとモデルをつくってやってみた

りします？

中村 それはしますよ、もちろん。でも、それです

っかり決めて、さあいよいよという段になってから、

「プランを裏返した方がいいな」という時もあります。

完全に裏返しにしてしまう。それとまあ、今の話でい

うと僕は割と工事中は変更することも、設計で結構、

煮詰めたことを変更するのも平気なんで「やっぱりや

めちゃおう」とかあるんです。だから割とあんまり気

にしないでできるのかもしれないです。

貴志 “建物の佇まい方”というんですかね。もの

すごく大事にされているな、という気がするんです。

狭い中でもボリュームが違う時に、「どうボリュームを

合わせていくか」というのも考えておられますよね。

いわゆるワンルームでプランをつくっている時に、そ

の辺の内部の風景というか、そういうことを気にされ

てやっているんですか？

中村 それは室内ってこと？ それは気にしますね。

貴志 中村さんの建築は普通のプランニングのやり

方と違うと思うんですよ。僕の思い込みかも分かりま

せんが、あんまり構成的じゃないですよね。

中村 そうですか。

貴志 そんな気がします。その時に、どういうキー

ワードというか、何を手掛かりにしてプランを作って

おられるのかなと思うんです。よく“居心地の良さ”

みたいなシーンや、“絶対、暖炉が好きだ”みたいなシ

ーンがいっぱい目に浮かんで、それを組み合わせてつ

くられるのかどうかという、その辺りも今日はお聞き

したい。

中村 あまり構成的じゃないということでしたが、

割と気にするんです。構成的にしたいと思っているん

ですよ。

貴志 それは、だけど自然ですよね。
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貴志 唯一、中村さんの作品の中で構成的だと思っ

たのが、「上総の家」。あれは壁が立ってますよね。

色々と見せていただいたんですが、「上総の家」以外は

そんな感じがしなかったんです。基本的にワンルーム

みたいな考え方があって、それが増築していく中で居

住まいというか、佇まいがある。そしてある程度ボリ

ュームが出来た中で、室中は構成するかもしれないで

すが、どんなふうに組み立てていくのかなと、ものす

ごく疑問なんです。その辺をちょっと聞かせていただ

きたいな、と思っていたんです。

中村 「どうしているんだろう」と思うぐらいだか

ら、あまり意識的じゃないんですかね。

貴志 それは直感的に、なんですかね。よく中村さ

んは“居心地の良さ”というお話をされて、原風景み

たいなことを話されていますよね。子どもの頃こうい

う所にいたとか、ここが居心地が良かったみたいな。

中村さんの住宅は日本の民家とはちょっと違うと思う

んです。僕もそんなに詳しくないですが、むしろ、ヨ

ーロッパ辺りの民家。雰囲気がそんなイメージがしま

す。実際に見ていないので分かりませんが、決して日

本的ではないな、という気がしているんです。

中村 それはあまり意識していないですね。

ちょっと構成のことで言うと、例えば吉村順三先生

の有名な「軽井沢の山荘（吉村山荘）」は24尺角、4間

角を3で割ったんです。2,400mの大きなグリッドで割ら

れている。そういうふうにしておいて、本当はすごく

きちんと割れている。吉村先生というのはそういうと

ころがすごく面白いんですが、それを崩しておくんで

す。

貴志 それは、そのもので崩すんですか？

中村 中を変な形で割ると、変な所が出来ちゃうん

ですが、それを良しとしている。構成がきちっと構成

で出来たよ、としないように柔らかく崩すんです。

貴志 だけど下敷きとして構成が生きている。

中村 それは強いです。多分、ああいう建築が好き

だから、そういうような影響もあるかもしれないです

ね。構成しておきながら、構成して見せないように。

1-2マイレア邸
貴志 アアルトの「マイレア邸」なんかも、きっち

りしたグリッドですが、書斎が壁が変わったりとかや

りますよね。ああいうことですか。

中村 多分、アアルトと吉村先生は似たところがあ
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ったんだと思うんです。ちょっとグレイな感じとか。

ホワイトにきちっといかないというか。

貴志 なるほど。だけど最初にそういう構成的なこ

とをやっている。それは何ででしょうね。僕は結構、

構成的なのが好きなんですよ。

中村 そうですか。恥ずかしくない？（笑）ピチッ

としすぎちゃうと、なんか照れるじゃない。

貴志 構成的にやってしまうと、空間として動かな

いというか…。

中村 スタティックになりすぎますよね。

貴志 それをどう破っていくのか、というのがちょ

っとこの頃のテーマとして考えているんです。確かに

中村さんの空間というのは、それが見えないという気

がすごくするんです。だけど最初は、やはり構成的な

ところから入っていくんですか？ それとも、同時発

想ぐらいですか。

中村 そうですね。ただ割とスタッフと一緒に基本

設計なんかやっている時は、構成の形のことを結構う

るさく言ってるんです。

貴志 そうなんですか。

中村 「なるべく構成的にしたいな」とか…。

1-3伊丹十三記念館
貴志 この間、「伊丹十三記念館」を見に行ったんで

すが、あれも構成としてはかなりはっきりしています

よね。

中村 そうですね。

貴志 ところがよく見ると、自然なプランニングを

していくと、これしかないだろうなという気もするん

です。入り口から右側に2つ展示室のボリュームがあっ

て、左側に収蔵庫がある。それらをつないでいる中庭

を真ん中として、ここを抜けていくようなホールであ

ったり、カフェであったり。ただ、収蔵庫は僕は見せ

てもらえなかったんです。

中村 言えば見せてくれたんですけどね。

貴志 本当に？ あの収蔵庫はカフェの方に曲がっ

ていくんじゃないんですか。

中村 いや、曲がっていかないです。

貴志 曲がっていかないんですか。では、カフェの

上は何なんですか。

中村 カフェの上は空調の機械が置いてある屋根。

貴志 僕はあそこにミソがあるのかなと思ったんで

すよ。



39 2008年2月19日 移転グランドオープン記念講演「建築の可能性」第2回｜中村好文×貴志雅樹

中村 あの建物は周囲から全部見えちゃうから、機

械置き場がないんです。それで機械を上に持っていっ

て使っているんです。「伊丹十三記念館」では、正方形

のプランの中に矩形の中庭をずらして入れる配置を考

えたんです。それは例えば、ジョセフ・アルバースに

正方形をずらしていく絵がありますよね。あの感じを

やりたかったんです。構成もシンメトリーにするので

はなくて、ずれることの面白さをやりたかった。さら

に機能も同時に満足できて、必要な面積を確保できる

ような構成のスタディをかなりやりました。でもおお

もとは多分、僕は正方形や矩形が好きなだからという

気がします。

貴志 「伊丹十三記念館」の構成にはあんまりこだ

わってないのかなと僕は思ったんですよ。

中村 こだわってるんですよ。すごーく（笑）。

貴志 そういう意味では、例えば『住宅巡礼』の中

で、アスプルンドの「夏の家」も最初は、南北軸に3つ

のブロックで通路を挟んで構成されていたと言って、

そのプランニングの方が好きだと後で書いておられた

んで、本当かな、と思っていたんです。それで自然に1

つだけ東西にちょっとズレたというところで、中村さ

んはきっと「僕は構成的でない方がいいんだろうな」

というふうに読み取ったんですが…。

中村 「構成が崩れる時がいい」という感じかな。

ちょっと全然話が違って音楽の話ですが、吉田秀和さ

んが「音階の音楽家」（『モーツァルト』学芸文庫

1970）という短いエッセイを書かれているんです。そ

れには、モーツァルトの音楽とシュトラウスの音楽が

どう違うか、という話が書いてある。モーツァルトに

はドレミファソラシドドシラソファミレドと、何回も

繰り返すピアノの音階があって、そこに1つシャープが

入るんです、崩すんですよ。そこから音楽が動き出す。

それがモーツァルトなんだ、というエッセイなんです

よ。素晴らしいですね。僕は多分、そういう構成がき

ちんとしたものの中に、シャープを入れて濁らせたい。

グレイに少ししたいという思いがあるんだと思うんで

す。格好良く言えばね（笑）。

貴志 中村さんはすごく楽しんでものをつくってお

られる。いろんなもの好きなんですね。ただ、僕が見

てると、それを使いたいがために施主が犠牲になって

いるのかな、という気もするんですが（笑）。「僕の家

はものすごく自然で…」とおっしゃっている。だけど、

「これはだけはやってやろう」とか、そういう思いもす

ごくあるんじゃないですか。

中村 今日はクライアントが来ているので、そうい

うことはなかなか口が裂けても言えませんけど…（笑）。

貴志 だけど、家具のレベルから道具のレベルから、

そういうものがすごくお好きで、そういうアイデアを

ストックしておくと同時に、建築をよく知っておられ

ますよね。いろんなことを見に行っておられる。それ

は至るところに出ていて、そのチョイスが全部、中村

さんの好みで選んでる。すごいと思います。

中村 たくさん見てますからね。すごいんですよ

（笑）。

貴志 そう思います。今、変に後ろにロジックがな

いといけないとか、「これはどうしてこうしたの」とい

うような、そういう世界ですよね。そうじゃなくて、

中村さんはもちろん説明がつくと思いますが、最初の

時点でもう、「好きなものでつくろう」みたいなところ

が僕には感じられる。それがすごいと思うんです。

中村 すごいというか、たくさん見るという意味で

は、本当にすごくよく見ていると思います。今でもい

ろんなものに興味がある。特に建築、家具、人の暮ら

しは本当に好きですね。だからスタッフと出張したり、

現場に行く途中で本当によく見ていて、「今の窓の納ま

りは結構面白かった」とか、車で通り過ぎても、「そこ

の所、ちょっと止めてくれない」とか言って止まって

もらう。それで「あれはどうなっているんだろう」と

か、それを写真に撮ったりスケッチしたり、そういう

ことを今でもずっとします。でも、それが何に使うと

いうのはないんですよ。ただそういうことをしている

だけ。それがどこか引き出しの中に入っていて、何か

の時に、「ああ、そうか。ああいうことができるかも…」、

そういう発想の仕方を見ているのかもしれないです。

民家というか普通の家を見ていても、直したい時もあ

ります。人のものでも「ここはこういうふうにしたら

いいのにな」とか、つい思っちゃう。

貴志 形とかプランニングも含めて“働き”とさっ

きおっしゃいましたよね。“建物が働く”と。それはも

のすごくいい言葉だと思うんです。だから、中村さん

のディテールというのは、すごく綺麗ですが、そのデ

ィテールのもとというのは“働き”というか、そうい

うところから決めていかれる？ 安藤さんの「住吉の

Part-2 建物の働きと形



長屋」を見て中村さんはどう思いました？

中村 僕は、今は残念ながら絶版になっていますが、

『続・住宅巡礼』（新潮社 2002）の一番最初にそれを

持ってきたんです。あの住宅は発表された時から、ず

っと見たかったんです。ですけど、なかなかチャンス

がなかった。そうしたら、安藤さんからある時お誘い

のお手紙をもらって、それですぐに「じゃあ見せてく

ださい」と申し込んだんです。それで偶然、見に行け

たんです。行ってみたら、たくさんの「住吉の長屋論」

と、それまでに見てきた見え方が全然違ったんです。

それが面白かった。というのは、施主の東さんという

方が面白かった。あのご夫妻が素晴らしい。建築もも

ちろん素晴らしいですが、それは何となく分かってい

るというか、理解していたつもりだった。そのことよ

りも東さんご夫妻が、あの住宅に“血を通わせた”と

いう感じがして、すごく良かったんです。例えば、そ

の時は新潮社の『芸術新潮』と『考える人』の両方の

編集長をやっている松家（仁之）さんと一緒に見に行

ったんです。僕も一応『住宅巡礼』で取材で行ってる

から、写真を撮らないといけないし、スケッチをしな

いといけない。ご夫婦とみんなが話している間は席を

離れてちゃんと見学していなくちゃいけないんですが、

僕がそうしていると、奥さんがすっごく明るく綺麗な

笑い声で、カラカラカラって、なんか楽しそうに笑う

わけ。その笑い声が、硬くて、冷たいコンクリートに

血を通わせている、とすごくしみじみ感じたんです。

そのことだけを一生懸命書いたんです。建築論という

よりも、“クライアントが建築を育てるということもあ

るんだ”ということを書きたかった。僕が行った時も

「取材が600幾つかまで数えていたけど、もうやめた」

とおっしゃっていて、全部断るつもりだったそうなん

です。ところが安藤さんから言われて、「中村さんなら」

ということで受けて下さったそうなんです。ただ、今

までたくさん見られた方が、どうしてそのことを書か

なかったんだろうとすごく不思議に思いました。

貴志 恐らく中村さんから見ると「住吉の長屋」は、

全部1／3に分けていますから、非常に構成的で崩れて

いないんですね。あの辺の硬さというのは、どういう

ふうに考えておられたのかなと思ったんです。ところ

がクライアントのお話をされたということは、建築そ

のものはそんな魅力がなかったわけですか。

中村 いや、良かったですよ。そんなこと言ったら

怒られちゃいますよ。

貴志 何か硬いんかなというのと、それからクライ

アントが本当に素晴らしいと思うのは？

中村 よくご存じでしょう？

貴志 不便でしょ、あの建物。実は設計の時に打ち

合わせに来られたら、安藤さんはいつも「模型を隠せ」

と言うんですよ。

中村 そうですか？

貴志 恐らく。模型を隠せということは、ここは空

いているのを知らないんだろうなと。いつ言おうかな、

いつ言おうかなと思っていたんですよ。「まあ、建ぺい

率の問題もあって、不便だったら後で屋根を架けたら

いいですよね」とか何とか言ってたんです。

中村 貴志さんがおっしゃってたの？

貴志 うん。本当にああいう所に住めるのかなと思

ってたんです。だけど出来た時に、東さんが「雨に濡

れるよりも明るくて、風が入ってくる方がいい」とお

っしゃったんですよ。

中村 そういうところがすごいですよね。本当にオ

リジナルを守ってる。それで結構、暑いし寒いし大変

じゃないですか。その苦労話をすっごく楽しそうにす

るんです。真冬に見に行ったんです。家に入るからコ

ートを脱ごうとしたら「コートは絶対脱がないでくだ

さい。コートを脱いだらダメよ、この家は」と言う。

それでコンクリートのベンチに座ると「背中だけは離

しておいて下さい。背中は寒いんだから」と。本当に

そうなんですよ。それでも「どっちがつらいですか」

と聞くと、「やっぱり夏の方がつらい。夏の暑さは本当

に耐えがたい」と言ってました。ある時、お2人が暑さ

に耐え切れなくなって、「これはもう屋上で寝た方が風

があるに違いない」と、屋上に上がったんですって。

そうしたら、そこは鉄板焼きみたいな所で、とても寝

られなくて下りてきたんだれけど、もう部屋には戻れ

なくて、ブリッジに、縦列で懐中電灯の電池みたいに

して寝たと言うんです。そんな話を別に非難がましく

なく、そのことも含めて“自然というものはそういう

ものなんだ”と受け入れている。ある種の肝のすわり

方というのかな、すごいご夫妻だなと思いました。

貴志 もともと同じ場所に住んでいたということも

大きかったんじゃないですかね。だから、その長屋自

体が前からそんなに心地良い住宅じゃなかったんです。

それに、他の部屋が真っ暗だった。だから光が入った

だけで「すごい感動や」とおっしゃっていただいた。

中村 お母さんが訪ねてきた話、知ってます？ 完
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成してもう住んでいる時に、お母さんが訪ねて来たん

ですって。しみじみ見ながら質問しにくそうに、ご主

人の方に「サジロウ、この家はいつできるの？」と聞

いたんですって。自分の持っている家の観念と全然違

うのでうろたえちゃった。それから庭に出ようと思っ

たらガラスにゴンと頭をぶつけた話とか、いろんな話

をしてくれた。全然メモを取らなかったけど、思い出

せば色々と面白い話がいっぱいあって、書いたらキリ

がないですね。本当は皆さんにもぜひ見てほしい。

貴志 だから家というのは本当に、設計者の設計に

もよりますが、住み手ですよね。どう住みこなしてく

れるかという。

中村 だ か ら 、 さ っ き ち ょ っ と 申 し 上 げ た

「Architect at Home」というのは、“自分が設計した建

築に、建築家がいかに住みこなせているだろうか”と

いうのを見ることができる。いくらか意地悪な感じも

あるんですが、それがすごく面白いんです。

貴志 「レムハット」は中村さんのスタートの時の

イメージであり、ずっと持ち続けておられる“小屋”

というイメージもある。

中村 そうですね。かなり自分に近いですね。

貴志 あの吹抜けが好きでしょ。上にロフトをつく

っておられましたが…。

中村 あれは階段箪笥があるから…（笑）。

貴志 吉村さんの山荘で吹抜けがあるじゃないです

か。あれが好きだっておっしゃっておられた。

中村 好きですよ。

貴志 色々聞きたいことがあるんですが、ひとつは、

中村さんの建築は近代建築とつくり方が全然違います

よね。

中村 そうですか？

貴志 いや、先ほどね「構成的だ」と言われたので

この質問は変えようかなと思っていたんですが、中村

さんは近代建築について非常に理論的でストイックな

空間だと書いておられました。中村さんの住宅って、

思ったよりもストイックなのかなと。

中村 ストイックはストイックかもしれないですね。

建築だけじゃなくて、あまり欲がなんです。あれもこ

れもという感じはない。

貴志 それが、理論的にするためのストイックじゃ

なくて、理論に対して近代建築というのはストイック

じゃないといけない、というような教条的なところが

あった。

中村 “less is more”。

貴志 そうそう。そういうのではなくて、形とか用

途に対してストイックというか。シェーカー教の家具

にしたって、結構ストイックな家具ですよね。

中村 シェーカーはストイックですよ。

貴志 だけどすごい温かい。そういう感じが近代建

築とは違うところだと思う。

中村 うれしいですね。僕はシェーカーが本当に好

きで、何度も何度も見に行ってる。だから、そう言わ

れると本当にうれしいです。

貴志 実は安藤さんもシェーカーが好きだったんで

す。シェーカーの家具を安藤さんのつくった家具の中

でも結構コピーしたりしました。

中村 でも安藤さんがシェーカー好きなのは何か分

かるような気がします。ハンコックの話を何かで書い

ていたか喋ってるかしたのを写真入りで見たことがあ

ります。やはりそうだろうなと思いました。

貴志 いわゆるミースとか、あの辺の近代建築にな

い温かさというんですかね。安藤さん自身もそんな教

条的につくってなかった、そんな気がするんです。も

う一つ、中村さんのクライアントは、「あまりデザイン

をやりすぎないでくれ」とか、「デザインのためのデザ

インをするな」というような方が多いわけでしょ。

中村 直接「デザインしないでくれ」と言われるこ

とはないですが、そういうクライアントの方が僕のと

ころに頼みに来るみたい。カッコの良いデザインをあ

まり必要としない人たち。

貴志 というか、わざとらしくないというか…。い

わゆる建築家のスタンドプレーを嫌われる方でしょ。

中村 そうですね。ある意味では「自分の家が欲し

いんであって、建築家の作品が欲しいんじゃない」と

いう人ですね。それくらい強いというか、自分という

ものがちゃんと確立されている。それは建築家の作品

を持つこと、その家に住むことが、ある種のステータ

スシンボルにならない、そういうステータスシンボル

はいらないという人が多いんだと思います。そのせい

か、ものをつくる人が圧倒的に多かった。だから僕は

それをお手伝いする感じだから、あまり作品をつくっ

てる感じはないんです。

貴志 僕は中村さんのものづくりを見ていて、「中村
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さんは知的なクライアントが多いんだな」と思った。

中村 類は友を呼ぶって言いますからね。

貴志 今日もたくさん設計されてる方もいらっしゃ

ると思うので、これはみんなに聞きたいんです。関西

という土壌はちょっと芸がいるんです。“せっかく建築

家に頼んでいるんだから、どこか面白いことをしろよ”

みたいなところがあると思う。

中村 例えば貴志さんは、具体的にはどういう芸を

見せるんですか。

貴志 切り込むね。何というか、やはりちょっと目

立たないとダメなんですね。そういうのがあると思う。

中村 そういう話は聞いたことあります。何かをし

なければ設計料をもらえない。僕も自分の設計という

のは、ある意味では“芸”だと思っています。やはり

「何か見せなくちゃ」と思う部分はあります。僕は、設

計料というのは入場料というか、木戸銭と考える。“木

戸銭分を返そう”というのはまず考えるんですよ。例

えば、両親がいて夫婦がいて子どもがいておじいちゃ

んがいたら、そのおじいちゃんから子どもに至るまで、

「これはいい家だったな」と思わせるものをつくりたい

と思うんです。お父さんだけが喜んでいるとか、お母

さんだけが喜んでいるというのではなくて、子どもに

も何か面白いものをやらなきゃと思っちゃうんです。

今日の講演会も笑いが少し取れて良かったなと思うく

らいなんです。だからすごく芸のことを考える。“芸を

どこで出すか”ということですね。

貴志 関西を悪く言うつもりは全くありませんが、

やはりちょっと分かりやすさというか“大衆芸能”な

んです。また違う文化もあるんですよ、数寄屋という

か…。

中村 いますね、数寄屋とか…。

貴志 クライアントと一緒に「うんうん」と語れる

旦那芸というのかな。そういうところもありますね。

中村 関西というのは地域として特殊な場所かもし

れないですね。と言いながら、僕は全国でやっている

ので、関西もやっているんですが、あんまり感じたこ

とがないんです。

貴志 過剰に思っているだけかも分かりませんが、

何か目立ちたがりというようなところがあると思いま

す。僕が勝手に思っているだけかもしれません…。

貴志 中村さんのスケール感。あれはやっぱり家具

をやっていたことが大きいですか。

中村 うーん。もともとそういう人間なのかもしれ

ないです。何かでというよりは、タイプというか性質

というか、何でしょうね。

貴志 触れそうですよね、すぐ。空間に手が届きそ

うというか。

中村 そうですね。その“触ること”に対する執着

心というのはすごいんです。触ることに対してはね。

貴志 素材の選び方とか？

中村 素材もそうだし、「空間が自分の手触りの中に

納まっていたい」といつも思うんです。

貴志 その、ものとの距離感というか。それは中村

さんが色んなものを見てきて培ってきたものなんでし

ょうか。

中村 それもあるでしょうね。「これいいな」と思っ

たものは、確かめます。だからある意味ではさっきの

『住宅巡礼』でも、大邸宅になっちゃうと、どうやって

捉えていいか、どうやって位置づけるのか分からなく

なるんです。例えば、ピエール・シャローの「ガラス

の家（MAISON DE VERRE）」ってありますよね。あ

れは住宅としてはちょっと普通じゃないんです。お客

のための住宅みたい。だけど、あそこに（ルイ・）ダ

ルベというすごい金物職人がいて、その職人があらゆ

るものを作っているんです。それがあの住宅を良くし

ているんです。その手触りで、あの大きい茫洋とした

空間を明らかにつなぎ止めている。

貴志 なるほどね。

中村 その住宅をやはり見るべきか、それとも見な

くてよいかと迷いつつ申し込んでは何度も断られた。

断られる度に、「これは僕は見るべき住宅ではないから

だ」と思っていたんです。ところが突然、見学できる

ことになって見学したら、ダルベは金物でできるあら

ゆることをやっている。金物に対する執念はすごかっ

た。とても面白かったです。それが建築を生き生きと

させる。そういうのって何か決め手があるんだと思い

ます。人の手の感じが残っていた。素晴らしかったで

す。

貴志 そういう意味で言うと、中村さんの住宅はす

ごく家具的なのかなと思います。

中村 家具的だとよく言われます。
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貴志 スケールも含めて。

中村 そうなんです、きっと。

貴志 中村さんはいい人だから、なかなか攻めにく

い。いい建物だからほんわりした気持になるし、幸せ

な気分になります。さっきも言いましたが、建築家を

志してやってくると、何か色んな問題があったり、や

はり自分はこうして作って自分をアピールしないとい

けないとか、自分のオリジナリティは何なんだろうみ

たいなことを考えて、苦しく、苦しくやっているのは、

一体何なんだったんだろうと思う時がある。ただ、建

築をやっていることによって、この中村さんのこの文

章を、面白く読めるんだなというような、そんな気持

にさせられました。『住宅巡礼』は、スケッチがいいで

すよね。あの本に「ここがいい」とか書いておられる

のを読むと、実際、設計するよりもこれは楽しいだろ

うなと思いました。

中村 設計の楽しみとは違う仕事ですものね。ただ

あれは、始める時にはこういうことだったんですよ。

僕が46、7歳の時、学生の時から住宅がすごく好きで、

住宅の建築家になろうと思っていたので、自分のコレ

クションではないですが、プラン集を自分でたくさん

作ったんです。碁や将棋が好きな人が電車の中で棋譜

を見ているじゃないですか。あの感じでプラン集を作

った。それが楽しみでやっていたんです。その自分が

惚れた建物が、惚れた住宅が実際にはどういうんだろ

うというのが気になりだしたんです。独立したのが32、

3歳で、何年かやってきて、自分がやってきたことは何

だったんだろう、自分の好きだった住宅は本当にどう

いうものだったんだろう、その中に身を置いて実物を

見てみたい、ということをすごく思い始めた。それを、

できれば50歳前にしたいと思ったんです。50歳からは

また違うコーナーを曲がるという感じだったんで、そ

の前にやりたかった。その話をたまたま友人の編集者

に飲み屋で話したら、「いいね」と。「ページをあげる、

お金はあげない」と言われました。それでお金はとも

かくとして、ページがもらえるんだったらやろうと思

ったんです。それまで僕は、あんまり長い文章を書い

てないんです。あれが原稿用紙に20枚から25枚ぐらい

で、結構長い文章なんです。でも始めてみたらやはり、

自分で見てくるとさっきの「住吉の長屋」と同じよう

に、いわゆる定説になっていることと全然違うんです。

「あの住宅はこうだよ」と言われて歴史家が書いたもの、

評論家が書いたもの、色々あるかもしれませんが、近

代建築の20世紀の名作と言われているものの評論とか

を、色々とかじり読んだりしましたが、僕が実際に住

宅を見るとそれで知ってる知識と全然違うんです。「な

んだ、ここはこういうふうに面白いのか」とか「本当

はこういうことだったのか」というふうに思ったり感

じたりするんです。今までは一つひとつが漠然と、例

えば「こういう住まい方がいいな」とか、「アスプルン

ドの『夏の家』がいいな」とか思っているんですが、

“どういいのか”を自分で分析できていなかった。実際

に見に行って書く段になると、その時は本当に一生懸

命「なぜ自分がそれに惚れたんだろう、どこに惚れた

んだろう」ということをもっと深く考えることになり

ます。その時間がもてた。ひとつ終わると、その住宅

が自分の頭の中で整理されるという感じがして、自分

にとってはそれがすごく良かったですね。それを30幾

つか見終えて一段落した時に、今度は住宅以外の僕が

好きな建物をやってみたくなったんです。例えば、映

画が好きだからオーソン・ウェルズの『第三の男』を

何十回と観た。なぜ好きかというと、すごく建築的だ

から好きなんです。特に最後の15分間はウィーンの地

下道、つまり下水道に潜っていく。このシーンはもの

すごく建築的で、感動的なんです。だから、ずーっと

ウィーンの地下道が見たかった。ある時、ウィーンに

行ったら、泊まったホテルのフロントの所に色々と観

光案内みたいなのがあって、見たら、「第三の男ツアー」

と英語で書いてあるんです。「これいいな」と思って読

んだら次の日だったんで、すぐにその場から電話をし

て申し込んで、その時に地下道に1回入ったんです。

貴志 入れるんですか。

中村 はい、「第三の男ツアー」で入りました。観覧

車を見て、並木道を見て、地下の下水道の隅っこの方

に1回入ったんです。だけど、やはりあの撮影した所を

見たいと思って、下水道局に申し込んだんです。そう

したら「前の年にドナウ川が大氾濫して、えらいこと

になっているから、入る前にここにサインしてくださ

い」と言う。知り合いのウィーンの友達に「何かここ

にサインするらしいけど何だろう」と聞いたら、「ここ

で死んでも自分の責任です」みたいなことが書いてあ

って、それにサインして入った。長靴を履いた人たち

と一緒に入って、撮影させてもらったんです。そうい
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う見たい建物に自分が入ると今まで感じていたのと違

うんです。僕は自分の目とか自分の感覚とか、感じ方

を一番大切にしている。誰が何と言っても自分が感じ

たものを信じるんです。定説にまどわされない。

貴志 “建築の伝え方”というのは、近代建築みた

いなロジックがあって伝える伝え方と、なんか、だん

だん私というか個人というか、そこからのメッセージ

というのが、これからもっと身近になって大事になっ

ていくんでしょうか。

中村 そうですね。これからのことは分かりません

が、その作家のある種の体臭と言ったら変ですが、肉

体的な感覚が伝わってこないと、建築は面白くない。

割と論理的に組み立てて出来た建築は、ひんやりしち

ゃっていると思う。

貴志 だけど残っている、評価されている建築とい

うのは、それだけじゃないですものね。やっぱり違い

ますもんね。

中村 残るだけのことはある。残るべくして残って

いるという感じですよね。ルイス・カーンなんて何度

見に行っても感動して涙が出ますからね。「ソーク研究

所」なんて、一日いても全然飽きなくて、「帰るの嫌だ

な」と思うくらい。すごいですよね。

貴志 「ソーク研究所」はシンメトリーですごく構

成的ですよね。

中村 そうですね。だけどあれはやはりルイス・カ

ーンという人の人柄がすごく強く出ていて、論理的で

すよ。例えばサーバントスペース、サーブスペースを

どうするかとか、それを横にしないで縦にするとこう

なるとかやるんですが、あの人はやはりディテールが

すごい。手すりのところだけでもジーっと見たくなる、

さすりたくなります。すごいですよ。カーンは自分の

中でも「ソーク研究所」が一番いいと思っていたんじ

ゃないでしょうかね。

貴志 話が変わりますが、東京という所は環境とし

て、きっと特殊なんでしょうね。

中村 どういうふうに？

貴志 要するに、ものをつくる手掛かりがあまりな

いのかなという気がするんです。

中村 それは非難ですか。

貴志 非難というよりも同情なんです。

中村 そうですか。関西はどう？

貴志 関西もだんだんそうなっている気がする。僕

は今、富山に行ってますから関西が見えなくなってき

たからか、「関西というのは一体何なんだろう」と最近

考えているんです。

中村 離れているとそういうことあるでしょうね。

貴志 関西は気候も割と温暖ですから、そんなに厳

しくない。だから、そういうところですごく甘くなっ

てしまう。例えば東京でつくっている人、特に東京工

大系の建築家というのは、住宅作家として、それこそ

清家（清）さんから始まって延々とした伝統がありま

すよね。その中で鍛えられている彼らがやっていない

隙間を探しているような、そういう気の毒さを感じる

んです。

中村 それは東京工大だけではなくて、建築界って

割と“どれだけ人がやらないことをやるか”というよ

うなところありませんか。それこそINAXのコンペを審

査していると、そういう作品がたくさん出てくる。そ

れをどう位置づけて、どう評価するかというのはすご

く難しいんです。格好良いだけで評価していいかどう

か。僕はいつもそこに生活があるかとか、写真映りだ

けじゃなくてそれが本当の生活の中でどれだけ出来て

いるかというのはすごく気になるんです。それからい

つも、「自分がクライアントだったらそれを許すだろう

か」ということも考えるんです。例えば、8mのキャン

ティレバーとか、鉄板1枚の壁とか。そういうのは自分

がクライアントだったらいらない。その分、安くして

くれないかなと思いますね。

貴志 そうですよね。

中村 そんなことは自邸でやってね、人のお金でや

るのはやめてよね、って自分がクライアントなら言い

たくなります。だから僕は「自分が住めないような家

はつくりたくないな、自分が嫌なことはしたくない」

と思いますね。

貴志 そういうキャンティレバーがあるとしても、

それがどういう意味があるのか、と思いませんか？

中村 建築の技術が分かるから色んなことができる。

ただ、“できること”と、“していいこと”は違う。そ

れから特に、クライアントがいてそのお金を使って、

それを責任をもって預かっているということが大事な

んだと思うんです。

貴志 僕、東京のある若手の構造家に大学の講評に

来てもらったんです。今の学生って生活感が希薄だか
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ら、形態のための形態操作、構造的にアクロバットを

した作品がたくさん出てくる。それを見た時に彼が

「住宅のレベルでやったらダメですよ」と言ったんです。

すごい構造家だと思ったんです。やはり住宅はそんな

に珍しいストラクチャーにしなくていいと思う。

中村 僕もそう思います。表現のために何か表現す

るというのはあんまり…。

貴志 中村さんは、ずっとそんなふうに考えておら

れる。それがいいですね。幸せな方だと思います。僕

なんか色んなことしないとダメなのかなと最初は思っ

たりしていた。それはやっぱり吉村さんの影響もある

んですか。

中村 うーん、まあ、あるでしょうね。ただ、吉村

先生につく前から、もともとそういうところはあった

と思います。無駄なことはしないとか、それこそスト

イックで始末なたち
・ ・

というんですか。合理的にしたり

とか機能的にしたりとか、それから倹約したりとか…。

建築は経済だと思うので、必要のないところに自分の

独り善がりのために、人のお金を使ってやるのは良く

ないと思うんです。そういうふうにして一生懸命やる

んですけど、なかなかそれが理解していただけない場

合もなくはないです。「あなたのためにやっているのに」

と言いたくなることもなくはないですね。

貴志 そうですね。

中村さんがおっしゃる“ストイック”という言葉は、

中村さんの建築に対する姿勢を象徴しています。用途、

形態、構造から、素材、ディテールに至るまで、表現

のための表現は排除し、本当に必要なもので構成する。

それでいて、住宅の質が高いというのは、建築家とし

ての中村さんの力量だと思います。そして“ストイッ

ク”だけれど“ウィット”があり、私たちの心を温か

くしてくれます。

今日はありがとうございました。
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