
オープンハウス・詩人の家 

〜環境設計の手引 『パタン・ランゲージ』増補〜 

 
 

■作成者：四谷アートステュディウム 中谷礼仁特別講義（集中）参加者 

今井康子、大竹佳世、大脇理智、窪田久美子、佐久間久美子、芝美代子、鶴崎いづみ、戸田亮、中谷礼仁 

■作成日：2005 年 8 月 22 日から 28 日 

■展示期間 ： 2005年8月31日(水)−9月3日(土) 各日10:00−18:00 

■企画 ： 中谷礼仁短期集中ゼミ 

■会場 / お問い合わせ ：  

 GALLERY OBJECTIVE CORRELATIVE（四谷アート・ステュディウム1F） 

 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-5（JR四ッ谷駅徒歩3分） 

 Tel : 03-3351-0591 Fax : 03-3353-7300
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■パタン・ランゲージとは 

・クリストファー・アレグザンダー（1936-）による環境生成のための記述言語。『パタン・ランゲージ』

（PL,1977）、とその理論書である『時を超えた建設の道』(TW,1979)で構成（いずれも鹿島出版会で

邦訳）。 

・人間の環境形成活動にかかわるすぐれた類型（パタン）を、言語（ランゲージ）のように編成し扱う

ことで、実際の建設活動に達しようとする方法論。まさに詩を作るように家をつくろうとする。 

・253のパタンによって構成 

・大きなパタンから小さなパタンまでいくつかの階層に別れ、それらは特定のパタンと互いに緊密に結

びついている。 

・著者自身によるその効用 

「一つ一つのパタンのシーケンスに従っていれば、自然の特性を備えた建物全体を、文章を書く

ように、頭の中ですらすらと形作ることができる。…それは驚くほど容易に発生する。ちょうど話す

時に文章が思い浮かぶのと同様に、建物がほとんど自動的に「湧き出て」くるのである。しかも、そ

れは専門家と同じく、一般人にも容易にできる。専門家であろうとなかろうと、誰でもそれができ、

自分の建物に生命を吹き込むことができる…。」(TW 21章 建物の形成 冒頭部分) 

 

■今回のワークショップの目的 

パタン・ランゲージは参加型合意形成の民主的設計方法として 80 年代に注目された。しかしその実現方法

のいくつかの特性（きちんとした設計図面を書かない等）が問題にされて、日本ではその後完全に忘れ去ら

れているといっていい。しかしその後パタン・ランゲージは、コンピューターなどの他分野できわめて大き

な影響力をもたらしている。なぜ本来の家造りのためのパタン・ランゲージが忘れ去られてしまったのだろ

うか。 

おそらくこの本は大きな誤解を受けてきた。素直にそのまま読めば、パタン・ランゲージが似非社会的デザ

インシステムではなく、それぞれの人間の中にある普遍的特質に基づいた〈私−普遍〉をつなぐ言語、つま

りは詩的言語によって家をつくろうとしていることに気づく。それゆえ私たちはもう一回素直にこのパタ

ン・ランゲージの考え方を習得して、 

詩を作るように 

誰もが 

家をつくれるか？ 

を検討しようとした。1 週間のわずかなワークショップであったが、その成果は、当ギャラリー内で実寸の

「オープンハウス・詩人の家」として公開される。
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「パタン・ランゲージとは、まさしく建物に関する個人的体験を正確に叙述する一方法に過ぎな

い。」（TW） 

 

「…したがって肝要なのは、施工者が大まかな図面だけで建てるということ、またその図面をもとに、

自分の念頭にあるパタン・ランゲージのプロセスに従って細部のパタンを実施するということであ

る。」道(PL) 

 

「しかも、建物の図面は全く描かずじまいだった。設計は、完全に私の頭の中で進行していった。

思考の流動性によってのみ、全体を捕らえることができるのである。設計が少しずつ明確になるに

つれ、ランゲージの順序に従って新たなパタンが登場する。一つ一つの新たなパタンによって、

頭の中の設計全体が方向を変え、そのパタンを組み込んで再び安定する。個々の新たなパタン

によって、それまでのパタンが作り出した設計全体が一変する。−個々のパタンが全体を変質させ、

揺さぶり、配置替えをしてゆくのである。（中略）トレーシングペーパーの上で継ぎはぎ細工をした

ところで、設計は生まれてこない。建物での体験を現実感をもって思いめぐらすことでのみ、設計

が可能であり、それは頭の中でしかできないことである。」 建物の形成（アレグザンダー自身の

PL による小屋づくりの経験談）（TW） 

〜クリストファー・アレグザンダー〜
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■今回提出する 18 のパタンについて 

＊＊ 普遍的と考えられるパタン 

＊ 応用範囲の広いと考えられるパタン 

無印 改善の余地ある提案的パタン 

 

今回のパタン・ランゲージの増補にあたっては、クリストファー・アレグザンダーによる正調『パタン・ラ

ンゲージを』基本としながら、ワークショップメンバーの一週間の体験によって導き出されたパタンを追加

しようとした。 

 

それぞれの追加パタンはこれまでのパタンと構成されながら詩・ランゲージに生まれ変わることができる。

今回はメンバーによって生まれた 18 のパタンにおける内的構成（リンク）を重視した。また今回提出する

実寸大の「詩人の家」はそれらパタンをすべて含みそれらを無理なくリンク付けした結果の作品であること

を説明しておきたい。アレグザンダーによる正調パタン・ランゲージ２５３とのリンクは今回、時間的制約

により深い検討を行えなかった。今後の課題としたい。 

2005 年 8 月 31 日 中谷礼仁 
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当ギャラリー内に小家屋を造るにあたっての問題（出題中谷）	 

 	 	 

詩人のための書斎を作りなさい。ただしその書斎には以下のような条件が

ある。	 

	 

・ それぞれの成員による各パタンを統合的に用いなさい（次頁以降参

照）。	 

・ 大通りに面し、外光を採り入れていること	 

・ 二人の隣人がいること	 

・ 二人の隣人はお互いに詩人との関係よりは仲が良くない	 

・ 中庭があること。中庭には三人が直接アプローチでき、また表通りへ

も通じている。	 

・ 二人の隣人は中庭を介して、詩人の書斎に介入することがある。中

庭にでてこいとか、一緒に話をしようとか、そういうたいして意味のない

要求である。	 

・ 詩人は彼らに対して、ある時は応対し、ある時は居留守を使い作業

をしなければならない。	 

・ 詩人の書斎には、詩を書くのに都合の良い机、文房具、そして参照

源のための書庫がある。	 

・ 詩人の書斎は、高すぎず、低すぎず、一様でもなく、明る過ぎても暗

すぎてもいけない。静かすぎてもいけない。微妙に外世界との関係を

保つ必要がある。	 

・ 詩人はこの二週間でひとつだけ、これら奇妙な隣人たちに対する詩

を書く予定にしている。	 
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1．大きな屋根** 

 

大きな屋根は偉大である。 

 

大きな屋根の偉大さは、そのヴォリュームやマッスによるだけではない。様々な生活空間が押し込められた

家において、そのような一様な大きな面で屋根を構成することはよほど各空間がきちっと吟味されていなけ

ればならないからである。それゆえ人は大きな屋根を見て、その住まい手の偉大さをも感じてしまうのであ

る。 

 

内部空間の高さにとらわれすぎると大きな屋根は成立しない。必要以上の高さになってしまっても、天井を

貼れば適正な内部空間の高さは達成できる。また逆に必要以上の高さをもった部屋は、その部屋の当初の意

味を超えて様々なイメージを保有しうることにもなる。タテヨコ（16）も参照のこと。 

 

 

2．決意を要する門* 

 

道路から少し入り込んで、道路に対して角度のついた門は 

その家に入ることへの決意を要する。 

 

通りに対して平行で、その前に向き直っただけで中に入ることのできる門というのは威圧感を感じない。よ

って、気軽に人々が出入りしやすい作りといえる。逆に、門の前に立つために何歩か歩かせて、さらに向き

まで変えさせるような作りの門は、訪れる人にとって親切ではない。しかし、そこにワンステップを置くこ

とは、そこで本当に入りたい人とそうでもない人とを振り分けて、本当に入りたい人のみをその前に立たせ

る役割を果たす。このことで、勧誘や押し売りを少しでも抑える効果も見込めるのではないか。したがって、 

 

不要な来訪者に煩わされたくない場合、家の前の道路と平行に門を設置しないこと。門の前に行くために、

道路から門までに最低でも５歩以上は歩かせる距離をとり、そこには道路との段差をつけること。また、門

は身長よりも高いものが望ましく、道路に対して角度をつけて設置することで、道路から門までに小さな閉

じた空間を構成すること。ガリバートンネル（4）によってスケール感を変えていくのもよい。庭を介する

場合は別の方法がある。なかなかたどり着かない玄関（3）を参照のこと。 
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3．なかなかたどり着かない玄関 

 

単純な直線は、経済的効果が大きい反面、冗長的効果は極小である。  

 

門から玄関へのアプローチは、ただ内外をつなげるだけでなく優雅な転換が必要とされる（正調・入口での

転換 112）。しかし門と玄関が互いに確認できてしまう空間には別の方法が必要である。 

 

一度あるいは常に、玄関を見せつつ、迂回させるアプローチを作り、玄関になかなかたどり着けないように

させる。これによって周囲への視線、スケール感の変化が加わり、景色の変化を楽しむことができる。生き

た仕切り（5）、ガリバートンネル（4）などを参照のこと。 

 

 

4．ガリバートンネル** 

 

スケールの違いが世界を無限に見せ、他者を共存させる 

 

公的な部分と私的な部分とをつなぐ部分に傾斜の利いた通路をもうけるとおもしろい。くぐる、かがむとい

う行動の変化が必然的に空間の変化をさそう。感覚スケールが変化した時点で広々とした中庭に出れば、そ

の中庭は予想以上の広さを持つことになるだろう。 

 

通常の歩行においては、最低の天井高さは一八〇センチメートルを確保したい。しかしながら強制的に異質

な空間に導入することを目的とする場合、それは六〇センチメートルまで縮小してかまわない。また天井高

を段階的に変化させていくことによって同じような変化を得ることもある。タテヨコ（16）を参照されたい。 

 

 

5．生きた仕切り* 

 

あらゆる生物が空間を仕切っている。  

 

植物が植えられたプランターは、導線を規定する仕切りとしても機能する。また植物は生きているから、そ

のプランターはいろいろな理由から移動され、成長する。いわゆるブラインドは、その人工的実現である。 
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庭を単純にしないためには、ガリバートンネル（4）のようなスケールの変化を豊富にもたせることと同時

に、単純な導線を回避し、時間の経過を必要とする長い道（3）を、あるいはいくつかの小道を作り出すこ

とが重要である。これには足の裏の感覚(6)も寄与するところが大である。 

 

 

6．足の裏の感覚** 

 

歩かなくてはならない。  

 

空間を移動するためには歩行することが必要となる。そのためたとえ靴を履いていようとも、足の裏への刺

激は空間の変化、特性を感じ取る非常に重要な要素である。足の裏の感覚によって、人間は自分が必要以上

に立派な人間になったり、あるいはその逆のような気持になったりもするものなのである。 

 

ふかふかのじゅうたん、つるつるのタイル、凸凹の砂利、ぬかるみ、わずかな段差。これらによって同じ敷

地が全く異なった劇を含むようになる。意識を変える石（10）を参照のこと。 

 

 

7．真ん中の庭* 

 

限られた狭いスペースや、窓の確保しにくい場所に家を建てようとした場合、 

それぞれの部屋は狭くて暗くなりがちである。  

 

家の中に庭をつくり、それを取り囲むように部屋を配置する。そうすることにより、例えひとつひとつの部

屋は狭くて暗かろうと、本来壁であった所に大きな穴が開き、開放感が生まれ、視覚的にもより大きく見せ

ることが可能になる。と同時に外光が入って来ることになるので、明るさも確保することが出来る。また、

部屋に外気が流れ込み、空気も新鮮である。庭を真ん中に持って来ることによって、全ての部屋に同時に以

上の効果を与える事が出来るようになるのである。したがって、 

 

小さくてもよいので、家の中にスペースを作り、庭とする事。部屋は庭を中心に取り囲む様な形にすること。

その場合、庭に屋根は付けず、外光と外気を取り込めるようにすること。そうすることにより、より開放的

な効果を生むことになる。庭に面した幅の広い廊下（8）も同様の効果を生む。 
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8．庭に面した幅の広い廊下** 

 

廊下は部屋と部屋を繋ぐだけではない。 

室内空間の大きさを自在に変化させる事が出来る機能を持っている。  

 

庭に面した南側の廊下は、日当たりが良く、窓を開け放てば縁側としても使える。廊下に面した部屋の障子

を全開にすると、庭から部屋までが一つの空間としてつながり、開放感を味わえる。また、部屋が使用中で

障子が閉まっていても、庭に面して明るいため、座布団や机を持ってくればこぢんまりとした居心地のよい

空間として利用できる。したがって、 

 

南側の庭に面した廊下は、細長い部屋としての利用法も考えて、足を伸ばして座れる程度の幅を持たせて作

ること。そうすれば、季節や天候、使用方法によって庭と室内とを効果的につなぐ役割を果たすことが出来

る。玄関のない家（9）も参照のこと。 

 

 

9．玄関のない家（どこでも玄関）* 

 

玄関のない家とは、つまりはどこでも玄関ということである。  

 

日本の民家には三種類の部屋への上がり方があった。一つは大戸口とよばれるもので、馬を収納したりする

作業的な開口。一つは式台と呼ばれ、格の高い人を招くために特別にしつらえられていて通常は使わない。

そしてもうひとつはエンガワである。エンガワはどこからでも入ることができ、寝たり、簡単な食事をする

事も可能である。また外部空間との調和的な関係によって、内だけでも、外だけでも生み出すことのできな

いまさにランゲージ（リンク）ゆえの第三の空間が生まれる。 

 

それゆえ玄関のない家を採用した場合、必ず内部環境、外部環境との効果的な関係を検討すること。たとえ

ば庭の奥行きが九〇センチしかなければこのような玄関は採用すべきではない。また沓脱ぎ石によって出入

りする部分を緩やかに規定したりできる。また上がった部分の足裏の感触の場面転換（6）も考えて素材を

決定すること。 



10 

10．意識を変える石* 

 

沓脱ぎ石の仕様で、家の体験ががらっと変ってしまう。  

 

たとえば沓脱ぎ石が二種類あるとする。ひとつの石は真四角でぴかぴかに磨かれている。もうひとつの石は

自然のままの柔らかい肌理を持っている。真四角な沓脱ぎ石から入れば、その石の研ぎ澄まされた感触から、

きわめて厳格な態度で入室することになるだろう。丸い風合いの柔らかい石から入れば、すぐさま寝転がっ

て、ビールでもいっぱい要求したくなるような心軽い気持になるだろう。 

 

このような印象を与えるためには、沓脱ぎ石から家の内部全体が見えないことが大事である。たとえば障子

を閉めておくこと。これによって、玄関はきわめて厳格な印象を与える。敷居の高い玄関ということである。

くつろいだ玄関にしたければ、向こうが見えるドア（13）にすればよい。 

 

 

11．自分だけの屋外* 

 

屋外空間は私たちのコントロールできない自然空間である。 

室内と屋外を行き来することは、 も有効的な気分転換になる。  

 

 長時間室内作業を行うと、外に出てホッと一息入れたい気分になる。そうした時、何の目的もなく歩いて

みたい事もあれば、ごろんと寝ころんでみたい、体操をしてみたいなど目的は様々だ。しかし、基本的に屋

外には不特定多数の人間がいて、人目を気にせず行動することはなかなかむずかしい。 

よって、囲われた中庭や、家の一部に何も内空間を作り、自分だけが眺めたり、日光浴をすることのできる

屋外空間を作ること。すると、普通に庭や窓の外を眺めている場合とは異なり、他人との視線の交錯がなく、

他人を意識せずに屋外空間を独占し、自分だけの時間を過ごすことができる。 

 

個人の部屋の一面にガラス窓をつけ、その外に中庭をつくること。中庭には屋根はなく、他の部屋に面する

3 面は高めの塀で囲み、他人の視線が入らないようにすること。また、自分の部屋から中庭に出るためのド

アも設置し、自由に室内と屋外の行き来を可能にすること。真ん中の庭（7）の縮小版であり、自分だけの

部屋（正調・141）と結びつけるとより有効的である。 
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12．隣人の部屋* 

 

必ず隣人がいる。  

 

たとえ同じ所有者の家であれ、段差のちがう床を通して対面する部屋を持てば、それは他者を迎え入れる趣

のある空間となる。 

 

部屋と部屋との境に小庭を配したり、住宅を複数のボリュームによって構成すること。これらによって家の

表面積は飛躍的に増大し、細かいひだを生みだす。生きた仕切り（5）、なかなかたどり着かない玄関（3）

にも関連する。 

 

 

13．向こうが見えるドア 

 

屋外でも屋内でも、向こう側の空間が見えない 

ドアを開ける瞬間というのは、緊張を要するものである。  

 

ある空間から別の空間に移動するためには、その境になっている柵や門、ドアを通らなくてはならない。そ

の時に、これから移ろうとしている空間の現状を察することの出来る仕掛けのある門やドア（例えば部分的

にガラスが入っていたり、格子状であったり）であれば、開ける瞬間に無駄な緊張感を感じずに済むことが

できる。また、ドア自体に隙間があれば、そこから何が見える訳でなくとも、ドアの前に立った時の圧迫感

が少なくて済む事が挙げられる。したがって、 

 

来訪者を積極的に受け入れたい場所や、みんなが出入りする部屋などには、向こう側が見えるドアを設置す

ること。そうする事で、人々はドアの前で感じる緊張感を感じずに済み、気軽に様々な空間を出入りする事

ができるようになる。またそのドアの重さ、軽さを組み合わせることで開放的な重々しさなど多義的な効果

が予想できる。いたるところの穴（14）と組み合わせることも効果を生む。 
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14．いたるところの穴 

 

穴からは誰かが覗いているにちがいない。  

 

部屋のいたるところに穴をあける。大きな開口も穴として考えてみてもよい。例えば窓やふすまも穴として

考える。 

ちいさい穴から、大きな穴まで部屋は何とたくさんの人に見られているのであろうか。 

 

これは必ずしもよいパタンとは考えられない。しかしながら、ある特殊な目的を持った場合には有効である。

人を落ち着かせない部屋などである。また見られてもよい部屋を計画する場合、いたるところの穴をデザイ

ンすることは重要である。それは住み手の屈託のなさを象徴することになるからだ。どこでも玄関（9）も

参照のこと。 

 

 

15．でこぼこの壁* 

 

壁面に凹凸を作ることによって、新しい空間が生まれる 

 

もし壁面に凸凹があった場合、鑑賞者は必然的にその意味を問うてしまう。分かりやすい例は壁にうがたれ

た穴に照明が仕込まれ、そこに美術品がおかれていれば、その凸凹は美術品のためのちいさい部屋として理

解される。その他に分かりにくくかつ奥深い操作もある。たとえば、ほんの小さな凸凹でも、部屋内の離れ

た壁と呼応してそこにもうひとつのみえなく空間が意図されているように考えられる。あるいは内部からで

は全く意図できない凸凹がある。その場合鑑賞者は、何か外側にある空間や実体が作用して、このような凸

凹が内部に進入してきたと感じるだろう。以上のような方法を駆使して、複雑で見飽きない壁を作ることが

できる。 

 

壁の操作だけで、目的を達成しようとしないこと。常に内や外にある他の要素との対応関係によって、二義

的、三義的な空間を作るようにすること。それによってオープンスペースでありながら、自分だけの部屋（正

調・114）を作ることもできる。 
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16．タテヨコ** 

 

二次元の図面を描いただけではその空間は決して理解できない。 

 

単なる小部屋、廊下であっても、天井の高さに違いがあったり、また床の高さを違えたり、それらを組み合

わせることで空間の表情、意味を豊かにすることができる。みぢかな例では風呂底の高さが水場の床より一

段下げていることによって、入浴している時だけ風呂場がより開放的な空間として関知できる。 

 

日本建築における部屋の床の間の存在や天井の違いは、ちいさい部屋をより豊かに、奥深く、開放的に見せ

る方法である。同じ大きさの真四角の牢屋と比較してみれば、わかりやすいだろう。またタテヨコ（16）と

素材を組み合わせることによって、より効果的な効果が期待できる。障子、タイル、板目、独立柱、格子戸

など。足の裏の感触（6）も考慮したい。 

 

 

17．小さな水場* 

 

水は遍在する 

 

台所や洗面所から遠い部屋において、その部屋の中、あるいはごく近くに、小さな流しを設置する。手を洗

ったり、少しの渇きをいやしたり、カップや筆を洗うのに用が足りるほどでよい。ただしある程度の深さと

上部空間を必要とする。 

 

水が近くにあると言うことは人間に非常な安心感をもたらすものである。それは世界と私部屋がつながって

いることの証拠でもある。ただし水は強い。すべてのものは水によって普及させられるからだ。十分な防水

が必要となる。足の裏の感触（6）、凸凹の壁（15）、タテヨコ（16）などと関連して考えるべきである。 
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18．肛門** 

 

私的空間の極限が常に家の課題であった。  

 

家を公から私的空間への移行として考えていく時、その最後に何を置くかは常に問題となるテーマであった。

東宮堂同仁斎はその最後の書院棚を庭へと開放し、利休は床の間を塗り込め花を一輪飾り、社会的階級をそ

れによって調停した。 

 

このような解決法は、実は家を人体としてかんがえると容易になる。そう考えた場合、家には「肛門」が必

要である。それはさりげないしかし実に象徴的な換気扇でいいかもしれないし、あるいは直喩的に直接人間

の肛門に挿入するビニールチューブでもよいのかもしれない。家の肛門によって家造りは終了する。肛門に

達する前にはガリバートンネル（4）などの段階的な空間変化（いわば腸）をつけておくこと。 


