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2016 年 4 月に設置された「日本建築和室の世界遺産的価値特別調査委員会」の研究活動は、2019 年 4 月に建築計画委

員会内に設置された「日本建築和室の世界遺産的価値WG」に引き継がれ、今日に至っている。その間、2017 年 4 月

～2020 年 3 月には、科学研究費補助金を得て「日本建築和室の世界遺産的価値に関する建築学的総合研究」を実施し

た。本稿はその一連の研究活動の成果の一部であり、それぞれ研究会や開催したシンポジウムでの研究組織メンバー

およびお招きした専門家の発表内容（講演録、提供資料等）計 34 件の要約をまとめ報告したものである。 

 

The research activities of the " special investigation committee on the world heritage value of Washitsu" established in April 2016 

were taken over by the "WG on the world heritage value of Washitsu" established in the Architectural Planning Committee in April 

2019. Meanwhile, from April 2017 to March 2019, we received Grant-in-Aid for Scientific Research and conducted an "architectural 

comprehensive study on the world heritage value of Washitsu". This paper shows a part of the results of the series of research activities, 

and summarizes 34 presentations (lectures, etc.) by the research organization members and invited experts at the study groups and 

symposiums held, respectively.  

 

和室，日本建築，茶室，畳，座敷，書院造 

Washitsu (Japanese-style rooms), Japanese architecture, tea room, tatami, Zashiki, Shoin-zukuri 

 
はじめに－本稿の概要－ 
 

1 年程の準備期間を経て、2016 年 4 月、日本建築学会
内に「日本建築和室の世界遺産的価値特別調査委員会」
を設置し、本格的な研究の進め方に関する検討等の準備
を行った。2017 年度～2019 年度には、科学研究費補助金
を得て「日本建築和室の世界遺産的価値に関する建築学
的総合研究」を実施した。学会内では 2019 年 4 月より建
築計画委員会直属の「日本建築和室の世界遺産的価値
WG」として活動を継続している。本稿はその一連の研究
活動の成果の一部である。この研究活動に関わった研究
組織の構成員は末尾に記した通りである。 
この中の特に科学研究費補助金による「日本建築和室

の世界遺産的価値に関する建築学的総合研究」では、研
究課題を大きく 4 つに分け、それぞれに対応するWG を
組織して研究を進める方法をとった。研究内容としては、
それぞれに応じた文献調査、聞き取り調査、アンケート
調査、公開討議等によった。 
(1) 和室の仕組み・構成と世界遺産としての意味（主と

して「和室の統合的価値研究WG」が担う） 
(2) 和室の建築文化・生活文化および生産上の歴史と位

置付け（主として「和室の史的展開研究 WG」が担
う） 

(3) 市民生活とわたしたちの住宅での和室の位置付けと
将来（主として「現代日本における和室研究 WG」
が担う） 

(4) 社会に対する研究成果の公開による世界遺産認証の
活動の基盤形成（「和室の統合的価値研究WG」が担
う） 

研究成果としての講演抄録 
 
 ここでは、上述した 4 つの研究項目に関して、2020 年
度までの、それぞれ研究会や開催したシンポジウムでの
研究組織メンバーおよびお招きした専門家の発表内容
（講演録、提供資料等）計 34 件の要約をまとめ報告する
形をとる。なお要約（一部抜粋を含む）はすべて松村に
よる。 
 
(1) 和室の統合的価値研究 
（ⅰ）有形文化としての和室の特異性 
 
「和室に現れる日本建築文化の本質」 
（要約：内田祥哉氏講演 2017 年 12 月） 
柱や壁を移動した跡が残らないということが日本建築

の特徴ではないか。例えば、関東大震災の直後に建設さ
れ、解体したのが 2009 年という庶民の住んだ長屋の例で
は、住み心地を良くするために改造されている。その内
容を見ると、階段の位置を動かしている、便所も洋式に
するために面積を変えている、外壁を移動して増築をし
ている。そのようなことができる仕掛けに注目すると、
先ず３尺のモデュールという国民が有する共通の空間認
識が、それを可能にしている。畳のモデュールには種類
が多いが、90〜100cm の範囲だから、素人が図面を描い
て注文が出来、大工がそれを見て家を建てられる。次に
和小屋でないとできないということ。合掌、トラスでは
自由な増改築に対応することが難しい。しかも、和小屋
は雨仕舞のための寄棟とも組み合わせられる。その和小
屋は 14 世紀くらいにできる。そして 15 世紀くらいから
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それが整理されて、現代に至っている。 
日本の木造建築にはたくさんの種類があり、価値観も

多様である。わかりやすいのは書院。節がない方が良い。
木目は板目より柾目。そして柾目の中でも目の細かいも
のが良い。加工は正確で表面がなめらかなものが良い。
ところが、数寄屋の場合は、独特な個人が良いと言えば
良い。節があっても笑窪という。これは数寄屋の例だが、
書院と比べて一見何の変わりもない。しかし右の柱のと
ころに板目が付いている。これ一つ付いているだけで書
院造としては失格。次は堀口捨己の茶室で、角のピンと
した柱。堀口先生はそのような柱のままでは数寄屋にな
らないということで、角を手斧で斫っている。手斧で斫
ったところに長押が当たると光付になる。そうすること
で、柾目の材も数寄屋になる。次に民家。その評価軸は
雨漏りと強度だと定義したい。 

後に、隙間嵌めと締まり嵌めの話。ものの並べ方は、
隙間を入れる並べ方と、隙間を作らない並べ方があると
モデュール委員会で考えた。その時の委員長は池辺さん
で、「隙間嵌め」と「締まり嵌め」という名前で区別しよ
うということになった。大工が作った枠の中に畳を入れ
る場合、そこに目地はなく、少し大きめに作って、ぎゅ
っとはめ込む、それを締まり嵌めと呼ぼうということだ
った。「隙間嵌めと締まり嵌め」はかなり違った意味を持
っていて、隙間嵌めというのは、与えられた枠の中でも
のを造っていく限り、他の工事に一切かかわりがなく、
自治を守るヨーロッパ的な感じがする。それに対して「締
まり嵌め」はマナーが根本的に違う。この辺が日本建築
らしさではないかと思う。 
 
 
「茶室学から見た和室」 
（要約：藤森照信氏講演 2017 年 12 月） 
「待庵」というものが約四百年前に出来、茶室はここ

で根本的に変わる。一つは、畳を切ったこと。畳はまず
天皇が使ったもので、それから貴族の家の床の板敷きの
上に敷き廻すようになった。中村昌生先生によると、利
休の時代の堺の商人の家に畳は敷かれていなかった。し
かし茶室をつくるとそこには畳を置いた。当時は茶室の
ことを「座敷」と言っていた。「茶室」という名前は武田
五一が付けたもので、それ以前は「数寄屋」、「囲い」、「座
敷」と呼んでいた。そういう貴重な畳を切った。これは
本当に画期的なことだった。何を利休はやろうとしたの
か。書院造という安定した形式を破りたかったんじゃな
いか。利休は様式から脱して究極の建築を作ろうとした
んじゃないかと思う。建築の atom を利休は求めていたの
ではないか。 
利休が待庵を作ってそれが数寄屋を生み出す。ここか

ら日本の住宅建築はあまり変わっていない。格式張った
儀礼的な場には書院造、もうちょっとゆっくりしたいと
ころは数寄屋にして、また茶室は粗末な作りだけど特別
な座敷として付設する。次に変わるのは…。藤井厚二の
聴竹居(昭和 2 年)。藤井厚二は日本建築について難点を
感じていた。それは、寒いということ。そして、もう一
つ重要なテーマがあった。美学をどうするか。彼は茶室/
数寄屋に辿り着き、それを近代化しようと考える。藤井
を京大に呼んだのは武田五一。武田は伊東忠太の法隆寺
の実測調査に駆り出され、帰ってきて卒論を書く。テー
マは茶室。 初に日本の伝統建築として発見されたのは

法隆寺。次に発見されたのは茶室。藤井厚二は床をどう
するかということも 初に考えた。畳だけ一段上げる。
そして洋風の部屋は床を一段下げる。和洋で二段にわけ
るということをする。そうしてできた食堂の四畳半。こ
れは残月亭。利休の作った「色付九間」という聚楽第に
つくったものがあり、これは残月亭よりもう一回り大き
く上段が二段になっているが、残月亭の上段が原型では
ないか。これの真似をした人を調べてみたら、村野藤吾、
堀口捨己、吉田五十八、吉村順三。聴竹居は伝統を意識
してモダンをやろうとして、利休に学んだと解釈できる。
木造でモダニズムをやるというのは日本だけの現象だが、
これが多くの若い建築家につながっていく。 
茶室は、中世が終わって近世が始まる時の重要な働き

をした。400 年して、日本が伝統木造の近代化をどうす
るかというテーマについて、茶室は藤井厚二を通して決
定的な影響を再び与えた。もし茶室がなかったら、日本
の建築史は四百年前の書院造で止まっていたのではない
か。 
 
 
「敷き詰め畳システムの成立とその普及」 
（箇条書き要約：平井委員） 
〇古代における畳 
平織りの筵：縄文時代から存在／一目に経糸２本→九州
北部の甕棺から出土した弥生時代の物が 古／『随書』
（636 年）にも記録有／「畳」の表記： 古は『古事記』
（712 年）／当時は敷物の総称。薄い物で材質は様々。幾
重にもたたみ重ねた敷物に用いられた／正倉院の「御床
畳」［ごしょうだたみ］（756 年）、寝具→サイズは
118×237mm（長手は推定）厚みは６cm（三枚・二つ折り
で六重＋表の藺筵＋裏の麻布）→御床の水平面は板では
なく角材が平行に並ぶ形／『続日本記』（770 年）にも畳
職人に関する記載あり／家型埴輪にも記録がある 
〇中世以降の畳の形状の発展 
12 世紀後半：柔らかい・薄い、長方形になっていない（短
辺が弧を描いている）／13 世紀：厚みが増す．縁付きだ
が巻ける物も存在／14 世紀：貧しい家でも角張った厚み
のある畳。長方形が整然と並ぶ。畳の長辺が柱間と一致
／古くは『延喜式』（967 年）から、官位と畳の大きさ・
素材が規定、後も継続的に／15 世紀：畳の形状・構造が
整い、大きさも安定→縁の種類で身分の差を区別／藁床
の製法が確立  
〇床材としての畳の成立 
必要なところだけ畳＋残りは板敷→必要な部分とその他
の部分に畳＋残りは板敷／14 世紀に近づくほど後者が
増えてくる。広い部屋でも見られるようになる／当初は
板敷の床の上に畳を置いていた→14 世紀には畳が敷居
の高さ以下に納められるようになっていった→畳が「床
材」として扱われ始めた／間仕切りの発達により、面積
の小さい部屋から敷き詰められるようになった／15 世
紀半ば以降から、20 畳以上の大部屋でも敷き詰められる
ようになった  
〇畳の普及 
鎌倉～室町期、書院造の完成、武家住宅で敷き詰められ
るようになる／茶室建築から町家に／12 世紀後半から
14 世紀：敷き方・形状が形成され、庶民にも徐々に普及
してゆく／明治～昭和：地方農家にも普及。「アゲダタミ」
の風習／18～19 世紀：『日光社参資料』などから 畳の
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