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This study aims to clarify the reality of people's lives and what they wanted from architectural specialists by using the " Utsukushii 
Kurashi no Techo," in which people from various walks of life talk about food, clothing, and housing, and to construct a new aspect of 
architectural history by people in the reconstruction period after the war. 
 
１． 研究背景 
 従来の近代建築史では戦後の復興を推し進める日本

において，住宅が不足する事態から一刻も早く抜け出

そうと，法整備などに奮闘する姿から，建築家たちが

小住宅を提案し経済と共に近代化の道を歩んで行く様

子が描き出されてきた．その反面，日本に住まう人々

は貧しさからの脱却を望み，日々を生き抜くことに必

死であった．建築界の動きと人々の実際の生活は乖離

しているが，建築史がなぞるのは前者の歴史となって

いる． 
２． 研究目的 
建築の専門家による歴史にはその住宅に住まう人々

や日々生活している人々の様子は多くは描かれていな

い．そのために，当時の建築界が一般の人々の建築，

主に住宅についての意見や考えをどのように住宅設計

や，小住宅のコンペ等に反映させたのかが明白でない．

『美しい暮しの手帖』では，建築家だけでなく，小説

家や画家，大学教授などの文化人から工場労働者など

様々な立場の人々が衣食住について語っている．人々

の生活の実態を知ることで建築の専門家に対し，人々

が求めていたことを明らかにし，戦災復興期における

建築史に建築の専門家でない一般の人々を介した新た

な視点を組み込むことを目的としている． 
３． 研究方法 
終戦後の 1948 年に創刊された『美しい暮しの手帖』

（1954 年に『暮しの手帖』に改称）において 1948 年か

ら 1950 年の間に刊行されたもののうち，住宅や生活に

ついて述べられている記事を対象に，当時の人々の生

活や住宅に対する考えを明らかにする． 
1950 年は，GHQ が 2 月に日本の工業生産が戦前の

レベルを回復したと発表し，第 4 次経済白書では， 
 

「昭和 24 年は終戦後の日本経済にとってまさに質的

転換の年であった」と記されている．そして，朝鮮戦

争が勃発し米軍特需の影響により徐々に経済が活発化

して行く年であることから 1950 年までの日本を戦災

復興期として取り上げる． 
４． 生活条件への批判 
住宅政策が打ち立てられ，住宅の坪数に制限が設け

られる中で，人々はいかに生活を豊かに彩ることがで

きるかを模索していた．舞台装置家である吉田謙吉に

よる「すまいのたしなみ」では二畳から六畳の和室で

工夫して暮らすための家具配置の案を提唱している．

吉田は，「思い切って板敷に改造できればそれに越した

ことはない．」[1]「六畳に一人住まうとするなら，二畳

だけをつまり三分の一だけはせめて板敷にしたいもの

だ．」[1]などと板敷により機能的に部屋を活用できるこ

とについて所々で語っているが，「実際的な生活条件が

許されないとしたら，（中略）畳敷はそのままにして」
[1]と，当時の経済状況からすぐには部屋全体を洋風に

することは難しいことを述べている． 
女優の田村秋子は戦後の必要最低限の物のみの自宅

について語った後，「どうやら生きてゆくといった程度

の者が，その上の営みをもつことは，現在の状況では，

持っての他だといふのなら，どうも仕方がありません

が，ただ生きていくだけなんて随分つまらないことだ

と思います．（中略）額一つ掛ける場所だけでも欲しい

と思います．こんな人間の気持ちはぜい沢の部に入る

のでしょうか．」[2]と述べ，住まう空間についてお金を

かけることは贅沢であるという認識が少なからずあっ

たことがわかる．その認識がある反面で，そうであっ

ても心に豊かさをもたらすものを住まう空間に求めて

いる人々の姿も散見することができる． 

１：日大理工・院（前）・建築 ２：日大理工・教員・建築 
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Figure 1. 『美しい暮しの手帖』に掲載された住宅や生活 

に関する記事一覧（1948〜1950年） 
５． 「合理化」による復興 
５－１．人々が思い描く暮らしと合理化 
そうした経済的な困難を乗り越えるために工夫して

暮らそうとする人々がいた．『美しい暮らしの手帖』で

は自らの手で住宅を建てたり，改築したり，家具を手

作りする人が登場する．その中で，「合理化」という言

葉や合理化を目指す記述が多く出てくる． 
建築家の柴岡亥佐雄は，「台所で暮す」と題し，「国

民も政府も，もっと真剣に努力しなければならない住

宅問題が，それにも拘らず一向に埒のあかない現状に，

とうとう私達自身で解決しなければならないと覚悟し

ました．（中略）住宅融資の問題も掛け声ばかりで実施

されては居ませんでした．」[3]と政府や制度に不満をこ

ぼしながら，ベッドを手作りし，その下を収納にした

こと，敢えて水回り以外の全ての部屋を一つの空間に

し，廊下の無駄をなくしたことなど自ら建てた住宅で

工夫した点を挙げている． 

              

Figure 3. 柴岡亥佐雄自邸平面図[4] 
これに伴い，編集部による誌面でもりんご箱を用い

た机の製作方法や，押入れの活用方法など住宅を「合

理化」する方法を特集している． 
 人々の求めた「合理化」は暮らす上での小さな工夫

がなされていることで，住宅という箱が持つ合理性で

はなく，住宅の中の生活を「合理化」し，改善すること

ができたかを重要視していたのではないだろうか． 
５－２．建築の専門家による合理化 
一方の住宅不足の解消を担う専門家側は，住宅の数

を増やすことに必死であった．1948 年 10 月に建設省

主催，毎日新聞社後援で「住宅合理化展示会」が開催

された．戦中の同潤会型の住宅からの脱却と住宅の合

理化と生活の共同化について一般の認識を高めること

を目的としていたが，「この展覧会が住宅合理化展覧会

でと名付けられているのは恐らく各戸の住宅計画を合

理的に行ったと云う意味らしいが，合理化ということ

は人民の生活水準の上昇を目指して現れたものである

限り，そのような立場の展示に合理化と名付けること

はできないのではなかろうか．」[4]などと建築界から評

された． 
建設省を中心とする住宅の普及を推し進める人々は

一般の人々の生活ではなく，住宅をいかに効率的に増

やすかということしか考えていなかったのである．つ

まり，ここでの「合理化」とはあまりにも単純すぎた

のである． 
６． まとめ 
人々は戦災から立ち直る過程で，経済的な苦難を抱

えながらも生活を元の状態に戻すべく奮闘していた．

しかし，政府が行っていた種々の政策は多くの国民に

とっては期待していたほど復興の力にならず，自らの

手で生活を切り開いていく必要があった．そうした実

情において，人々にとっての「合理化」は身近にある

もので生活用品を製作したり，住宅の間取りを機能的

にしたり，工夫して暮らすことを意味していた．一方

で建築の専門家にとってはどれだけ効率良く日本に住

宅を量的に増やすかを意味するものになっていた． 
立場の違いによるこうした認識や解釈のずれは戦災

復興期，そして過去の歴史に限らず現在でも多く起こ

っていることを自覚する必要がある． 
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掲載号 掲載ページ 筆者
1948-09（第1号） pp.66-69 吉⽥謙吉（舞台装置家）
1949-01（第2号） pp.16-17 新川暁⼀
1949-01（第2号） pp.63-64 三岸節⼦（画家）
1949-01（第2号） pp.82-85 ⿃⽻正（建築家）
1949-04（第3号） pp.6-7 編集部
1949-04（第3号） pp.8-9 編集部
1949-04（第3号） p.10 編集部
1949-04（第3号） p.11 柴岡亥佐雄（建築家）
1949-04（第3号） pp.46-47 宮澤俊義（東⼤教授、憲法学者）
1949-04（第3号） pp.67-68 ⽥村秋⼦（⼥優）
1949-04（第3号） pp.104-107 柴岡亥佐雄（建築家）
1949-04（第3号） pp.111-113 ⼭本半五郎（棟梁）
1949-07（第4号） pp.63-64 河盛好蔵（仏⽂学者）
1949-10（第5号） pp.13-15 ⼟屋健
1949-10（第5号） pp.29-33 塩⾕幸太郎、⽥中宗⼀
1949-10（第5号） pp.57-60 河村幸次郎（全国繊維製品協議会理事⻑）
1949-10（第5号） pp.99-100 ⼟屋健
1950-04（第7号） pp.16-17 ⿃⽻正（建築家）
1950-04（第7号） pp.22-28 ⽥岡則夫
1950-04（第7号） pp.53-55 ⼩倉遊⻲（⽇本画家）
1950-04（第7号） pp.75-76 猪熊弦⼀郎
1950（第8号） pp.21-25 永瀨義郎
1950（第8号） pp.50-51 安井曾太郎（画家）
1950（第8号） pp.57-59 市河三喜（英語学者）
1950（第8号） pp.63-64 上⽥千之（⼯場労働者）
1950（第8号） pp.65-67 福⽥恆存（⽂藝批評家兼劇作家）
1950（第8号） pp.70-71 中川善之助（東北⼤学教授・⺠法学者）
1950（第8号） pp.109 徳丸郭陽
1950-10（第9号） pp.18-20 ⿃⽻正
1950-10（第9号） pp.21-23 吉⽥実
1950（第10号） pp.24-26 三好正哉
1950（第10号） pp.37-41 ⼤熊喜英（建築家）
1950（第10号） pp.75-76 星野⽴⼦（俳⼈・⾼浜虚⼦の次⼥）
1950（第10号） pp.82-83 ⼩林⼀三（元阪急電鉄社⻑）

※ …建築家以外の肩書きを持つ⼈

タイトル

僕たちの家を⾒て下さい
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Figure 2. 柴岡亥佐雄自邸[4] 
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