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■　序章
　玄関は歴史的に都市と住まい、社会と個人の接続関係
が投影される多元的な領域性を有する空間として存在し
てきた。しかし、現代の住まいに目を向けると玄関が単
なる出入りのための開口部としての役割を担うにとどま
り、今や玄関がそれまで有していた領域性すら喪失しつ
つある。仮に玄関が社会と住まいの接続領域としての役
割を果たすのであれば、これからの新たな住まいの玄関
はどのような空間的可能性を拓くのだろうか。
　本論文では、近世および近現代の住まいにおける玄関
の領域性に着目し、歴史的な変遷および社会と個人の接
続形態の変化に基づいた玄関の意味性の変化を詳らかに
し、新たな住まいの玄関を提案する（なお、本論文にお
ける近世とは、明治時代以前までの社会を指し、近現代
とは今日までの社会を指す）。
　本論文の目的は、昨今の玄関にみるダイレクトな社会
との結びつきが住まいの空間的豊かさの喪失につながる
のではないかという問題意識のもと、玄関が領域として
の役割から境界としての役割へと変化したことで住まい
自体の在り方に変容が見られる点に着目し、玄関の領域
性を有す住まいのビジョンを見出すことである。帰結と
して提示されるのは、多元的な社会へのシークエンシャ
ルな接続を果たすための「ハブとしての住まい」である。
　研究方法として、第１章では近代化において玄関が領
域から境界へとその性質が変化したことを示すため、近
世の住宅玄関に現れる社会性から読み解く。第２章では、
前章とは逆説的に玄関を捉え、社会学の観点から現代に
おける住宅の「中身」に言及し、現代の玄関を考察する
上での規範となる住まいの在り方を提示する。第３章で
は、前章で社会学の観点から捉えた「思想・概念」に対
するモノとしての現れ「形式・空間」の在り方を明らか
にするため、住居計画学の観点からアナロジー的思考を
用い分析を行う。以上を踏まえ、第４章にて設計を行う
ことで「ハブとしての住まい」を提示し、第５章で結論
づける。
■　第１章　近世の玄関と社会
　日本の住まいにおける玄関の姿を確認するため、武家
屋敷・農家・町屋を対象に、社会の中でどのような空間
を生み出してきたのか確認を行う。その結果それらは、
置かれた社会の中で各種の制約を受けながらも家族の生
活の場を確保するため、公私の領域間のよりスムーズな
移行をはかると同時に必要なプライバシーを確保すると
いう役割を果たしていることが確認できた。

　次に近代の玄関の確認を行う。鈴木成文によると、近
世の住宅玄関では、玄関土間 2 畳分、玄関の間２〜３
畳という、広さをとる事例が多かったのに対し、現在
の玄関では、約 68％は一畳半以下の広さ、二畳以上は
22％だと述べる 1)。ここから読み取れるのは、社会との
応答機能が玄関扉周りに設置されるインターホン、ドア
スコープ、ドアポストといった設備に代替されたことで
ある。近世では玄関が領域として住宅と都市の豊かな関
係性を築いていたのに対し、近代化によってその領域が
縮小し、境界へと変容したといえる。
■　第 2章　玄関再考〈中身〉
　境界としての玄関に投影された社会構造を捉えるため
に、家族社会学の観点から「家族主義 / 個人主義」とい
う概念に着目し論述を行う。その結果、現代求められる
のは家族主義からの脱却であり、個人の主体性の確保と
社会的連帯を保証する家族以外の社会的関係の存在を確
保することである。子どもや高齢者といったケアを必要
とする存在に対し、個人主義的社会には限界があるため、
本研究における現代社会像は家族主義と個人主義の間に
あると考える。ここで示したのは画一化された家族像を
批判する相対化の作業からさらにもう一歩進み、多様性
の承認、また保証をするための検討の必要性である。
　次に、家族の側からの論理に対し、社会の側からの擦
り合わせを行うために、公共圏と親密圏に関する議論を
整理した。斎藤純一によれば、親密圏は必ずしも性や血
縁の結びつきに依らない具体的な他者の生への配慮 / 関
心をメディアとする、ある程度持続的な関係性と定義し
2)、血縁関係に縛られ社会から抑圧的な共同体としての
家族を批判対象として捉える。また三上剛史は現代社会
における公共圏と親密圏の問題を「シンボリックなもの

（結合と連帯を生む契機）」と「ディアボリックなもの（分
離と個別化を生む契機）」の対比として検討を行い、公
共圏と親密圏は結合的側面の強調により成り立つ反面、
ディアボリックな側面が中心的な論点とされていないこ
とを指摘する 3)。現代において、シンボリズムとディア
ボリズムをいかにして個人がコントロールできるのかど
うかは重要な課題である。さらに上記の議論での現代的
変容の典型領域として、インターネット上の公共圏を巡
る議論を取り上げる。遠藤薫はインターネット社会によ
り個人や集団が相互作用し、複層的な小公共空間にも多
元帰属していると述べる 4)。つまり現代の我々は、親密
圏と公共圏それぞれが一元的なものではなく、多元的な
ものであると認識する必要がある。



■　第 4章　設計提示
　本章では、前章までを踏まえ現代における玄関の在り
方を、架空の敷地を対象に設計を行い提示する。敷地（fig. 
5）は郊外住宅地の南東角地かつ北面は施主親戚の家へ
とつながる（fig. 6）特徴があり、４人家族が住む。提示す
る手法は、共用空間に続く玄関と各個室それぞれに玄関
を設けるということである。ここで描かれるのは、個人
と共同体それぞれが玄関を構えたことによる、個人と共
同体が相互作用し、多元的な社会との応答関係がもたら
される「ハブとしての住まい」である（fig. 7）。
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■　第 3章　玄関再考〈器〉
　前章にて整理した〈中身〉に対し、本章では住居計画
学の観点からアナロジー的思考を用い、器に関する分析
を行う。方法として、1919 年事例 5)、1966 年事例 6)、
2021 年事例 7) を対象に、各時代の状況とその比較を通
して分析を行う。
　（fig. 1）は、各時代の玄関の接続先を示したものであ
る。1919 年事例では、玄関が複数の接続先を持つ事例
が全体の 95％を占めるが、以降の事例では全てが単一
の接続先しか持たない。また（fig. 2）を見ると、勝手
口を持つ住宅が大幅に減少していることが分かる。これ
らの分析は、住宅と都市の関係性が一元化している状況
を示すと考えられる。

　次に住宅内での玄関と諸室の関係性についての分析を
行う。（fig. 3. 4）は、住居内諸室の相対的なプライバシー
を、住居内に存在する境界によって諸室の等級が変化す
る、という方式にて模式化したものである。

　（fig. 3. 4.）を比較すると、1919 年事例では玄関が複
数の接続先を有するかつ複数の出入口を持ち、各諸室が
多様な社会との接続を果たしているのに対し、1966 年
事例では玄関の接続先が単体かつ出入口が玄関のみで、
諸室は居間を介さねば社会と接することのできない、家
族主義的な在り方を示す。また特筆すべきは、1919 年

事例の台所と女中部屋である。これらは複数のプライバ
シーの等級に属し、多義的な室の在り方を示している。こ
れは、二つの出入口を有したことで距離と境界の度合い
が異なることを示している。
　このような、個人や集団によって室のプライバシーの
度合いをコントロールできる状況が現代住居に求められ
ており、それを達成することが、玄関に求められる意義と
いえる。

■　第 5章　総論
　本研究では玄関を多元的な領域性を有する空間と捉
え、新たな在り方の考察を行った。多種多様な社会単位、
家族の在り方が存在する現代において、住まいもまた多
元的である必要がある。玄関は住宅と都市の分割と結合
を果たす空間であり、それらの関係性を投影する領域で
ある。また帰結として提示されたのは、多元的な社会へ
のシークエンシャルな接続を果たすための、複数の玄関
によって構成された「ハブとしての住まい」である。
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fig. 1 玄関の接続先とその変遷

fig. 7 玄関の性質と役割の変遷

fig. 6  親戚の家から敷地を見るfig. 2 勝手口の有無と変遷

凡例

近代以前 近現代 現代

個人と共同体それぞれ玄関を持つ
↓

多元的なハブとしての玄関

玄関の役割が玄関扉に代替
↓

閉鎖的なポイントとしての玄関

家族と社会の応答関係を確認
↓

両儀的なゾーンとしての玄関

玄関 個人

個人

住戸
（プライバシー）

都市
（パブリック）

参考文献　
1)『住居における対社会性の変遷と構造』（鈴木成文 / 財団法人新住宅普及会住宅建   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　  築研究所報 /1984 年）
2)『親密圏のポリティクス』（斎藤純一 / ナカニシヤ出版 /2003 年）
3)『社会学的ディアボリズム』（三上剛史 / 学文社 /2013 年）
4)『ソーシャルメディアと〈世論〉形成』（遠藤薫 / 東京電機大学出版 /2016 年）
5)『日本住宅建築図案百種』（金子清吉 / 建築書院 /1919 年）
6)『メートル法による住宅平面図集』（住宅金融普及協会 / 新建築社 /1966 年）
7)『住宅カタログ』（一条工務店・LEO HOUSE・Panasonic Homes・AERA HOUSE・
　  LIXIL・トヨタホーム・sweeden house・積水ハウス /2021 年閲覧）

fig. 3
1919 年事例：「居間・客間・廊下接続型 / 勝
手口有り」プライバシーの等級を示す模式図

fig. 4
1966 年事例：「居間接続型 / 勝手口無し」

プライバシーの等級を示す模式図
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fig. 5 敷地条件


