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第 18回講義（文化）                          2019年 10月 26 日 

ひとり空間、都市はソフトなコミュニティを創れるか 

                     明治大学情報コミュニケーション学部 准教授 

                                       南後 由和 

１、はじめに 

■個人か集団か、有名か無名か 

今日の講義タイトルは、事務局の方に付けていただいたものなのですが、「ソフトなコミュニティ」の

対語は「ハードなコミュニティ」です。「ハードなコミュニティ」を地縁などにもとづく従来型のコミュ

ニティだとすると、それとは異なる、これからのコミュニティのあり方を模索するために、今日は私が

昨年出版した『ひとり空間の都市論』という本にもとづく、「ひとり空間」という切り口からお話をして

いきたいと思います。 

自己紹介を兼ねて、右の図を使いながら、私がこれま

でどのような研究をしてきたのか、キーワードレベルで

説明します。タテ軸は集団と個人、ヨコ軸は無名と有名

です。私は都市・建築をめぐる有名性と無名性、個人と

集団のあり方に関心を持ち、本や論文を書いてきました。 

まず建築家の有名性と無名性についてですが、市庁舎、

博物館、美術館、図書館、学校などは有名建築家が設計

することがあるのに対し、ショッピングモールや広場な

どの設計者は無名であることが多いです。近年は有名建

築家の中でもとくに隈研吾さんの勢いがすごくて、新歌

舞伎座、新国立競技場、高輪ゲートウェイ駅などの設計

を手掛けています。有名建築家のクライアントがどういう人なのかというと、代々木体育館、新旧都庁

舎、広島平和記念公園などを設計した丹下健三さんなどの世代は、住宅の設計は生涯で 2、3 回くらい

しかしておらず、多くは官公庁です。磯崎新さんや黒川紀章さんの世代になってくると、横尾忠則さん

など文化人の住宅やアトリエを設計し、近年になると若手建築家は一般家庭の住宅を手掛けています。

クライアントの変遷を分析すれば、時代ごとに建築家の社会的地位がどのように移り変わってきたかが

わかります。 

図で集団と個人、無名と有名の軸が交わるところに、グラフィティ／落書きと書いてあります。グラ

フィティ／落書きは一方から見ると器物破損という「犯罪」ですが、他方ではストリートアートなどの

「芸術」として注目されています。例えばバンクシーの作品は高値でやり取りされていて、無名だった

グラフィティ・ライターが有名になっていくことがあります。また、個人でグラフィティ／落書きを描

く場合もあれば、グループで描く場合もあります。このような無名と有名、個人と集団の中間に位置す

るグラフィティ／落書きに代表される、都市のサブカルチャーについても研究してきました。 

 

２、「おひとりさま」の社会背景 

■「単独世帯」が一般化 

今日は、空間を設計している人は無名で、そこを利用している人は個人である「ひとり空間」につい

てお話します。「おひとりさま」という言葉が、2000年代以降に流通するようになりました。そのきっ

かけとなった主な本が、30～40代の単身女性である「おひとりさま」に消費文化の視点から注目したジ

ャーナリストの岩下久美子さんの『おひとりさま』と、社会学者の上野千鶴子さんが著し、単身高齢者

に着目した『おひとりさまの老後』です。これらの本の出版をきっかけとして、「おひとりさま」という

言葉が、マスメディアでも定着するようになりました。その背景には、前者では晩婚・非婚化、後者で
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は高齢化がありました。また、2010年の国勢調査がターニングポイントとなっており、この年を起点に

した過去 5年間で、「単独世帯」が「夫婦と子供から成る世帯」を上回って、もっとも多い家庭類型にな

りました。つまり、「単独世帯」がもはや珍しいものではなく、むしろ一般化したことが明らかになった

のです。 

■マーケティングの論理も 

ただし、「おひとりさま」という言葉は、「ひとり」という言葉の前

後に「お」や「さま」が付いている点が少し奇妙です。この言葉は、

飲食、家電、旅行業界などが市場拡大を目指すためのマーケティング

の論理と無縁ではありません。例えば30～40代の単身女性の多くは、

20 代のひとり暮らしをしている人に比べ、生活費に回すお金に余裕

があるため、飲食、美容、旅行業界などの市場のターゲットにされて

きたと言えるからです。 

『東京ウォーカー』（2017）の「おひとりさま専用特別号」（左写真）

は「一人の方が人生得する！」と呼びかけ、ひとりカラオケ、ひとり

鍋など、ひとりで楽しめるアクティビティを色々紹介しています。ほ

かにも『男の隠れ家』などの男性誌での特集もあり、女性だけでなく

男性もターゲットに含まれています。そして、このような「おひとり

さま」系の雑誌に共通しているのは、ひとりでいることを肯定的に捉

えるという方向性を持っていることです。 

■ネガティブなイメージも 

もちろん、ひとりをめぐる現象は、肯定的かつポジティブなものばかりではなく、「引きこもり」「孤

独死」「無縁社会」といったネガティブなイメージとも結びついています。そのため、「おひとりさま」

という言葉を無自覚に使ってしまうと、ひとりでいることを肯定的に捉える風潮やマーケティングの論

理にいつの間にか加担してしまうことになってしまいます。 

いま街の書店やネット書店には、孤独をめぐる心の持ちように指針を与えたり、逆に不安をあおるよ

うな本があふれています。私の場合は、社会学を軸に都市・建築を研究対象としていますので、ひとり

をめぐる心理や人間関係というより、ひとりをめぐる現象が空間的にどう立ち現れているのかというこ

とに焦点を絞ってきました。そこで「ひとり空間」という言葉を用い、『ひとり空間の都市論』という本

を出版しました。 

 

３、「ひとり空間」の定義 

■何らかの仕切り、「ひとり」である「状態」 

私は「ひとり空間」を、何らかの仕切りによって、「ひとり」である「状態（state）」が確保された空

間と定義しています。何らかの仕切りとは、目に見える仕切り（visible）と、目に見えない仕切り

（invisible）に区別されます。前者は、部屋の扉や居酒屋の衝立などの物理的な仕切りです。後者は、

例えば携帯電話やスマホなどのモバイル・メディアを使っている時に、目に見えない仕切りが立ち上が

っているという意味です。 

「状態としてのひとり」という見方は、単身者であるか否かにしばられずに、「ひとり」のあり方を時

間と関係づけながら捉えるということです。例えば家族と住んでいる人でも、学校や会社に行くための

移動のプロセスにおいて、ひとりになる時間があり、トイレにいる時もひとりの時間が確保されている

ということです。ですので、単身者以外の人たちも「ひとり空間」の対象者として扱っています。 

■匿名性、離脱、モビリティ 

さらに詳細に見ていくと、「ひとり空間」には、ほかに 3 つの特徴があります。1つ目は、「ひとり空

間」では、匿名性が確保されているということ。2つ目は、「ひとり空間」では、家族、学校、職場など

の帰属集団から離脱している状態であるということ、3つ目は、「ひとり空間」は、自宅やトイレの個室
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のように動かない空間だけではなく、移動可能性というモビリティと結びついて、どこでも出現しうる

ということです。 

■3つの側面から考察 

ここからは「ひとり空間」について、3 つの側面から考えていきたいと思います。１つ目は、都市に

見られる普遍的な空間としての「ひとり空間」という側面に着目します。東京のように、サラリーマン、

学生、観光客らが国内外からやってきてはやがて出て行くという、流入と流出が繰り返し起きているの

が都市です。異質で多様な「ひとり」が集まるがゆえに、都市ではいかにプライバシーを確保するかと

いうことが重要となってきました。都市では地域のしがらみから解放されて「自由」になる一方で、「孤

独」という問題にも直面します。2つ目として、「ひとり空間」のあり方は、それぞれの国ごとに違うロ

ーカリティを持っているので、日本特有の空間という側面に着目します。3つ目は、携帯電話、スマホ、

SNSといった情報社会特有の空間の側面に焦点を当てます。 

 

４、都市と「ひとり空間」 

                       ■多様な「ひとり」による実験室 

都市において「ひとり」であることは、異常ではなく「正常」なことです。そもそも都市では人種、

宗教、思想などが異なる多様な人びとが集まり、そのような異質な者同士が交わることによって、新し

い文化や芸術が生み出されてきましたが、その一方で、都市では様々な軋轢や排除も生じています。私

は、都市とは、多様な「ひとり」が異質性を保ったまま共存するための実験室であると考えています。

都市は血縁や地縁の括りが弱く、自由と孤独の両義性を内包しています。また、進学、就職、観光、留

学、海外赴任などの移動可能性に満ちていて、単身者向けのビジネスホテルなどの集積度も高くなって

います。 

■街全体が自分の家 

1980年代から 90年代にかけてコンビニが増殖した時に、自宅の中に冷蔵庫や電子レンジや本棚を持

たない若者が増えました。なぜかと言うと、すべてコンビニで事足りるからです。これまで住宅の内部

にあった機能を、コンビニ、ファミレス、カフェなど都市に集積する諸施設に依存、寄生することで代

替するようになりました。住宅機能の外部化が進んだということです。都築響一さんの『TOKYO STYLE』

（1993）という本（右写真）に、当時のひとり暮らしの人の部

屋の写真が数多く掲載されています。多くの部屋は 4畳半か 6

畳くらいと狭小なので、住人たちは様々な外部の施設に依存

し、移動しながら、それらをネットワーク的に使いこなす都市

的生活様式を身につけています。いわば、「街全体が自分の家」

という感覚を持っているわけです。 

イギリスの社会学者のジョン・アーリによる「中間空間」と

いう概念があります。アーリは、移動によって生み出される、

家、仕事、余暇、社交の合間にある空間を「中間空間」と呼ん

でいます。例えばカフェ、駅前のお店、空港など、モビリティ

と結びついて移動する先々で立ち現れる空間を指していま

す。JRの東京駅や新宿駅にある「ステーションワーク」もそ

れにあたります。パソコンなどを使って作業ができる個室のオフィススペースです。近年の「ひとり空

間」は、モバイル・メディアの普及によって、「中間空間」により多く出現するようになりました。 

 

５、日本と「ひとり空間」 

■日本の都市で主流のワンルーム・１K 

日本の都市の賃貸住宅は、ワンルーム・１Kが圧倒的に多く、近年は寝る場所は個室で、キッチンや

リビングはシェアするというシェアハウスが増えています。そうすることで、ひとり暮らしでは得るこ
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とが難しい大きな冷蔵庫や豪華なキッチン、広いリビングルームを使えます。そこでは趣味や嗜好の合

う人同士が、コミュニケーションをはかって、血縁や地縁とは異なるコミュニティを形成しています。

ホテルではカプセルホテル、商業空間ではネットカフェや漫画喫茶など、「ひとり空間」が海外に比べて

質量ともに充実しているというのが、日本の都市空間の大きな特徴です。リクルート住宅総研の調査に

よると、2010年時点で、東京の賃貸住宅においてワンルーム・1Kが占める割合は 24.6%で、ニューヨ

ークの 2倍、ロンドンの 3～4倍にのぼり、単身世帯に限れば東京では 54％がワンルーム・１Kに住ん

でいます。 

住宅の例を見ても顕著なように、日本に「ひとり空間」が多いのはなぜでしょうか。「ひとり空間」は、

それぞれの国や都市や地域における公・共・私、すなわち何をパブリックなものとし、何をコモンなも

のとし、何をプライベートなものとするのか、それらの間にどういう境界があるのかという社会的形態

の現れだと思います。そのため、日本における人間関係や個人と集団の関係などにも目を向けていく必

要があります。 

■「ウチ」から「ソト」に出ると孤立 

社会人類学者の中根千枝さんが著した『タテ社会の人間関係』という古典があります。この中で中根

さんは、日本社会は家、学校、会社などの小集団の「ウチ」での一体感や帰属意識が強いが、小集団の

「ソト」に出ると、個人は孤立性を高める傾向があると指摘しています。「ウチ」から「ソト」に出てし

まうと、どう振る舞っていいかわからない。ひとり同士のコミュニケーションに戸惑ってしまうのが日

本人の気質だというわけです。また、都市社会学者の重鎮である磯村英一さんは、家を「第一空間」、学

校や職場を「第二空間」、盛り場などを「第三空間」に分類しました。中根さんと磯村さんの見方を掛け

合わせれば、日本人は「ウチ「から「ソト」に出た「第三空間」では「ひとり空間」を欲する傾向があ

ると言えます。 

■閉鎖性と相互浸透性が共存 

フランスの地理学者オギュスタン・ベルクは、『空間の日本文化』という本の中で、日本の空間および

社会には、高い人口密度への適正や素質として、細分化と均質性、閉鎖性と相互浸透性が共存している

と指摘しています。細分化と均質性については、日本のワンルームマンションやカプセルホテルがわか

りやすい例だと思いますが、空間がどんどん細分化されて狭小空間化していくけれども、それぞれの空

間はまったく均質であるということです。次の閉鎖性と相互浸透性というのは相矛盾することであり、

この辺りが日本の空間の曖昧さであり、面白さだと思います。細分化と均質性が徹底された空間は他者

とのコミュニケーションを遮断するので閉鎖性が強いのですが、日本の住宅が持っている仕切りは、障

子、襖、すだれ、暖簾など多様であり、場合によっては光や風や音などを通しますから、そこには相互

浸透性があるということです。 

■音に鈍感、視線に敏感な日本人 

アメリカの人類学者のエドワード・ホールが興味深い指摘をしています。彼は『かくれた次元』とい

う著作の中で、日本人は音に対して鈍感で、視線に対して敏感であると指摘しているのです。例えば、

居酒屋で衝立があれば、隣でどんちゃん騒ぎをしていてもあまり気にならない。つまり、音に鈍感なの

に対し、カフェとか喫茶店などでは視線を合わすのが苦手で、すぐに視線をそらし会釈もしない。ホー

ルの指摘は、日本の飲食店などにおいて、なぜ物理的な間仕切りが多いのかのヒントになると思います。

私は先月まで、オランダ、ロンドン、ニューヨークで生活していましたが、みんなお互いのことはあま

り気にしていません。日本は外国人が増えたと言っても、基本的には均質的、同質的な社会ですから、

お互いの微細な差異に対する解像度が高く、ちょっとした違いに敏感に反応します。それが日本の職人

技術などに表れているといった面もあるのですが、他者からどう見られているかを過剰に気にする傾向

があるように思います。 
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６、情報社会と「ひとり空間」 

■常に誰かとつながっている 

モバイル・メディアの普及によって、「ひとり空間」はいつでもどこでも出現し、さらに物理的な間仕

切りも必要としなくなりました。また、「常時接続社会」にもなりました。つまり、インターネットや携

帯電話が出てきた頃は、接続料金や接続時間を気にしなくてはならなかったのですが、2010年代以降、

Wi-Fiの普及でそれらのことをあまり気にしなくてもいいようになりました。スマホや SNSを介して、

常に誰かと接続している状態となり、とくにインスタグラムやツィッターなどをよく使っている若者は

相互監視の状態に置かれています。 

■同居する接続指向と切断指向 

「常時接続社会」は、相反する 2つのベクトルを持っています。誰かと常につながっていないと不安

に感じるという「接続指向」をもたらしている一方で、相互監視されていることがストレスにもなり、

つながりから切断して、ひとりになりたいという「切断指向」が生じています。ひとりになることが難

しい時代になったがゆえに、常時接続の状態を切断してひとりになることが、より貴重なことであると

捉えられるようになっているのです。 

若年層の間では、ひとりぼっちの状態を揶揄する「ぼっち」という言葉が使われています。今の学生

は授業をひとりで受けることを否定的に捉えていて、ツイッターなどで「この授業は、ぼっちだ」と自

虐的につぶやきます。ひとりでいることに対する他者の視線を気にした自虐的な言葉です。 

■個人向けビジネスが拡張 

ネットショッピングについて考えると、そこでは仕様が個人用にカスタマイズされ、情報の履歴も個

人化しています。家族で買い物をするような感覚は、ネットショッピングでは味わうことが難しいと思

います。また、スーパーやコンビニの商品の小型化、個装化が進んでいます。単身者向けの商品の需要

が高まっていることの反映です。このように個人をマーケットにしたビジネスが、情報化と連動した消

費社会が進展したかたちで展開しています。 

空間に関して言えば、携帯電話、スマホ、SNS の普及は、空間利用の個人化を推し進めると同時に、

新たな空間の共有化を促しています。ここからは、そのような事例をいくつか紹介していきたいと思い

ます。 

 

７、ケーススタディ 

 １）大学学食＝大東文化大学・東松山キャンパス 

■ウィン・ウィンのひとり専用「スピード席」 

「便所飯」という言葉があります。ひとりで昼ご飯を食

べている姿を周りから見られることを避けるため、トイ

レの個室で食べる現象を指しています。そんな風潮の中、

近年、大学の学食では、ひとり専用の席が増えるようにな

り、大東文化大学は学食の「ひとり空間」化を最初期に始

めた事例として、マスコミにも取り上げられてきました。

ひとり専用にアレンジされた席は、テーブルとイスは従

来のままですが、テーブルの中央が半透明のパーティシ

ョンで区切られていて、視線を遮断することができるよ

うになっています。食事を済ませたらすぐに席を立つと

いうことで、「スピード席」と書かれています。同大学がひとり専用席を設けたのは、保護者会からの要

望がきっかけでした。というのも、学食が部活やサークルの人たちの集団で占拠され、ひとりの人が使

い辛くなっているという状況に対し、保護者会がクレームをつけたのです。「スピード席」では座席の回

転数が上がりますから、学食を運営する会社にもメリットがありました。ちなみに、私が勤務する明治

大学の和泉キャンパスの学食（上写真＝南後撮影）にも、格子状の間仕切りが設けられています。 
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２）半個室型ラーメン店＝一蘭 

■徹底されている非関与 

一蘭という半個室型ラーメン店では、一人ひとりの席が間仕切りで仕切られています。正面に短めの

暖簾があり、下の隙間から店員さんがラーメンを差し出してくれますので、お客さんと店員さんは目を

合わすことがありません。券売機で券を買い、替え玉を注文する時も声を発する必要はなく、替え玉プ

レートを所定の位置に置けばチャルメラの音が鳴り、替え玉を運んできてくれます。お客さんと店員と

の「非関与」が徹底されているのです。 

そもそも一蘭が間仕切りを設けたのは、ラーメンを食べることに集中してもらいたいためで、正

式には「味集中カウンター」と名付けられています。それが、ラーメン店にひとりでは入りづらい

女性客に人気を博し、さらには「おひとりさま」の増加にもマッチしたという、意図せざる効果を

生んだのです。 

ラーメン屋にも色々あり、鉢巻をした頑固おやじが汗水を垂らしながら作っているような店がいいと

いう人もいるでしょう。ですが、ラーメンを作っている人の印象が味に影響するということもあります。

一蘭の場合はチェーン店ですから、店ごとに味のクオリティーを変えず、どの店でも同じ味を味わ

えるようにするために、ラーメンを作っている人が見えないようになっています。 

３）複合カフェ＝自遊空間 

■ユーザー側の創造も進化 

インターネットカフェ・漫画喫茶などは、近年、ビリヤード、ダーツ、ファミリールームなどを備え

るなど、複合化しています。家庭にもインターネットが普及した後、スマホの利用者も増えてきたため、

インターネットだけでは経営が成り立たなくなってきたからです。名古屋には喫茶店のモーニング文化

が定着しています。モーニングのメニューが充実し、新聞、雑誌、漫画などが置かれています。自遊空

間という漫画喫茶・インターネットカフェを経営している会社によれば、ネットカフェという業態は、

このモーニング文化をヒントにしているとも言われています。 

インターネットカフェ・漫画喫茶の個室にはマットやリクライニングチェアがあり、寝ることもでき

るのですが、一時期、「ネットカフェ難民」と呼ばれ、社会問題化したこともありました。個室にすると

平均 3～4 時間滞在するそうですが、滞在時間が増えるほど売り上げが伸びるので、店側は個室の快適

性を高め、いかに長くいてもらうかを工夫します。ドリンクバーもあるので、利用者にとっても喫茶店

より安上がりです。空間の使われ方を研究していて面白いのは、ユーザー側が空間の使用においてクリ

エイティビティを発揮することがあることです。建築家、デザイナー、お店など、空間を作った側が予

期していなかった使い方がなされるケースです。例えば、郊外や地方では、インターネットカフェが公

民館や集会所の代わりとして使われていることもあります。 

４）ひとりカラオケ＝ワンカラ 

■欧米人にとって「クレージー！」 

ひとりカラオケを海外の人に紹介すると、何よりも驚き、面白がられます。海外の人たちにとって、

カラオケはグループで楽しむものだという認識があり、ひとりだけで楽しむと説明すると「クレージー

だ！」と言われます。10年ほど前から、ひとりカラオケが出てきた背景としては、ひとり専用のカラオ

ケボックスを作る以前から、ひとりで来店するお客さんが徐々に増えてきていたそうなんです。そんな

潜在需要があることをキャッチした企業が、ひとりカラオケという新しい業態を作ったのです。 

ひとりカラオケのブースでは、ヘッドフォンをしながら歌うので音漏れがせず、プロの歌手がレコー

ディングしているような気分も味わえます。ドリンクバーもあるので人件費が省け、一つの店に店員が

平均 2人しかいないそうです。 

そもそも、なぜひとりカラオケに行く人が多いかというと、まずはストレス解消とか、歌の練習です。

そのほか、歌の順番を待つのが嫌だとか、会社の上司と行って手拍子を打つのが面倒とか。空気を読ん

で合わせるコミュニケーションが煩わしいということです。中には、ひとりカラオケに行っていても、

歌っている様子をスマホでライブ中継する若者もいますが、こういう人はひとりになることを目的とし

て、ひとりカラオケに行っているわけはありません。逆説的に言えば、「ひとり空間」の典型であるひと

りカラオケですら、ひとりになるのが難しくなっているというのが、現代の情報社会であるとも言える

のではないでしょうか。 
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５）カプセルホテル＝カプセル・イン大阪、ナインアワーズ 

■日本の都市構造を反映 

カプセル・イン大阪は、1979年にできた日本初のカプセルホテルで、建築家の黒川紀章さんがデザイ

ンしました。狭小空間であるカプセルの中に、テレビ、ラジオ、時計、照明、空調ボタンといった様々

な装置が、コックピットのように埋め込まれており、ネットカフェや漫画喫茶などのひな型とも言える

ものです。黒川さんは、ほかにも中銀カプセルタワービルを、当時のサラリーマンのセカンドハウスと

して提案しました。平日は 2時間以上かけて都心に通勤するより、このセカンドハウスで寝泊まりして

はどうかという提案です。黒川さんは 1970 年の大阪万博でタカラビューティリオンというカプセル建

築のアイデアを提示していて、これを見たカプセ

ル・イン大阪のオーナーが建設を依頼しました。

こういう旧来型のカプセルホテルを利用していた

のは、主に中年の男性サラリーマンでした。終電

を過ぎてもモーレツに働いていたサラリーマンに

とって、遠い自宅にタクシーで帰るのは高価なの

で、彼らにとっての需要があったのです。カプセ

ルホテルは、鉄道に依存し、沿線に沿って郊外の

宅地が広がっていくという、日本の都市構造を反

映した空間として捉えることができます。 

ナインアワーズ（右写真）は、デザイン性を高め

た新型のカプセルホテルです。ナインアワーズ、

すなわち 9 時間のうち、1 時間をシャワー、7 時

間を睡眠、1 時間を身支度にというコンセプトで

す。こういう新型のカプセルホテルには女性客、例えば地方からライブなどの参加のため上京した人た

ちや、外国人観光客の利用が多いそうです。新旧型に限らず、「インスタ映え」も人気の理由となってい

て、カプセルホテルの客層も、時代によって変わってきました。 

６）コンセプト型ホステル＝BOOK AND BED TOKYO 

■みんなでひとりでいる空間 

このホステル（下写真）は有名な建築家のデザインによるもので、完全な個室はなく、本棚の中にベッ

ドが埋め込まれています。本棚にはブックコーディネートの会社がセレクトした、特定の趣味や嗜好に

もとづく本が並んでいます。本を読みながら寝落ちを体験できるような場所として人気があります。こ

れらの本の趣味や嗜好に共感する人や、ここのインテリアのデザインをおしゃれだと思う人たちが集ま

ってくるわけですが、そ

の中には、ここの空間に

身を置いている自分を

おしゃれだと思ったり、

自分自身がここのイン

テリアになる感覚が心

地いいと感じている人

もいるでしょう。 

BOOK AND BED 

TOKYOは、「みんなで

ひとりでいる空間」と捉

えることができ、新しい

空間の共有の仕方を示

していると言えます。た

だし、注意深く考えなければいけないのは、ここで言う「みんな」とは、不特定多数、つまり誰でもい

いというわけではなく、趣味や嗜好を共有した人たちというフィルタリングがかかっています。SNSな

どを通じて、どういう人たちが来ているのかがあらかじめわかるので、フィルタリングされた人たちが

集うのです。 

 

 

ナインアワーズ公式 HPより https.//ninehours.co.jp 

BOOK AND BED TOKYO 公式 HPより  https//bookandbedtokyo.com 
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■日本のひとり空間は有料 

ここまでのまとめとして、日本の都市における「ひ

とり空間」の特徴について、左の図（南後作成）を使

って説明します。タテ軸は有料・商業空間と無料・

公共空間、ヨコ軸は間仕切りありとなし。真ん中に

「住宅」を置き、都市に存在する諸施設を配してい

ます。 

まず特徴として言えるのは、日本の都市の「ひと

り空間」には、有料・商業空間が圧倒的に多いとい

うことです。つまり、日本の「ひとり空間」の多く

は、課金空間化されているのです。その背景には、

日本人は広場や公園などの公共空間の使い方がう

まくないといったことも関係しているでしょう。な

ので、日本人はお金を払って、安心してひとりでい

られる空間を購入するわけです。 

またモバイル・メディアの普及によって、物理的

な間仕切りがなくても、「ひとり空間」を立ち上げることができるようになったので、スタバに代表され

るようなカフェでは、近年、大きなテーブルが増えてきました。そこでスマホやノートパソコンを使っ

てスクリーンを見ることに集中していれば、必ずしも物理的な間仕切りは要らないのです。ひとり専用

席だと、ひとりの人しか使えませんが、大きなテーブルだと、ひとりでもグループでも使える選択可能

性があります。 

 

８、日本におけるソフトなコミュニティへ向けた展望 
■コミュニティとアソシエーション 

都市の「ひとり空間」化は、これからも情報化や少子高齢化と連動しながら進んでいくと思います。

アメリカの社会学者マッキーヴァーは、著作『コミュニティ』の中で、「コミュニティ」という言葉と「ア

ソシエーション」という言葉を使い分けています。コミュニティというのは、社会的存在の共同生活の

焦点であり、アソシエーションは、あるテーマやコンセプトを追求するために生まれた社会生活の組織

です。コミュニティのメンバーは、統合的、永続的で拘束性があり、所属するコミュニティは 1つか 2

つだけ。それに対し、アソシエーションは、一部分、一時的にしか関与せず、いくつものアソシエーシ

ョンに入ることができ、参入や離脱が容易である、といった違いがあります。 

■農村型と都市型 

こうした分類がある一方で、公共政策学者の広井良典さんは『コミュニティを問い直す』という本で、

「農村型コミュニティ」と「都市型コミュニティ」という区分をしています。前者は血縁や地縁の縛り

が強く、人のつながりは情緒的で、コミュニケーションのあり方は非言語的、つまり、「言わなくてもわ

かる」「空気を読む」共同体です。後者は血縁や地縁の縛りが弱くて、独立した個人をベースとした共同

体。コミュニケーションは規範的、言語的であるとしています。 

また、人のつながりの違いと言えば、農村型コミュニティは結合型で同質な者同士の結びつき、都市

型コミュニティは異なる集団間の異質な者同士の結びつき、すなわち橋渡し型というわけです。これら

を踏まえたこれからの課題として、広井さんは、独立した個と個をベースとした都市型コミュニティを、

東京を代表とする日本の都市においていかに実現していくのかを考えていくことが重要だと指摘して

います。 

それぞれの国のコミュニティのあり方というのは、個人主義的な傾向が強い国と、家族主義的な傾向

が強い国とでは大きな違いがあります。日本の場合は、家族や集団のウチとソトとの境界が強く、宗教

などにおけるつながりである中間集団が希薄で、同調圧力が強く、人種の均質性があります。 

ここで少し、私が生活していた海外の事例を紹介します。まずニューヨークのマンハッタンにあるイ

ンディペンデント系の本屋さんです。店内の壁際にひとり専用のカウンターがあるのですが、日本の場
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合は壁や窓側を向いて座るレイアウトが

多いのに対し、ここではみんなこっち（店

の内側）を向いていて座っています。 

次は、ロンドンのスクエアやガーデンで

す（右写真＝南後撮影）。ひとりの人、2人、

それ以上のグループなど色々な数の集団

がいて、本を読んだり、お昼ご飯を食べた

り、寝転がったり、音楽を聴いたりと、気

ままにくつろいでいます。共通しているの

は、用意された商業空間ではなく、様々な

公共空間に自分たちの居場所を発見し、作

り出しているということです。 

■「ひとり」と「みんな」の二極化 

日本では「ひとり空間」が増殖している一方で、3・11 以降は「絆」や「みんな」という言葉が流通

し始め、「ひとり」と「みんな」の二極化が進んでいるような気がします。なので、「ひとり」と「みん

な」の間にどのようなグラデーションがあるのか、そこへの解像度を上げていくことが重要ではないか

と思います。さらに、ひとりの中にも家族、友だち、恋人、職場などという具合に複数の関係性があり

ますから、アソシエーションといいますか、部分的かつ参入・離脱が容易なソフトなコミュニティを、

複数性を持ったものとして捉えていく必要があるでしょう。 

■蓄積されたスキルやノウハウを還元 

では、アソシエーションや、ひとりの中の複数性に対応したソフトなコミュニティや、「ひとり」と

「みんな」の間の中間単位に応じた場所をどう作っていけばいいのでしょうか。山崎正和さんが 1984

年に『柔らかい個人主義の誕生』という本を出しています。その時代には、消費に媒介された軽やかな

個人が想定されていたのですが、これからは必ずしも消費を媒介しないつながりを模索していく必要が

あると考えています。例えば、会社を定年でリタイアした人が、現役中に蓄えたスキルやノウハウを地

域や若い世代に還元するといったことです。 

■古くて新しい方丈庵的発想 

最後に、鴨長明の方丈庵をご紹介します。広さは 3メートル四方で 4畳半くらい。私が方丈庵を面白

いと思っているのは、4 畳半の中に居間や仏事などの空間が、ゆるやかな仕切りを持ちながら分節され

ていることや、都心に歩こうと思えば行ける距離に立地していたことです。完全に隠居して、当時の京

都の現代的な風俗と切断されていたわけではなく、接続しようと思ったらいつでも接続できるところに

居を構えていたのです。現代社会における、「ひとり」と「みんな」の関係を考えるうえで、こういう住

まいのあり方は古くて新しい事例として、再度学ぶべき点があるのではないでしょうか。 

仕切りというのは、物理的なものだけではなく、精神的なバリアでもあるので、例えば移民、LGBT

の人、ハンディキャップのある人などに対して、心の仕切りやバリアをどう減らしていくのかを考える

ことも大切です。都市が、多様なひとりが異質性を保ったまま共存するための実験室だとするならば、

多世代、多人種の人たちと共生していくためにも、物理的かつ精神的な仕切りの柔軟なあり方を考えて

いくということが重要です。これからの「ひとり」と「みんな」の関係を考えるうえで、今日のお話が

少しでも資することがあったのでしたらうれしく思います。 

 

【質疑応答】 
Q 今回のお話は東京に代表される都市の中の「ひとり空間」を想定していたと思いますが、佐倉は都

市ではないのでちょっと違和感がありました。高齢化が進む佐倉市のような郊外には、仕方なく「ひと

り空間」で暮らしている人が多くいます。 

A 私の研究内容は主に東京を念頭に置いてやってきたものですので、佐倉市の方々が違和感を覚えた

のは当然だと思います。今日は一人を平仮名の「ひとり」と表現してきましたが、「独り」とすれば、孤

独とも独立とも受け取れますし、「1人」とすれば、統計的な対象として均質に扱われます。また同じひ

とりでも年齢差や階層差や地域差など様々な違いがありますから、「ひとり」という言葉はそれらの差

異を見えないものにしてしまう、非常に暴力的な言葉であることに自覚的になる必要があります。この

点を意識しながら、今後は、郊外や地方における「ひとり」をめぐる問題にも目を向けていきたいと思

います。 

 



 

10 

 

Q 単身高齢者に対する日本や海外の政策の現状や展望を教えてください。 

A 私は政策面や法律面に関しての知識は十分ではないのですが、福祉をめぐる制度面の設計と居住空

間をめぐる問題をセットにして考えていく必要があると思います。 

Q 「ひとり空間」が増えていくと人々がバラバラになっていく心配はありませんか。 

A 個人化が進めば進むほど、反作用として、集まることへの欲望も高まります。「ひとり空間」を、

洋服のサイズに喩えて XSサイズとすれば、ハロウィン、ラグビーW杯、音楽フェスなどにおける「群

集空間」は XL サイズと言えます。人びとはこの両極の欲望を併せ持っており、完全にバラバラに解体

していくという方向性だけではなく、バラバラなままつながるという状況も考えられます。 

Q 「ひとり空間」にいながらほかの人とつながりたいという心理が理解し難いのですが。 

A 重要なのは、ひとりでいる状態と、誰かとつながっている状態を行き来できるようなスイッチング

が可能になっているかどうかということです。人びとは、「ひとり空間」に 24時間いることを望んでい

るわけではないからです。一時的に「ひとり空間」を確保したい時にはそこへ行き、他者とつながりた

い時にはほかのサイズの空間へ行く。つまり、自由に行き来できる状態が確保されていることが大切な

のです。 
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