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ルクソール神殿・アメンホテプ三世の中庭
の列柱
ヨーロッパ文化の源はギリシャから始まる
ことを前提に歴史は作り上げられている。
それは表層の装飾的なものを削ぎ落として
本質に迫ろうとする姿勢である。
ギリシャの白い大理石から生み出される建
築や彫刻は、数学的、抽象的なもので、ど
この文明の影響も受けていない純粋無垢な
オリジナルなものでなければならなかっ
た。装飾的、表層的と見なしたアジアやア
フリカのものにはない、やがて世界を支配
していくヨーロッパ文明の原理となるギリ
シャ独自の真理の美学と考えられていた。
しかし最近になって、既に 19 世紀に大英
博物館の調査研究により、真っ白と考えら
れていた大理石彫刻の表層に、具象・装
飾・色彩が施されていたことが確認されて
いて、それらは明らかに装飾に彩られたエ
ジプトやメソポタミアの文明の強い影響を
受けたものであったことが判明した。
事実、まだ文明が開化していなかった古代
ギリシャの人々は、当時の文明国エジプト
から多くのものを学んでいたのだ。
表紙の写真はルクソール神殿のアメンホテ
プ三世（在位：B.C.1386 〜 B.C.1349）の
中庭を囲む列柱である。この列柱は当時の
メソポタミア神殿同様、かつて原色の装飾
絵画で覆われていた。エジプトの神殿は主
に中王国時代からナイル川中流のルクソー
ル（かつてテーベと呼ばれた）を中心に建
てられている。
ハトシェプスト女王葬祭殿、
ルクソール神殿、カルナック神殿と枚挙に
暇がない。
それらの神殿の柱の構成と意匠を見ていく
と、ドリス式を思わせる柱頭、パピルスを
束ねた形といわれる縦線を強調した柱、台
座、コロネード（列柱）
、上にいくに従い
細くなる柱のプロポーション等、エジプト
の神殿の本質的特徴が紛れもなくギリシャ
神殿に引き継がれている。ギリシャ神殿は
エジプトの神殿を洗練させたものでオリジ
ナルはそこに見られないとさえ思えてしま
う。
それが後世にローマ時代、やがてルネッ
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サンス時代を経て神話化され、現代に連な
る近代ヨーロッパ建築のバイブルとなって
いるのである。歴史の見直しが求められて
いる時代に入っていることを、僕らは自覚
しなければならない。
余談になるが、ルクソール神殿の正面に
は 2 本のオベリスクが左右に建てられてい
た。現在は 1 本しか建っていない。もう 1
本はパリのコンコルド広場にある。

（写真・文 : 古市徹雄）
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特集
建築・都市の
パラダイムシフト
———ライフスタイルの転換 ❸
●

今品は、ほとんどインド国内につくられたものですが、インドの気候・風土、モンスーンに代表される

回の特集では、インドの建築事務所「スタジオ・ムンバイ」を取り上げます。スタジオ・ムンバイの作

自然からインスピレーションを得た独自の作風は、今世界から注目を集めています。スタジオ・ムンバイ
では、材料からつくり方に至るまで建築の研究・開発の場であるという考えから、120 名を超えるスタッフ
は設計者、デザイナー、エンジニア、そしてインド土着の職人達で構成され、設計から施工まで一括で手
がけています。
このたび、東京で初めてスタジオ・ムンバイ展が TOTO ギャラリー・間で開催されることになり、代表
のビジョイ・ジェイン氏が来日しました。ここにジェイン氏のインタビュー、展覧会、記念講演会のようす
を紹介します。私たちが建築・都市のパラダイムシフトを考えていく際に、地域の風土や自然をその独特な
方法で取り入れていく彼らの建築は大きなヒントになり得るものです。 （『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
古市●ここでは、スタジオ・ムンバイで建築がつくられ
展覧会会期を前に、7 月 10 日、ちょうど展示の準備

ていく様子が非常によくわかりますね。

が終わったばかりのスタジオ・ムンバイ代表ビジョイ・

ビジョイ・ジェイン（以下 BJ）●アトリエには 120 人が

ジェイン氏にインタビューしました。展示会場では、イ

一緒に住んでいます。それは建築家ばかりでなくインド

ンドのスタジオ・ムンバイ・ワークショップでの作業中

各地からの伝統的な職人などです。基本的に私の事務所

の様子がビデオで流され、鍛冶の音や石を打つ音が会場

は設計から施工まで行います。私もスタッフに対してド

に響き、作品の写真、モックアップ、実際に使われてい

ローイングの描き方を教えていますが、逆に彼らから学

る工具などが並び、まるで実際にワークショップのアト

ぶこともたくさんあります。

リエの中にいるような臨場感にあふれています。そのよ

私たちはコンピュータを使うことを好みません。そし

うな中、実際のモックアップや精巧な模型を前にジェイ

て最初から図面を引いていくことはあまりしません。ス

ン氏にお話をうかがいました。ジェイン氏は自ら展示会

ケッチ、模型、最終的にはモックアップにより建築をつ

場内を案内され、模型や図面を前に丁寧に説明してくだ

くっていきます。

さいました。

ビジョイ・ジェイン氏

（スタジオ・ムンバイ代表）に聞く
002

その場所の材料と工法と
自分たちの手で建物をつくる
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この会場では私達事務所の作業の進め方がよく伝わる

古市●専門スタッフを抱え 120 人のスタッフとともに設
計から施工までを手がけるのは、珍しいことだと思いま
す。
BJ ●設計から施工までをやるのは、精度のいい建物を

ライフスタイルの転換 ❸
——

す。

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

©Nacása & Partners Inc.

ように考え、できるだけ事務所の雰囲気を表現していま

特集

©Nacása & Partners Inc.

スタジオ・ムンバイの雰囲気がよくわかる展示会場

みんなで作り上げていきたいということが大きな理由で
す。事務所の構成は私を含めてパートナー建築家が 3 人
いて、7 人から 10 人の担当建築家を中心にチームを作っ
ていきます。
古市●インド以外の国でも作品をつくられていますか。
BJ ●今は南米チリの小さなトゥンベスという小さな漁
村で、パヴィリオンを計画しています。
精密な模型を作成し確認
古市●設計の進め方をお聞きしたいと思います。
BJ ●敷地を実際に訪れ徹底的に敷地を読み込む作業
をします。気候、風土などはもちろんですがトポグラ
フィー、そして実際そこにある木や様々な要素も厳密に
調査をしていきます。
このパルミラの住宅の模型をご覧ください。小さな模
型ですがこの敷地に生えているヤシの木の位置や高さ、

パルミラの住宅の模型
©Nacása & Partners Inc.

枝ぶりも詳しく調査し、それらを忠実に模型に再現しま
した。ここにはヤシの木がたくさん作られていますが、
それらは実際の敷地をかなり正確に再現しています。敷
地を訪れた時にそこで建物の位置や空間なども考えます。
それらをこの模型に落とし込み、実際にこの建築とヤシ
の木々との関係、内部から木がどのように見えるか、そ
してヤシの木の葉の間からどのように光が射し込むかな
どもこれらの模型で確認することができます。
古市●敷地での厳密な調査やそこでの体験、そして模型
での確認が重要なのですね。
BJ ●例えば別の模型をお見せしましょう。これは計画
中のアーメダバードの住宅の 12 分の 1 部分模型ですが、
実際に使われる素材と同じ煉瓦を実際の 12 分の 1 に切

アーメダバードの住宅
（計画中） 12 分の1の部分模型

り、煉瓦とコンクリートの納まりや空間の雰囲気などを
確認します。
大変時間がかかりますが、それらの写真を現場に送っ

モックアップでコミュニケーションを図る
古市●ここに並んでいる原寸のモックアップはどのよう

てこの通りにつくれという指示なども出します。こうすれば

な目的で作られるのでしょうか？

かなり正確に建築設計のイメージが現場に伝わります。

BJ ●これはもちろんスタジオ内のコミュニケーション、
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ベニヤ板にはマスキングテープが貼られ、原寸図が描かれる

私達が意匠的なチェックを行う目的もありますが、最終

BJ ●基本的に私達の建物では冷房を使わないようにし

的には施主に見てもらい理解してもらう目的もあります。

て、自然の風が抜けることに神経を使います。先ほど

そうすれば後で誤解が生まれずに済みます。それは先ほ

木々と太陽光の関係をお話ししましたが、水も重要な要

どの住宅の模型にも言えることです。

素です。インドはモンスーン気候で水との関係は極めて

原寸のモックアップや素材のサンプルを多く作るの

重要です。

は事務所の職人の仕事です。彼らは石、土、木のプロ

この住宅の地下にあるのはプールではなく、井戸で生

フェッショナルで、様々な提案をしてもらいます。彼ら

活用水なのです。インドでは井戸を掘って生活用水を確

は文字の読み書きができない人が多く、職人は図面を読

保することは一般的なことです。それらの井戸は地下に

むことができない場合もあるのでスケッチを描いてもら

作られることがこの地域の伝統です。それに従ってこの

い、みんなで議論をしていきます。設計者が指導者とい

建築が作られています。

うわけではなく、お互いに学び合っています。

古市●素材はどのように決定していくのでしょう。

しながら設計を進めてい
ます。ことばで伝えるこ
とはいろいろな誤解や
齟齬を生むことがありま
すが、その点モックアッ

©Nacása & Partners Inc.

私たちはいつも対話を

BJ ●私たちは必ずその場所にある素材を使って建築を
つくります。そしてそれに適した工法を用いて建築をつ
くっていきます。地元の土を使ったブロックに事務所に
いるアーティストスタッフが様々な色を加え、最終的な
素材を作り上げていきます。

プをつくると一目瞭然で、

西洋・東洋の経験が混じり合う

お互いの意図が正確に確

古市●アメリカとイギリスで研鑽を積まれて現在は母国

認できる。これはとても

で建築をつくられているのですが、アメリカとイギリス

重要なことです。私もスタッフに対してドローイングの

で何を得て、今インドで何を大切にして建築をつくって

描き方も教えていますが、彼らが学んでいくうちに、図

いるのでしょうか。

面を描けなかった人でも徐々に描けるようになります。

BJ ●設計を進めていく場合、特に自分の中でアメリ

多くの人は仕事において、また教育の現場でも、いつ

カ・ヨーロッパ、インドという意識を持ったことはあり

も時間がない時間がないと言っているのに対して、私達

ません。それにこれは東洋的だ、これはインド的だ、こ

は時間をかけて仕事をします。それはプロセスで考える

れは西洋的だという分類も意識したことはありません。

ということがとても大事なことだと考えるからです。

すべては自分の中に混在する経験の一部であり、それら

このベニヤ板の上に描かれたドローイングを見てくだ

は自分の中では全てフラットに対立することなく並置さ

さい。よく原寸図をここで描きます。製図用紙は高いの

れ、必要に応じてそれらの経験が自然に混じり合い生か

で私達は工夫をしています。マスキングテープを後で剥

されていると思います。

がれるようにベニヤ板に貼り付け、その上にドローイン

たとえば今私はジーンズを履いています。これは明ら

グをします。改良を加えていく場合はその部分を切り取

かに西洋の文化ですが、これが自分には今最も便利で適

り、さらに図を描きこんでいきます。こうすればかなり

しているから着ているわけです。でも、この恰好で家に

大きな図面でも安くつくることができます。

帰るとインドの映画を見たりします。これらはごく自然
なことです。

設計に重要な要素である「水」

004

●

日本の小津安二郎の映画を見ていると、空間の構成や

古市●住宅では、自然の風や光の取り入れ方を工夫され

素材など非常に日本的だけれども、生活は西洋的であっ

ていますね。ターラ邸のプロジェクトでは地下にプール

たりしますよね。それと同じで、日常に必要なものは意

が提案されています。水も設計で重視されているのです

識することなく西洋的なものも取り入れているので、西

ね。

洋・東洋の違いをあまり意識しません。
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ビジョイ・ジェイン（Bijoy Jain）

の中に重ね合わせていくことが私にとっては大変重要な

BJ ● こ れ は も と も と ギ リ シ ャ 語 で「実 践」、
「実 行」、
「body mind」という意味ですね。理論とか知識とか技

ことなのです。

術といったものを実行に移していくことを重要な課題

古市●インドにはルイス・カーンやル・コルビュジエが

と考えているからです。先ほどお話しましたが原寸図、

遺した偉大な近代建築がありますが、そこからインスピ

モックアップの作成、素材の追求、それらは全て Praxis

レーションを得ることはありますか。

という考えからきているわけです。そういう事務所を目

BJ ●彼らのコンクリートの近代建築はインドにとって

指しています。

大変重要ですばらしいものです。しかし、私がそこから

古市●地球環境の悪化、価値観の多様化等、色々な分野

影響を受けることはあまりありません。というのは先ほ

でパラダイムの変換が起こっています。ビジョイさん個

ど言いましたように、あくまでその土地の固有の素材を

人としては将来の建築はどのような方向に行くと思いま

用いるという最初のアプローチが全く異なりますので。

すか。

古市●スリランカの建築家ジェフリー・バワから影響を

BJ ●それは一概には言えないですね。いろんな場所に

受けることはありますか。

いろいろな文化があります。そして国によっても時代に

BJ ● 私 は、 ジ ェ フ リ ー・ バ ワ（Geoffrey Bawa, 1919-

よっても人によってもちがいます。だから、私はその場

2003）の建築に非常に共感しています。敷地と一体化し

所や文化のあり方やいろいろな要素によって、建築を考

た建築、ランドスケープのあり方、風、光など自然との

え出していきますので、一つの世界を構築していくとい

調和、とても素晴らしいと思います。

う考え方はありません。その敷地の持つ様々に複合した

いわゆる近代建築の巨匠は自分の立場を明確にし、そ

要素に自然に従って建築を作り続けていくと思います。

の思想を前面に出して強くアピールしていきますが、

古市●あなたの進めておられる建築は間違いなく 21 世

ジェフリー・バワの場合はそのような自意識は感じられ

紀が目指す 1 つの方向を明確に示していると思います。

ず非常に自然な建築家であり、その点でも私は彼の影響
を受けていると思います。

ライフスタイルの転換 ❸
——

食べ物、文化、地域の気候風土、それらを自分の生活

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

1965 年 インド・ムンバイ生まれ
1990 年 アメリカ、ワシントン大学セン
トルイス校にて建築修士号を取得
1989 年からロサンゼルスとロンドンで実
務経験後、95 年に帰国
1995 年 スタジオ・ムンバイを設立

本日は展覧会の準備で大変お疲れになったにもかかわ
らず、長時間インタビューに答えていただきまして、あ
りがとうございました。

コンピュータは道具の一部
古市●現代建築はコンピュータを駆使します。でも、テ

インタビューを終えて

クスチャーやマテリアルにこだわるあなたの作品のプロ

前日来日されてからイ

セスを見るとコンピュータは全く使われてないように思

ンタビュー直前まで自ら

えますが。

展示作業に関わり、睡眠

BJ ●いいえ、コンピュータは使います。しかしそれは

時間もなく時差に苦しむ

道具の一部だと考えています。コミュニケーションツー

中、ビジョイ・ジェイン

ルやあるいは時に応じて製図用の機械として使っていま

氏に展覧会場内を親切に

す。しかし最終的には私にとって大事なことは、テクス

案内していただいた。展

チャーや手で触れたときの感覚なのです。たとえば、人

示されているモックアップやスケッチをもとに説明して

間同士においても iPhoneでコミュニケーションをする

いくその態度こそ彼の建築に対する姿勢そのものであり、

よりも、直接握手をすると、お互いを強く感じることが

彼自身が言うように彼の全てが「Praxis」そのものなの

できますよね。

だと強く感じた。
（インタビュー／翻訳：古市徹雄）

すべてが Praxisという考えから
古市●この展示のタイトルにもなっている Praxisという
ことばを教えてください。

今回のインタビュー、掲載に関しては、TOTO ギャラリー・間／
TOTO 出版の遠藤信行さん、筏久美子さんに大変お世話になりまし
た。ここに御礼申し上げます。
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スタジオ・ムンバイのスタイル
©Studio Mumbai

7 月 12 日、津田ホールで行われたジェイン氏の講演で
は、自身の建築に対する考え方やいくつかの作品が紹介
された。その講演と TOTO ギャラリー・間で開催され
ている展覧会から、スタジオ・ムンバイならではの建築
を創出していくスタイルを知ることができた。

さまざまな専門家がともに暮らし働く
スタジオ・ムンバイの事務所（スタジオ・ムンバイ・
ワークショップ）は、西海岸に位置するインド最大の都市

ムンバイから南に 35kmほどの小さな町アリバグにある。
ここには、120 名を超えるスタッフがともに暮らし働い

Studio Mumbai workshop

ている。
その構成は、大工、石工、熟練工、電気工、配管工、
建築家、技師など。

ビジョイ・ジェイン氏は、1965 年にインド・ムンバイ
で生まれ、1990 年にアメリカ、ワシントン大学セントル

今回のスタジオ・ムンバイ展では、ワークショップ内

イス校にて建築修士号を取得。その後ロサンゼルスのリ

の様子が再現されているが、このようにワークショップ

チャード・マイヤーの事務所やロンドンで実務経験を積

の形を取ることで、建物をつくっていく活力が満たさ

み、1995 年スタジオ・ムンバイを設立。敷地造成から設

れる、というのが、スタジオ・ムンバイ代表ビジョイ・

計、施工までを一括して手がける建築事務所であり、伝

ジェイン氏の考えである。

統的な技術や手作業による施工を重視する。一定の品質

©Hélène Binet

■ターラ邸／ Tara House（Kashid, Maharshtra, India ／ 2005）
多角形の中庭を囲むさまざまな世代が同居するカントリーハウス。
地下の水槽には、地面にあけたトップライトから入る太陽や月の光が映り込む。
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材などまですべてをつくる。その徹底した姿勢は、スタ
建築作品のほとんどはインドに建設されているが、ロ
ンドンのヴィクトリア・アルバート博物館での展示（2010
年）やヴェネチア・ビエンナーレ建築展（2010 年）への出

品などで、今世界で注目を集めている。

水を生かし水から守り水を取り込む

ライフスタイルの転換 ❸
——

インドは約 14 億人の人口を有し、建築の 50％以上が

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

ジオ・ムンバイ独自のものといえるだろう。

特集

©Hélène Binet

の建築をつくるためにヒンジやハンドル、サッシ、外装

建築家以外が手がけたもの、つまりインフォーマルなも
のである。ジェイン氏は、インフォーマルとフォーマル
との関係性を探り、場を見出す方法を見つけている。
また、インドでは水が重要な要素である。上水道の整
備はいまだに十分ではなく、川に水を汲みに来る人々も
多い状況であり、飲料水、生活用水、儀式などさまざま
な用途に使われてきた。つまりインド人の水に対する
思いは、特別なものがある。また、ムンバイでは 1 年の
「美しくパワフルな」モン
うち 6 月から 8 月の 3 か月は、
スーンの季節であり、1 日中激しい雨が降り続き、月間
の降水量は 1,000ミリを超えることもある。したがって
スタジオ・ムンバイの設計では「水」は重要な要素とな

Utsav House（Satirje, Maharashtra, India ／ 2008）

る。洪水から日々の生活を守る必要があり、建築をつく
る際も、井戸を掘り生活用水を確保することから始まる。

TOTO ギャラリー・間の展示でも目を引いたのが、大
きなスケールで、実際のマテリアルで作成された精度の
高い模型やモックアップ、スケッチの数々。スタジオ・

独特な建築創作過程

ムンバイのスタッフは、必ずしも図面が読めるわけでは

スタ ジオ・ ムンバ イで の 建 築 を つ く る 方 法・ 過 程
は、一般的な建築事務所の形ではない。今回の展示会場

ない、それどころか字の読み書きができない職人もいる。
それは、識字率が 100％近い日本では考えられないこと

©Hélène Binet

■コッパー・ハウス II ／ Copper House II
（Chondi, Maharashtra, India ／ 2011）
2011 年 12 月に完成した最新作。建物は 2 つの
ブロックに分かれ、中庭をはさんで対峙する。洪
水に備え盛土した上に建築し、井戸やプールをつ
くり、近くの小川との関係にも配慮した。

©Nacása & Partners Inc.

■サート・ラスタ 561/63 ／ Saat Rasta 561/63
（Byculla, Mumbai, Maharashtra, India ／ 2011- ）
進行中のプロジェクト。ムンバイ市街にある古い倉庫を 7 つ
のアトリエとして使用。いくつもの中庭の上に、真ん中に四
角い穴の開いたそれぞれ大小の長方形状の勾配屋根がかかり、
日差しと雨を遮り、雨を中庭に落とす。
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特集

である。
そんな職人たちにジェイン氏はスケッチブックを渡し、

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

ドローイングの描き方を教えている。スタジオ・ムンバ
イは教育を受けられないスタッフの学びの場でもある。
しかし、ジェイン氏は「職人は私よりももっといいや
り方を知っている。だから私のやり方を変えたのだ」と
言う。職人は、図面を見なくても身体感覚や皮膚感覚で
ものづくりを知っている、また、図面だと何枚も配らな
ければならない。だから、実物大のモックアップを見な
がら、お互い意見を交わし対話しながらものをつくって

ライフスタイルの転換 ❸
——

いく。
もちろん図面が全く描かれないというわけではなく、
展示会場には、大きなベニヤ板にマスキングテープが貼
られたものがあり、そのマスキングテープ上に図面が描

スタジオ・ムンバイ展 PRAXIS（プラクシス）
会期
2012 年 9 月 22 日㈯まで
開館時間 11：00 〜 18：00（金曜日のみ 19：00）
会場
TOTO ギャラリー・間
東京都港区南青山 1-24-3 TOTO 乃木坂ビル 3F
TEL：03-3402-1010
http://www.toto.co.jp/gallerma/
主催
TOTO ギャラリー・間
企画
TOTO ギャラリー・間運営委員会
後援
東京建築士会
東京都建築士事務所協会
（7 月 10 日 TOTO ギャラリー・間にて）
日本建築家協会関東甲信越支部
日本建築学会関東支部
特別後援 インド大使館

かれている。これは、プリンターで出すよりも経済的で

©Hélène Binet

ビジョイ・ジェイン氏が
あるし、はがして何度でも描き直すことができるからだ。 「ギ ャ ラ リ ー を 占 拠 し て、
自分たちのスタジオ・ムン
またインド人の特性として、
「Yes」と「No」をはっき
バ
イ を 再 現 し た、 ス タ ジ
り言わないということがあるそうだ。月曜日に「No」で
オ・ムンバイを体験してイ
あったことが、水曜日には変わっているということも
ンドのマテリアルや景色を
多々あるらしい。また好奇心旺盛なのも特徴であるそう
知ってほしい」と語るよう
だ。だから、建築においてもぎりぎりまで結論を出さず
に、この展覧会では、スタ
ジオ・ムンバイの作品紹介
に曖昧さを残して、全員で好奇心や可能性を見出して空
と同時に、ムンバイのワー
間をつくっていく、この独特の方法で、作品を創出して
ク シ ョ ッ プ に あ る 模 型、
いる。
© Nacása & Partners Inc.
モ ッ ク ア ッ プ、 オ ブ ジ ェ
などが日本に運びこまれ、
「STUDIO MUMBAI in TOKYO」
が構築されています。東京にいながら、スタジオ・ムンバ
イの空気を感じることができます。実際に、インドのスタ
ジオ・ムンバイのワークショップに TOTO ギャラリー・間
の展示会場を実寸大に立ち上げて、模型や素材などを配置
し検証が行われたとのこと。
「Praxis（プラクシス）
」とは、理論や知識、技能を、実演
や実行に移すこと、体現すること、あるいは実現すること。
場合によっては考えを実行、応用、行使、実現あるいは実
施する行為を指し、スタジオ・ムンバイの存在と活動その
ものを表す言葉だそうです。

書籍紹介

『STUDIO MUMBAI : Praxis』
（スタジオ・ムンバイ：プラクシス）

監修 ビジョイ・ジェイン＋ジョセフ・ファン・デル・ステーン
編集／発行 TOTO 出版
協力 スタジオ・ムンバイ
定価 3,360 円（本体＝ 3,200 円＋税）
発行年月 2012 年 7 月
体裁 B5 判変型（190 × 250mm）、220 頁、並製、和英併記

■パルミラの住宅／ Palmyra House
（Nandgaon, Maharashtra, India ／ 2007）
ヤシの林の中に建つ 21 棟の木造住宅。ヤ
シの木をできるだけ切ることなく、住宅を
配置した。外壁のルーバーには在来種のパ
ルミラヤシを使用し、これを日除け、風除
け、雨除け、目隠しにしている。
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スタジオ･ムンバイの日本
初 の 作 品 集。 計 画 中 の 2 プ ロ
ジェクトを含めた 12 作品が紹
介されています。同時にムン
バイ近郊にある仕事場（ワーク
ショップ）の様子も、多数の写
真で紹介されています。
ス タ ジ オ 代 表 の ビ ジ ョ イ・
ジェイン氏へのロング・インタ
ビューやスタッフである大工
や石工などへのインタビュー
などが掲載されています。

The World Report

中国レポート

【海外レポート】

膨張し続ける北京都市圏での実践
山口一紀（北京松原弘典建築設計諮詢有限公司）
中国との関わり
「穏中求進」―経済の安定を保ちながら、発展を進めていく―
昨年末に習近平国家副主席が発表した経済政策の基本姿勢である。
高騰しつづける不動産価格に対して、政府はここ 2 年ほど不動産
価格抑制政策を敷いてきた。冒頭の一句は、政府の慎重な姿勢を
表明したものである。不動産の引き締めにより、中小ディベロッ
パーの破綻リスクが高まり、結果として上場大手ディベロッパー
に事業が集中している。設計事務所も、信頼できるディベロッ
パーでなければ仕事を断ることが多い。経済の引き締めが続く中
でも、慎重に仕事を選んでいけば、まだまだ建築設計者にとって
チャンスは多い場所であることに変わりはない。
筆者は 2008 年の春、現在の勤務先である北京松原弘典建築設
計諮詢公司（BMA）でのインターンシップをきっかけに中国に
渡ってきた。当時は大学院生であったが、日本では考えられな

北京の CBD（Central Business District）を北東から臨む

いようなプロジェクトの多さ、野心あふれる人々の熱気、ダイナ

て、本稿前半では中国建築界の概況を述べ、後半では筆者が実際

ミックに変動していく社会に圧倒され、卒業後も中国で仕事をす

に BMAで携わったプロジェクトを紹介したい。

ることに決めた。BMA 代表の松原弘典は、伊東豊雄建築設計事
務所で仙台メディアテークを担当した後、2001 年から中国を拠点
に設計活動をしつつ、日本の大学でも教鞭を執っており、中国と
日本を行き来しながら両国の橋渡し的な役割を担ってきた。筆者
はその橋を渡ってきたうちの一人である。
インターンを終え、帰国後間もない同年 5 月、四川大地震が発

中国建築界をとりまく現在の状況
早朝通勤ラッシュの北京市内、渋滞でアイドリング中の車の間
を縫うようにして、新築マンションのチラシがドライバーに配ら
れる。チラシには決まって、西洋風マンションの鳥瞰パースと、

生した。ボランティア先を探していたところ、慶應義塾大学の松

豪華な家具に彩られた内観イメージが掲載されている。車を持つ

原弘典研究室と坂茂研究室が小学校の建設プロジェクトを立ち上

富裕層だけにチラシを配ることができる、なかなか合理的な宣伝

げたことを知り、プロジェクトチームに混ぜてもらうことになっ

方法だな、と思わず感心してしまう。

た。同年 8 月から 9 月にかけて日中の大学生を中心とする参加者

先に述べた引き締め政策にもかかわらず、2012 年 6 月の北京の

達と協働で四川省成都市に小学校校舎を建設した。被災地で身体

不動産新規契約数は月間約 12,000 件と、昨年同月比では 32.5 ％

を動かしながら建設作業に従事したことは、振り返ってみると結

も増加しており、実質的には歯止めがかかっていない状態だ。内

果として、筆者自身の中国に対する距離感を縮めることになった

訳は大半が高級分譲住宅であり、低所得者の住宅供給が喫緊の課

ように思う。

題となっている。2003 年、政府国務院が策定した「北京都市総合

以来現在に至るまで、4 年間足らずの短い期間ではあるが、中

計画」では「2020 年までに人口を 1800 万人以内に抑える」とされ

国社会との関わりあいを深めてきた。筆者の現地での経験を通し

ていたが、北京市の人口は、昨年の時点ですでに限界許容量と
言われる 2000 万人を突破した。北京市から約 120km 離れた人口

1000 万人を超える天津市との間には、2007 年に高速鉄道が開通
し、今や所要時間わずか 30 分で結ばれている。自宅は天津、仕
事は北京などいうことも珍しくない。周辺都市圏を巻き込んで、
爆発的なスピードで発展をとげる中で、その建築設計の大部分を
担っているのは、設計院と呼ばれる組織である。
■設計院の動向

中国のプロジェクトに少しでも関わったことがある方はご存知

のことと思うが、施工図を描く権利を持たない外国企業は、現
地の設計院との協働が必須である。設計院の前身は国の営繕部
だが、現在は各地方政府直属の設計院や、大学付属の設計院な
ど、さまざまな形をとっている。代表的なところでは、オリン
校舎建設風景

ピック・スタジアム「鳥の巣」で Herzog&de Meuronと協働した
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中国建築設計研究院や、北京首都国際空港で Foster+Partnersと

判断は難しい。

協働した北京市建築設計研究院（通称 BIAD）などがある。BIAD
は 2,000 人近くの従業員をかかえ、国内主要プロジェクトの多く
を担ってきた。BIADの若手設計者が週末に開いている勉強会に、

■一級建築士資格試験

ここで簡単に中国の建築士資格試験にも触れておこう。一級建

筆者も参加したことがあるが、海外で教育を受け、有名事務所で

築士試験は数ある国家試験の中でも難関で知られている。5 年制

実務経験を積んできた若手のレポートや、異分野から講師を迎え

の建築学部卒業生の場合は、3 年間の実務経験を経て初めて受験

るなどし、熱気にあふれていた。

可能となる。学科試験は、建築計画、敷地計画、構造、設備、材

今や大手設計院は、一昔前のように外国人スター建築家の名前

料、施工管理の 6 科目、製図試験は、建築設計、敷地計画、技

を借りずとも、自力で大型プロジェクトを獲得するだけの実力を

術の 3 科目、計 9 つの試験を 8 年以内に突破しなければならない。

つけてきている。近年は外国人スタッフ獲得にも積極的である。

試験は年に一度。全科目を受験する場合、試験は 4 日間にわたる

有名事務所での勤務経験があるシニア・アーキテクトを高給で引

ことになる。一度パスした科目も 8 年以上経過するとまた受け直

き抜く動きも見られる。国際化は確実に進行していっている。日

しである。設計事務所には、手がけるプロジェクトの規模によっ

本の大学生が中国の設計院に就職活動に出向く、などといったこ

て一級建築士が規定数以上必要となるため、資格所持者が一年間

とも近い将来現実のこととなるかもしれない。

5 万元～ 10 万元（63 ～ 125 万円）でライセンスを事務所に貸し出
すことも一般に行われているという。

■高騰する人件費と人材の流動化

どの組織も膨大な数のプロジェクトを抱えているため、優秀な

以上、設計機関、教育制度、試験制度等の概況について述べて
きた。以下では筆者が実際に携わった具体的な事例を紹介したい。

人材の確保に躍起である。慢性的な人材不足の必然的な結果とし
て、設計士の賃金が上がり続けている。新華社通信によると、建
築学専攻の新卒平均月収は 4,530 元（約 56,000 円）で、全国の大学
新卒平均月収の 2,270 元（約 28,000 円）を大きく離している。建築
専攻といえば、IT、金融などと並んで、一般的には花形の専攻と
言われている。転職先はいくらでもあるという安心感からか、流

プロジェクト
■実践 1

スローライフ・リゾートホテル

急激な都市化が進むにつれて、近年、豊かな自然環境をテーマ

にしたプロジェクトが増えてきている。

動性も非常に高く、設計士はすぐに待遇のよりよい企業へと乗り

2014 年、山東省の青島市で園芸博覧会の開催が予定されてい

換えていく。建築業界に限ったことではないが、中国の若者の間

る。これに合わせて、今年 3 月、農業をテーマにしたリゾートホ

では、就職先の企業が生活を守ってくれる、という考えはほとん

テルの計画が始まった。敷地は青島市街地から車で 1 時間以内、

どない。個人のキャリアを積み重ねるという、どちらかというと

博覧会会場付近の、見晴らしのよい丘の上にある。敷地内には広

欧米に似た志向を持っている。

い農園を計画し、宿泊客はそこで農作業を体験することができる。
園芸教室を開いたり、庭でとれた野菜をその場で料理して提供し

■実務重視の建築設計教育

たりと、いわばスローライフがテーマのホテルである。ターゲッ

といえる。 学生のアプリケーション操作の習熟度は非常に高く、

業の研修などを見込んでいる。

中国の建築教育は日本のそれと比較すると、より実践的である

トは普段自然に触れる機会の少ない都市生活者で、家族連れや企

実務に関連する知識も豊富な一方で、設計課題ではコンセプトの

このプログラムに合わせて我々は延床面積約 4,000㎡、2 層のボ

独創性などはあまり重視されない傾向にある。学部教育は基本的

リュームを木造架構で覆った上、外部の豊かな自然環境に対して

に 5 年制で、最後の 1 年間は企業での研修にあてる。卒業制作の

切り開かれた表情のホテルを提案した。2013 年末完成を目指して、

提出が義務づけられているが、研修中に担当した実務のプロジェ

現在進行中である。

クトをそのまま卒業設計として提出することが認められているた

自然をテーマにしたリゾート開発プロジェクトは、筆者の知る

め、卒業制作なしで 5 年生カリキュラムを終了することも可能で
ある。
また、建築設計と室内設計がはっきりと分かれているのも特徴
的である。後者は環境芸術学部ともいい、卒業生は皆、本格的
な 3D パースを作成する能力があるが、図面読解を苦手とする学
生が多い。学生の能力は、作品集だけではあまり差がつかず、コ
ミュニケーション能力、モチベーション、パーソナリティなどを
総合的に見るために、採用側は大量の面接をこなさなければなら
ない。筆者も大量の履歴書、ポートフォリオを見てきたが、書類
からではほとんど個性は見えず、実際に話してみないことには、
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リゾートホテル敷地周辺を望む

実がない場合が多いので慎重にならなければならない。要求は具
体的か、スケジュールは現実的か、建築プロジェクトの実績があ
るかなどを総合的に見て決める。この場合は、以前から付き合い
のある設計院で、施主から設計院にコンペ案作成費が支払われる
ということだったので、参加に踏み切った。
設計院側から派遣された人員に指示を出して、図面、パース作
成にあたった。彼らの仕事は細かく分業化されており、パース一
枚を作るのにも、図面係、モデリング係、レンダリング係、仕上
げ係と何段階にも役割が分かれている。各人員が情報を共有して
敷地写真

宿泊客が利用できる農園とする予定

いないために、同じ指示を繰り返すはめになる。苦難の末に提出
にこぎ着けたものの、フタをあけてみると結局、施主が選んだの
は煌びやかな装飾の中華様式デザインであった。よくある話で、
この程度で肩を落としてはいられない。
この地方銀行の件に限らずに、外国人に設計を依頼するクライ
アントは、往々にして、地域性・土着性からの脱却を目指して、
国際様式を取り入れたいという。中国語で土着性の「土」の字は、
田舎臭い、時代遅れ、という意味の形容詞でもある。
「土」を取り
払い、
「国際化」することは、ほとんど全ての施主が口にする掛け
声ではあるが、実際のところは空虚な記号として用いられている
だけである。一方で、本当の意味での国際化は、願わなくとも不

鳥瞰イメージ

木造屋根が周囲の自然に向かって切り開かれた形状

限りでも北京郊外でいくつも動いている。息苦しい都市生活から
抜け出したいという人々のニーズを反映しているのだろう。

可避的に進行している。
■実践 3

欧州企業の中国展開

2010 年、フランスの文具メーカーと、ドイツの自動車メーカー

からの店舗設計依頼が相次いで舞い込んできた。消費の落ち込む
■実践 2 「国際」地方銀行プロジェクト

欧州の製造業者が中国のマーケットを狙って進出してきた格好だ。

流れが止まることはない。

的な設計を求められた。後者を例に、実際にどのようにプロジェ

都市の人々が地方へと関心を寄せる中でも、地方から都市への

2012 年 3 月、北京の某大学を母体とする設計院からの依頼で、

前者は手始めに卸売り店舗の計画を、後者ではより戦略的、概念
クトが進行したかを紹介したい。

中国の大手地方銀行の北京支社ビルの内装計画に関わった。北京

ドイツの自動車メーカーから突然連絡を受けたのは 2010 年の

中心部のビジネスエリアに位置する、延床面積 54,000㎡、29 階建

年末だった。これから中国で本格的に展開するにあたり、本国で

て新築ビルの内装設計である。この地方銀行は中国南部を拠点に、

策定された標準設計をコンセプトレベルから見直したいというこ

国内外での拡大を目指しているのだが、
「地方銀行」というイメー

とだった。このメーカーは、2011 年からの 2 年間で中国北部だけ

ジが全国展開、ひいては国際展開を妨げるということで、北京支

で 180 の新規ディーラーを設置する予定だという。自社ブランド

社ビル新設にあたっては、そのイメージを払拭するような「国際

を守るための確固とした CIを持っているが、それが枷となって、

様式」の内装にしてほしいとの依頼であった。さらに、他では見

新しい空間づくりに行き詰まったようであった。

（ハイテク技術）を使うこと、また、装
られないような「高技術」

我々はまず、既存ディーラーを調査し、問題点を洗い出してい

飾は洗練された「簡潔」なデザインとすることなどが要求された。

く作業から始めた。中国国内に 250 以上あるディーラーのうちか

事前の指名コンペで設計院 9 社の中から大手 3 社が選ばれてい

ら、いくつかのモデル店舗をピックアップし、標準設計と実際の

た。二次審査に際し、そのうち 1 社が日本人設計者と協働したい、

作られ方、使われ方を比べてまわった。

と声をかけてきた。一次審査で選ばれた設計院 3 社の各案が全て

標準設計そのものはよくできたものだが、モデルになっている

棄却され、二次審査は仕切り直し、ゼロから設計する必要がある

ヨーロッパの店舗に比べ、中国は一つひとつの店舗が巨大である。

という。一次審査では、各案とも「国際様式」
「高技術」
「簡潔」と

そこから浮かび上がってきた課題は、余白を極端に嫌う中国で、

いう施主の要求を充たすことができなかったそうだ。特に「簡潔」

空間が間延びしてしまっていること。また CIの規定が強固すぎ

という部分は、中国人設計者にはどうしても難しいので力を借し

るため、デザインが陳腐化していることであった。

てほしい、とのことだった。
この手の話は、
「外国人設計者」という飾りとして呼ばれて、内

既存 CIを守りながらも、その枠組みの中で新しいデザイン言
語を作り出すことが課題となった。特にメーカーがキャッチフ
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レーズとして掲げる「Efficient Dynamics」を表現することを念

事は概念設計という位置づけであったが、最終成果物として各空

頭に、いくつもの空間アイデアを練っていった。プロジェクト開

間のパースと平面図、立面図、ディテール・スケッチ、仕上げ表

始から半年で、アイデアを買われ、北京の大規模新ディーラーの

などを提出した。その後も現場に頻繁に通いレポートを作成する

設計を任されることになった。

などの結果、クライアントであるメーカーからは大きな信用を勝

敷地は北京市中心部から

ち得ることができた。

南へ車で 1 時間程の場所に

この国では、大方の設計事務所はプロジェクト量が多すぎて、

ある。荒涼とした敷地に、

一つひとつを丁寧に見る余裕がない。だからこそ、細かな点まで、

単一のディベロッパーが 4

容易に妥協を許さない態度を示すことで、他の設計者とは違う存

つ の巨大 な 自動 車ディ ー

在感を示すことができるし、プロジェクトに関わる人々の全体の

ラーを建設する予定である

意識を引き締めることにもなる。

という。建築面積 6,600㎡、
延床面積 30,000㎡におよぶ

敷地周辺

中国国内でもかなりの大型ディーラーである。そのうち顧客が利
用する約 5,000㎡の設計を担当することになった。
最小限の要素で（Efficient）、自動車のもつ原動力（Dynamics）

■実践 4

日本料理レストラン "Sake MANZO"

中国の仕事というと、すべて巨大なスケールの仕事であると誤

解されることが多い。大規模なプロジェクトは先述の設計院など
がほとんどを担当している。中小規模の仕事があっても、大抵の

を表現するというテーマに沿い、ファサードには動的な表情を与

設計院は引き受けない。そこで、個人事務所には小さな仕事も舞

えるため、ルーバーを少しずつ角度を変えて設置し、雲のような

い込んでくる。次に紹介するプロジェクトは、その一例である。

ゆらぎを作り出した。車道に見立てられた “Driving gallery”と呼

2011 年 4 月、北京市内

ばれるショールームにはライン照明を設置し速度感を演出してい

の住宅街の一角に借り受

る。

けた平屋の中華料理屋を

このプロジェクトは、クライアントが何を求めているのかも明
瞭でないまま、可能性を模索することから始まった。 我々の仕

改装し、日本料理店にし
たいという依頼が来た。
施主は 10 年以上中国で
ビジネスをしてきた日本
人実業家である。既存建 改装前の既存店舗
築 は 間 口 11m 程 度 の 一
見小さな店舗だが、奥に長い平面形状で、延床面積は 380㎡ある。
まず、既存の仕上げを引きはがし、構造を露出させ、設備の状況
を確認していった。実測図を立ち上げ、補修工事をしながら設
計・施工を同時に進めていき、同年 9 月に竣工した。
設計にあたって、
「日本酒文化を中国に伝える」という施主の
コンセプトを表現するため、酒瓶や枡などをモチーフとすること

ディーラー外観 角度の異なるアルミルーバーで雲のようなファサードを作っている

になった。また、限られた予算の中で、なるべく手元にあるもの、

カーデリバリースペース

木製ルーバーによって覆われたファサード
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工場を持つ製造業者を直接見つけ出すことができれば、家具や
照明器具などは安価で特注できることも、中国で仕事をする一つ
の面白さである。大規模プロジェクトではできない手仕事を多く
取り込んだプロジェクトである。

課題
以上で紹介してきたプロジェクトは、筆者がここ 2 年間で携
わったプロジェクトである。クライアントも規模もそれぞれ大き
く異なり、求められる内容もアプローチもそのつど違う。若手の
設計者にも多種多様なチャンスが回ってくるし、そのチャンスが
生かせれば、次につながっていく。建築に対して寄せられる期待

ホールを特徴づける酒瓶照明

が大きく、設計者としてやりがいが感じられる場所であることに
違いはない。
この数年間、設計者としては様々な機会に恵まれる一方で、都
市人口の増加に伴う深刻な住宅不足や環境汚染など、発展の負の
側面も日常的に目の当たりにしてきた。それらはもっぱら政治の
領分とされる問題だが、建築設計者も決して無縁とは言えない。
ただ単に形をつくるだけの仕事ならば、この国にはいくらでもあ
る。豊かな生活環境をつくることが建築設計者の本当の仕事だと
すれば、課題は山積みである。

2012 年 5 月、北京を
拠点に活動する日中の
設計者有志が集まり、
議論する場として、
「中
国環境・都市・建築研
廊下上部は錆びた鉄板のアーチ

廊下床面には瓦を敷き詰めている

究会」が発足した。月
に 2 度ほど、都市のあ
り方について意見を交
換する勉強会である。
大量のプロジェクトに
追われ、押しつぶされ
そうになる中でも、立
ち止まって考える必要

個室には雲形の特注照明を設置
している

手に入りやすいものを使って特色あるレストランにすることが求

性があることを多くの
設計者同士が共有して

中国環境・都市・建築研究会風景

いる。設計者の果たすべき役割について、考え直さざるを得ない
局面につきあたっている。

められた。
店舗の顔となるファサードは木製のルーバーで覆い、密度を調
整することで視線を遮りながらも、外部に賑わいの伝わるような
作りとした。家具や照明器具は大部分を特注で制作した。メイン
ホールには酒瓶を吊した照明器具を設置している。個室に設置し
た雲形のランプシェードは、スケッチを 3D モデリングソフトで
立ち上げて図面を作成し、提灯製造業者に依頼したところ、一般
的な照明メーカーに頼むのに比べて、制作費を半分以下に抑える
ことができた。

山口一紀（やまぐち かずのり）

1984 年
2007 年

神奈川県生まれ
早稲田大学理工学部建築学
科卒業
2009 年 早稲田大学大学院創造理工
学研究科修了
2009 年〜 北京松原弘典建築設計諮詢
公司勤務
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支部便り

関東甲信越支部

アーキテクツ・ガーデン
2012 建築祭

いいね！

24

今年は新生アーキテクツ・ガーデンとして、JIAの公益法人
化を視野に入れ、従来型の展示会ではなく、情報集約、発信
型のイベントとして広く一般市民に参加してもらうイベント
として行いました。
会期は 6 月 15 日の建築家の日をまたぐ、6 月の 1 ヵ月間を設
定しました。厳密には 5 月 26 日に始まったミケランジェロ会
による「建築家による美術展」を皮切りに、7 月 6 日まで開催さ
れた目黒地域会による「めぐろの建築 3 団体による気仙沼市震
災復興提案展」までの 1 ヵ月余りとなりました。
その会期中に各地域会、部会、委員会の例年の催しやワー
クショップをこの「アーキテクツ・ガーデン月間」に集約して
いただき、大きな一つの括りとしてのイベントとしました。
各々の単独イベントでは、集客や外部への情報発信が不十分であるため、連携した一括りのイベントとする
木造住宅の耐震診断・改修事例報告

新宿プロムナード展（ミケランジェロ会）「建築

家による美術展」
LIXIL:GINZA[SUMAIセミナー]リフォーム再
ことでそれらを補い、JIAの多彩な活動を一般市民に知らしめるという今回のアーキテクツ・ガーデンの目的

を充分に達成できたのではないかと思います。

（柳

第21回JIA東京都学生卒業設計コンクール2012.
考〜長く住み続けることが本当のエコ〜
子ども空間ワークショップ＠tvk“秋じゃないけど
3.11とグローカルデザイン出版記念トーク・
収穫祭”
パーティ
第14回新潟県内大学生卒業設計コンクール2012
OZONEセミナー「JIA建築家と考える住まいづ
【第２回文京・見どころ絵はがき大賞】展覧会/
くり」「住まいの安心と安全」
シンポジウム（応募作品を通して文京の魅力を語
JIA杉並土曜学校 家族の家から地域のイエへ る）・表彰式
シェアする暮らしから見えるもの千葉県建築展:作品展示会
エコハウスセミナー
大学院修士設計展Web公開
津波と街と建築 被災地の街と建物の最終報告と
「めぐろの建築3団体による気仙沼市震災復興提
提言
案」展
甲府駅南口周辺地域脩景計画を考えよう
JIAトーク・「HOUSE VISION」産業の未来を
可視化する
連続企画
まち歩き／サンシティと板橋の崖線
「二人の外国人建築家／タウト＆レーモンドin
街歩き・街並編「代官山とヒルサイドテラス」
群馬・高崎」
街歩き・住宅編「日本的な住まいと暮らし」
状況・体験・思い〜改めて東日本大震災から何を
記憶に残る学び舎〜三田・広尾界隈を歩く
学ぶか・地域の建築家からの報告
下北沢まちあるき
美しいまちへ 建築家が担うこと・市民が担うこ
千代田景観まちあるき
と
歴史的建造物見学会
AG国際事業計画シンポジウム「外に出よう建築
まち並みウォッチングin上田
家」
光と建築
写真談義「時代をリードした建築」
省エネビル見学-内田洋行 新川第二オフィスビル
日本の街並はなぜ美しくないのか（その３）（ま
LED照明とセンサー連動の制御システム、省エネ
ちづくり、あなただったらどうする？）
効果と快適性を両立シンポジューム 建築家が取組む建築相談-トラブ
千葉県建築展:見学会／大多喜町役場庁舎を設計
ルを未然に防ぐために旧井上房一郎邸 者千葉学氏とともに
千葉県建築展:講演会／大多喜町役場庁舎の今井
渋谷探索トレッキング2012
兼次作品から千葉学作品への継続と変遷
アーバントリップＸ 東京工業大学・大岡山キャ
新会員の集い
ンパス見学会
JIA建築セミナー
ニュースでも話題の省エネ最先端：3方向太陽光
パネル 研究施設−東京工業大学大学 環境エネル
ギーイノベーション棟見学−
東京海洋大学 学び舎見学と座談会
連続建築無料相談会

学／アーキテクツ・ガーデン実行委員会委員長）

「講演会・シンポジウム」
「展示・ワークショップ」
「街歩き・見学会」のカテゴリーに分けて行われたさまざまな催しの中から、一部をご紹介します。

群馬地域会

講演会・シンポジウム

連続企画「二人の外国人建築家／タウト＆レーモンド in 群馬・高崎」

第 1 回 〜ブルーノ・タウトの映像を中心に〜
昨年の東日本大震災以降、建築家は何を考えてきたのか？と問

ました。

最 初 に DVD 映

われています。
日本の気候風土に培われてきた健全で簡素な美と文化に大きな
衝撃を受け、何かを感じ、その後日本の建築界に大きな影響を与
え、日本から世界に発信した二人の外国人建築家ブルーノ・タウ
ト＆アントニン・レーモンドが日本の中に何

像・ブルーノ・タ
ウト生誕 120 年記

念ブルーノ・タウ

トの会制作の「知
の DNA

を見たのか？
こ の 二 人 に 縁 の あ る 群 馬 で、
「タ ウ ト ＆
レーモンド in 群馬・高崎」を中心軸に「日本
のものづくりの原点」を探りながら、
「日本の
かたち」を考え発信していくことをテーマに
第 1 回～ブルーノ・タウトの映像を中心に～
と題してシンポジウムを 6 月 23 日に開催し

夢ひか

る刻」の制作経過と鑑賞の後、JIA 地元メンバー 4 人のシンポジ
ウムを開催しました。その後高崎市立美術館に併設されている旧
井上房一郎邸の見学とメンバーによる解説を実施しました。参加

で、地元の新聞記事等にも大きく取り上げ
者は
53 名（一般2012
38 名）
アーキテクツガーデン
公式facebook
>>

られ、第 2 回への期待が寄せられています。
後援：東京都渋谷区 協賛：株式会社 建築家会館

（水上勝之／群馬クラブ代表幹事）

都市デザイン部会

講演会・シンポジウム

美しいまちへ 建築家が担うこと・市民が担うこと
6 月 23 日㈯ 15 時〜

建築家クラブにて開催

進められた意見交

専門家を中心に景観やまちづくりに関心のある方、約 40 名が参

換において、第一

集。

部で報告された地

基調となる講演は都市計画家でＣ−まち

域会の活動と合わ

計画室代表の柳沢厚氏。新宿・城北・千代

せ、法制度におけ

田・杉並・世田谷・渋谷の各地域会からの

る定量的な基準と定性的な基準について議論した。数値化できる

報告の後、
「街をつくる建築」をつくろう～

定量的基準に比して、裁量性を多く含んだ定性的な基準に建築家

支援制度を活かすも殺すも建築家しだい～

はどのように向き合えるのかが氏より問われる。

について講じていただき、それを受けての会場に参集された方と
の意見交換をする構成で、閉会は 18 時 30 分。
氏からは「日常業務」で直面する建築基準法や都市計画法等の
法制度の中で我々の抱える葛藤について、的確なるご指摘とエー
ルをいただいた。

014

それに引き続き

当日は JIA 会員の他、建築家や都市計画家、行政庁職員などの
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日常の業務から離れ地域などで活動する建築家が、日常の業務
として「美しいまち」へ貢献していくためには、我々の意識改革
も必要であり、社会への我々の存在意義を発信し社会を変えてい
く努力も必要であるとの認識を確認した。
（鈴木和貴／都市デザイン部会副代表）
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千葉地域会

街歩き・見学会

大多喜町役場庁舎の今井兼次作品から千葉学作品への継続と変遷
千葉県建築展 講演会（大多喜町役場 既存棟議会室）
講師： 建築家

千葉 学（東京大学大学院准教授、JIA 会員）

「第 2 回千葉県建築展」の大多喜町役場における講演会は、6 月

としたが、構造的合理性

30 日㈯午後 1 時から開催されたが、それに先立ち当日午前 10 時

との折り合いが難しいこ

30 分から見学会が開かれた。設計者の千葉学氏による説明で、

とから、既存棟の門形フ

天井が高く明るい増築棟（本庁舎）の執務スペースからスタート

レームを踏襲し、民家の

し、既存棟（中庁舎）の旧執務スペース、地下議会室、屋上のガ

梁架構を加味したデザイ

ウディ色の濃い陶片壁画などを観てまわった。

ンへと変わっていったこ

講演会では、JIA 千葉地域会の櫻井修代表の挨拶に続き、JIA

と。また、既存棟に関し

大多喜町役場増築棟

保存問題千葉大会から公募プロポーザルを経て完成にまで至った

ては、今井兼次と向き合い対話をしながら、彼が考えたであろう

経緯について、夏目勝也会員から説明があった。その後千葉学氏

ことと考え及ばなかったであろうことを考慮しつつ設計を進めた

による講演会が始まった。増築棟を考える上で、既存棟キャノ

とのお話を伺うことができた。会場からは、既存サッシの色、ガ

ピーからの軸線は今井兼次からの遺言ととらえたこと、オフィス

ラスや壁紙の保存、部屋の確保、立面や庇等に関する質問などが

タイプでの冗長性（リダンダンシー＝余裕）と象徴性（大多喜町の

相次ぎ、予定時間を大幅に超えての終了となった。

自然＝光と風）を基本において設計を進めたこと。象徴性に関し
ては、当初外壁や屋根に大多喜町の紋章（5 角形）を採り入れよう

参加者は、見学会、講演会共に 75 名であった。関係各位に感
謝！

（安達文宏／千葉地域会）

住宅部会

街歩き・見学会

街歩き・住宅編 「日本的な住まいと暮らし」
住宅部会が市民向けセミナーとして年間数回実施している JIA

していることを、

市民住宅講座の「街歩き・住宅編」です。表題のテーマで毎年「江

改めて実感できま

戸東京たてもの園」を訪れ、一般参加の方々とともに、江戸期か

す。

ら近代の住宅を見学し、日本的な住まいと暮らしについて考え、

もう一つ印象に

建物に親しむことにしています。今回は AGのプログラムとして、

残った住まいは、

一般参加者、JIA 参加者ともに 6 名ずつの合計 12 名での催しとな

前川國男の自邸で

りました。

写真1
写真2

す。第二次大戦中の 1942 年に品川区上大崎に建てられ、前川さ

「江戸東京たてもの園」は、1993 年に「江戸東京博物館」の分館

んが新婚時代から暮らした住まいです。銀座にあった事務所が空

として開園した野外建築博物館で、現在約 30 棟の復元された建

襲で焼失し、一時は事務所兼用で使われていたそうです。写真 2

物が建ち並んでいます。中でも住宅としては、江戸中期から後期

は玄関から居間へ入る大きな扉です。設計図では右側吊元の開き

の茅葺き屋根の民家が目を引きます。写真 1 は江戸時代中期に現

扉ですが、実際には左寄りの軸吊扉になっています。熟考の跡や

在の世田谷に建てられた農家（綱島家）の内観（小屋組）です。現

考え抜かれたディテールが見られ、非常に勉強になりました。

代住宅で言えば 2 階建て＋ロフト位の高さと空間ヴォリュームが
あって、この大屋根によって夏場の日射や温湿度をコントロール

五月雨に美しく緑が映える武蔵野の空気を満喫できた一日でし
た。

（青井俊季／市民住宅講座 WG）

千代田地域会

街歩き・見学会

学生、市民と歩く（千代田景観まちあるき） 丸ノ内・お茶の水

景観と建築資産を未来につなぐ
千代田地域会では、地域に密着した活動をいかに行うかを心掛

備、戦災による破壊と復興、

けながら、日頃から議論し続けていたような気がします。今年

戦後の高度成長期、バブル

は、初めての試みとして、区内にある東京家政学院大学の兼任講

崩壊後の大開発による歴史

師に地域会から会員を推薦したことから発展し、アーキテクツ

的建造物の喪失と保存の大きな変容の中で複雑に集積され続け

ガーデンの行事として大学の協賛を得た授業と、一般市民と共に

ているまちの姿を、未来につなぐ視点でまち歩きの中で共に考え

歩く「まち歩き」のジョイント企画を立案しました。

る」という、やや難解なものでした。

「雨が降ったら学生は来ないぞ！」という声もあり、強い雨の

建築物を使い続けながら次の世代に継承することの困難さを、

中、果たして学生が集まるのか心配だったのですが、前夜の芝浦

建築家の側から悩みながら伝えたことは大きなインパクトがあっ

工業大学の 10 名の飛び入り参加も含めて、13 時の集合時間には

たようです。懇親会に参加された市民の方から「若い世代が、こ

三菱 1 号館の中庭に若い学生の声が響きわたり、主催者の声が通

のような難解な企画に参加して、悩みながら設計している建築家

りにくい状況までになっていて、心配は杞憂となりました。

の声に耳を傾けたのは何よりだった。
」の言葉は、私達千代田地

まち歩きのテーマは、
「江戸時代に形成された千代田の景観と街
の骨格が、明治の文明開化、関東大震災の壊滅的な被害と復興整

域会会員一人一人への何よりの贈り物でした。
（篠田義男／千代田地域会副代表）
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関東甲信越支部
保存問題委員会

街歩き・見学会

記憶に残る学び舎 —三田・広尾界隈を歩く—
標語「建築家はともだち」に呼応して、歴史的背景や熟成され

郎がわずか 28 歳の

た佇まいを持ち、空間や形姿から建築家の役割を一般の方々が直

時に設計を始めた

感できるような学び舎 3 校を、一日で周るエクスカーション。秋

出世作。セットバッ

の JIA 大会のシンポジウム「学び舎を考える」にも連動。

クの工夫や緻密な

学校は誰もが成長期を過ごす集団生活の場。見学者各々の思い

プ ロ ポ ー シ ョ ン、 慶應義塾幼稚舎

出深い空間体験との比較の中で、
「学び舎」特有の時間軸を貫く建築

当時最先端の環境・設備設計。校長先生自ら校舎を案内してく

的な意味、そこから巣立つ人々の記憶やアイデンティティを託され

ださり、
「 75 年経った今でも大変使いやすく、建て替えるとし

た空間の継承、設計者の想いや時代精神の遺産を保存する意義、

ても全く同じものを建てたい」。講堂（’64）も谷口吉郎、新体育

それらのテーマを、淡くとも実感していただけることを目標とした。

館と新館（’02）を谷口吉生が設計。

普連土学園： キリスト教フレンド派（クエーカー）の中高一貫

広尾小学校：’30 年、東京府営繕課の設計、一連の復興小学校

の私立女子校。現中学校舎（’68）・講堂（’63）・体育館（’74）を大

から少し遅れて旧市外に建築された RC 校舎。改築か保存か 10

江宏が設計。現中学校舎は 8m 角の教室群を分散配置した先駆的

年以上も地元が検討し、’87 年に改修保存決定。校舎の L 字角部

な設計で、生徒の「個の確立」と「相互の連帯感（コミュニティ）

にある高さ 12 ｍの消防署用望楼は地域のランドマーク、昭和初

の育成」という教育理念を空間に反映。

期特有の装飾が散見される校舎全体とともに、国の有形登録文化

慶應義塾幼稚舎：共学の私立小学校で、主校舎（’37）は谷口吉

財。

（安達治雄／保存問題委員会）

茨城地域会

街歩き・見学会

「光と建築」に参加して

廃月とアヤシイ太陽
JIA 茨城地域会の「光と建築」は「水戸の夕暮れ時を散策」する

と少しの地点で通ったのは

ことでした。県都水戸は那珂川と千波湖に挟まれた馬の背状の台

夜の歓楽街。アヤシイ雰囲

地上に位置します。馬の “ 背 ”には旧国道 50 号線が走っており、

気漂う一角です。
「なにもそ

数キロにわたって市街地が形成されています。比較的古いまちな

んなところ通らなくていい

みを残すのもこの界隈です。

んじゃない」と思われるか

今回はスタートの水戸駅南口より千波湖や偕楽園を通り抜け、
線路を超えて駅の北口方面に向かうおよそ 1 時間半のコースを、
テーマについて考えながら歩きました。

写真1

写真2

もしれません。その通り、なんで通ったんだろ（笑）
。でもその
おかげで今回のネタが発見できたことは大きな収穫でした。
。何度かの改修の跡が見
築数十年経つであろう廃ビル（写真 1）

それにしても「光と建築」とは！野球で言えばど真ん中スト

られますが、
「少し古いビルの魅力」を振りまくに十分な気配を感

レートに豪速球が決まって見逃し三振をくらったような、攻めど

じます。さて、日もどっぷり暮れた夜、なぜ電気もついていない

ころの難しいお題です。こんな相手にはすこしひねくれた攻め方

廃ビルに注目できたのでしょう。答えは向かいのファッション

をしないとなかなかてが出せないと、歩きながらヒントを見つけ

。普段はアヤシイ光を放つ「建築」でありますが、
ホテル（写真 2）

るため横目でキョロキョロ。そんなことで、すこしひねくれた僕

煌々と光るファサードに照らされて、廃ビルがライトアップされ

が放つのは「夜の歓楽街の光と建築」です。散策もゴールまであ

た次第でありました。

（加藤誠洋／茨城地域会）

長野県クラブ

街歩き・見学会

まち並みウォッチング in 上田
6 月 23 日は「まち並みウォッチング in 上田」と題した 4 時間の
まち歩きであった。
長野地域会では「まちづくり委員会」を 15 年ほど前から立ち上

建物が持ち主はもちろん、地元の

げ、毎年県内 2 ヵ所を回りまちづくりの様子を視察して、より良

人々の熱意で数多く保存活用され

きまちの提案をしようという研修を行っている。すでに県内 30

ていることである。

ヵ所を回ったことになる。そこには必ず我々の設計仲間が少なか

確かに役目が終わって新しい施

らず関わっており実に頼もしい。この日もかつて支部保存問題委

設に変わっていくことはいいと思

員で活躍した地元の依田氏の案内である。

うが、それと平行して保存されて

好天に恵まれ、JIAの仲間の他に地元の専門学校の生徒や先生

いるのである。依田氏が以前、支

など 25 名が集まった。真田幸村で有名な「上田」は、明治以降の

部保存問題委員会で熱弁をふるっ

近代化遺産の建築が数多く残っている。その多くは日本のあけぼ

たことはそうした裏付けがあるからだろう。

のを支えた生糸産業としての「生き証人」である。繭蔵、蚕種会
社、信州大学繊維学部講堂などの他に、中心市街地にはハイカラ
な木造の病院や教会などの洋館建築も数多く点在している。どれ
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信州大学繊維学部講堂

爽やかな信州にあって、この自然や文化を守り育てるべく「温
故知新」で頑張らなくてはと改めて感じる機会であった。
（川上恵一／長野県クラブ会長）

新潟地域会

展示・ワークショップ

第 14 回 新潟県内大学生 卒業設計コンクール 2012
本年の新潟県内大学生卒業設計コンクールは、14 回目にして初
めて上越市で開催しました。
上越市高田地区の町家を再利用した「町家交流館高田小町」が
会場となりました。

み、二次審査で金賞、
銀賞、銅賞、そして
特別審査員賞である
西田賞、中川賞が選

小屋梁などの構造を表した吹き抜けを持つ町家はたいへん趣が
ありますが、出品作品展示に必要な備品がほとんど無く、ラワン

定されました。
審査会は 7 人の審

合板の展示パネル、レンタルの折り畳みテーブルなど、まさに手

査員による熱い討議の結果、金賞に長岡造形大学の川村千絵さん

作りの展示会場となりました。

の「鉱場巡景」が選ばれました。

特別審査員に昨年度「ヨコハマアパートメント」で JIA 新人賞

この作品は実在する長岡市内にある天然ガス採取プラントが枯

を受賞されたオンデザインの西田司氏、中川エリカ氏をお迎え

渇したあと 50 年をかけ、プラント施設の構造物が緑に埋もれ消

し、審査会の間に受賞作品の解説をまじえた講演会も行っていた

滅していく過程をプランニングしたものです。
作り出す建築ではなく、消していく過程をプランニングしてい

だきました。
新潟県内には建築系の学科を持つ大学が４校（新潟大学、長岡
造形大学、新潟工科大学、職業能力開発短期大学）ありますが、

くことも広い意味でとらえれば建築デザインだと評価されまし
た。

本年は 3 校より 12 作品のエントリーがありました。そのうち 10

審査会終了後の交流会では審査員を囲んで学生たちの真剣な質

作品のプレゼンテーションが行われ、一次審査で 7 作品に絞り込

（金子晴俊／卒業設計コンクール担当）
問、議論が交わされました。

神奈川地域会

展示・ワークショップ

子ども空間ワークショップ

角材とジャンボ輪ゴムで家をつくろう！
6 月 2 日㈯に横浜市の象の鼻パークにて、テレビ神奈川主催の

プの形がとれたこ

「秋じゃないけど収穫祭」の中で「子ども空間ワークショップ」を

とで、より市民と

開催し、恵まれた天候の中、19 組の親子によって、9 棟の創造力

の交流という点で

あふれる家と町並みが完成いたしました。公園の中央で少しずつ

良かったと思いま

でき上がっていく子どもたちの家は、多くの来場者の興味を集め

す。

ました。

参 加 者 の 皆 様、

参加した子どもたちは建築家という職業を知り、スケッチや共

ファシリテーター、協力いただいた皆様、本当にどうもありがと

同作業を通して、造形の喜び、完成した内部空間の楽しさに触

うございました。今後も神奈川地域会（住育研究会）では、子ど

れ、町並みを意識することができました。何よりも笑顔で作業

もを中心としたいくつかのプログラムを準備し、地域に根ざした

し、少し誇らしげに帰っていく子どもたちの姿が、今回のプログ

建築家として、学校では教えてもらえない建築の楽しさを伝え、

ラムの成果を物語っていると実感できました。

その保護者に対しても、我々の職業を知っていただけるように活

AGに掲げた「建築家はともだち」のタイトルどおり、地域の建
築家との共同作業を通して、建築家という職業をより身近に感じ

動していく所存ですので、今後ともご協力をお願いいたします。
（桜本将樹／子ども空間ワークショップ担当）

ていただけたのではないでしょうか。今回は、親子ワークショッ

学生デザイン実行委員会

展示・ワークショップ

第 21 回 東京都学生卒業設計コンクール
本コンクールは、都内 27 大学 31 学科から 50 作品が集まり、6
月 2、3 日に工学院大学新宿キャンパスのアトリウムにて開催さ
れました。今年の審査委員長には野沢正光氏、同副委員長に佐藤
尚巳氏を迎え、吉村靖孝氏、成瀬友梨氏、山梨知彦氏の 5 名によ
る審査となりました。
公開審査当日は、審査員と出品者の白熱した議論を見ようと多
くの聴衆が集まりました。学生にとって、プロが作品を評価する
貴重な機会となるように、20 名を超える実行委員のメンバーも積
極的に学生と対話をするよう心掛けています。コンクール概要な
らびに審査結果と各審査員の審査講評は、後日発刊する作品集に
掲載します。
（三塩達也／学生デザイン実行委員会委員長）
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■ information

JIA 建築家大会 2012 横浜
25 周年記念大会
日時 :2012 年 11 月 29 日㈭、30 日㈮、12 月 1 日㈯
場所 : 神奈川県横浜市

神奈川県民ホール、横浜市開港記念会館、BankART Studio NYK

横浜大会で開催されるシンポジウム 2 つをご紹介します。シンポジウム名、開催日時は変更になる可能性があります。

シンポジウム

「日本版 CABEを考える」
連

■シンポジウムの趣旨
建築や街づくりにおいて地域固有の特性を捉えることは大切

健夫（日本版 CABE 推進タスクフォース）

はマスコミにも大きく扱われ、計画許可（Planning Permission）
が容易となる利点があるため、事業者も無視できない状況です。

であり、定性的な判断が求められるようになってきています。

文化省と自治省が資金を提供し、CABEのスタッフは建築のみ

建築や街づくりが文化であるという認識を建築・まちづくり基

ならず多様な分野の専門家で構成されています。

本法と共に創っていくことが求められ、建築家の役割がより増

具体的活動内容は、

してきている状況と言えます。日本におけるコミュティーアー

①デザインレビュー：実際に建設される建築の質を高めるた

キテクトを根付かせるためには、英国の CABE（Commission

めの助言をする。建築行為や開発を行う側が、その内容を

for Architecture & Building Environment）が参考になります。日

プレゼンテーションし、それに対して第三者の専門家のア

本において CABEが実現するのであれば、どのような形が望ま

ドバイスを受け、質を向上させる仕組みです。そのアドバ

しいのかを明確にし、それに向かってアクションを起こす時期

イスに沿ってデザインしたものは CABEでレビューを受け
たものとして評価されます

かと思われます。
東日本大震災からの復興において、建築・街づくりの支援は

②イネブリング（実現支援）：地方行政機関の計画策定やデザ

急務であり、その意味でも、JIA 横浜大会の開かれた場におい

インに関する施策をサポートします。公共施設や都市計画

て、日本版 CABEについて皆さんと共に考えるシンポジウムを

などについて、コンペの要項づくり、審査委員選抜などを

実施することになりました。ぜひ、ご参加いただければと思い

含め支援をします。実際の計画を地方自治体から依頼され

ます。

計画することもあります。
③学習と開発：建築や街づくりについての教育、出版、研究
事業などを実施しています。CABE 内に設けられたスペー

■ CABE

1999 年、英国で建築や都市環境のデザイン評価、支援、助
言をする機関として政府の手で CABEが設立されました。2005

スで活動内容が公開展示されています。出版や Webによ
る広報活動も実施しています。

年には法定行政機関となっていますが、CABEのコメントやレ
ビュー自体には法的拘束力はありません。しかし CABEの見解

■時代背景と問題意識
日本では 1993 年の新都市計画法において、市民参加が奨励
され、各地で市民参加のまちづくりが実施されるようになりま
した。各地でまちづくり協議会が設置され、地区計画が制定さ
れる気運が高まっています。今後、建築や街が文化であるとす
る定性的な判断が求められ、定性的、包括的で裁量性のある制
度に近づくならば、それに参加できる職能として建築家の役割
が増すと思われます。街づくりでボランティア的に活動してい
る専門家の報酬の問題や、国ではなく地方自治体から出ている
ことによる子飼いの問題、公共建築におけるコンぺのあり方
の問題など、課題は山積しています。それらを解決する意味
で、現行の制度にとらわれずに導入できる制度として、日本版

CABE（建築・まちづくり支援機構）が求められています。
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公式ホームページ

http://www.jia-kanto.org/jia2012/

シンポジウム

「外に出よう！建築家」 —JIAの国際化に向けて—
赤堀

忍（JIA 国際委員会）

UIA2011 東京大会は大会の準備、開催を通して海外との実

国）から若い建築家を受け入れるプログラムです。彼らには将

質的なパイプができたことによって、海外からの多くの参加者

来の日本の内なる国際化に尽力してくれることを期待するもの

を迎えることができました。UIA 大会は今後の日本建築界の国

です。年間、20 名程度の支援を計画していて、2013 年 4 月を目

際活動の本当の出発点といえます。そして、日本の国際化は友

途に実施に向けて準備をしています。

好関係から国際マーケットの開拓、国際的社会貢献へとその内

シンポジウムでは、プログラムの進捗状況の報告と海外から

容を変えつつあります。UIA 大会は若い世代に国際活動への機

の意見、問題点を検証し、若い世代の育成を明確な国際プログ

会を与えることができました。日本建築界が協同して準備した

ラムとして確立することを目的とします。さらに、海外協会の

UIA2011 東京大会が成功裏に終わったことにより、次へのス

国際戦略を聞くことにしています。

テップは次世代の育成です。
今後、日本が国際的な市場から取り残されないため、国際的
社会貢献をするためにも、次世代を担う若手建築家・技術者が
海外で活動する機会を与える企画をしています。将来、国際的
協力関係を築いていく人材を育成することを目的として、財団

●シンポジウム日程
［11 月 30 日 9：30 ～ 11：30］ 県民ホール大会議室
「外に出よう ! 建築家」03

各国の建築家協会の国際戦略

参加：ASA、AIA、KIA、KIRA、JIA、日本建築士会、日本建築士事
務所協会、国土交通省国際戦略室（予定）

法人国際建築活動支援フォーラムのもと、JIAが中心となって、

［12 月 1 日 9：30 ～ 11：30］ BankART NYK ホール

日本で実務経験があり、その能力を海外で活かしたいとする建

「外に出よう ! 建築家」04

築家・技術者を支援すると同時に、海外の協定協会（タイ・中

建築家・技術者支援プログラム

参加：ASA、ASSC、JIA、国際建築活動支援フォーラム他

「JIA 建築家大会 2012 横浜」のシンポジウム会場「横浜市開港記念会館」で、7 月 10 日、JIA
神奈川地域会主催のシンポジウムが開催されました。横浜大会のプログラムにも関連する
テーマで行われましたので、以下にご紹介します。

PHOTO BY KYOKO ARAI / Arai Archiship Studio

JIA 神奈川 かもめの学校第３回
「
【景観】の本質を考える」シンポジウム

美しい景観が住みやすい街をつくる
主

催：㈳日本建築家協会関東甲信越支部神奈川地域会（JIA 神奈川）

横浜・みなとみらい 21（MM21）新港地区に新たな建築計画を

めぐって起きている景観論争を契機に開催したこのシンポジウム

は、その建築計画の可否を議論するのではなく、“まちらしさ ”を

いることを述べた。さらに、首都大学東京で憲法学の木村草太氏

から考えてみたいと企画した。横浜 MM21 は、横浜市が 40 年

様々な景観訴訟問題を事例紹介。今回の案件に関しては、横浜市

つくる「景観」の本質的な意味をデザイン行政のモデル都市横浜
かけて行政・民間が景観・デザイン行政のモデル都市 “ 港町・横

浜 ”として “ 横浜らしい街 ”を目指して作り上げてきた横浜市の財
産である。そこに突如出現する様々な様式が混在した巨大な結婚
式場は “ 横浜らしい街 ”にふさわしいのか？

は、
「景観と法—なぜ法は景観を守ってくれないのか？」と題して
は事業者に事前協議をする義務を課しているが、市の指導に従う
ことまでは義務付けておらず、今後は事前に公示された明確な
ルールを作る必要性があることを示唆した。

その後、モデレーター横浜市立大学准教授鈴木伸治氏により 3

多くの市民がこのシンポジウムに参加し、450 名の会場はほぼ

名のパネルディカッションが行われた。

まず、山本理顕氏による基調講演「美しい景観が住みやすい街

経済優先で作り手主体でもないはずである。新しくてきれいで便

建物の表層が問題になるのか。建物のデザインよりも経済が優先

けでもないはずである。その街の歴史の継承と育まれた文化が街

満席で市民の “ 横浜らしい街 ”への感心の高さと情熱を感じた。

をつくる」。山本氏は今回の景観論争について、なぜ景観という

されている現状を指摘し、景観の判断基準はどこにあり誰が決め
るのか、という本質を問題提起した。最後に「景観は人々の日常
生活を豊かにするためにある」という言葉で結ばれた。

その後 JIA 国際委員長の赤堀忍氏は「フランスの公共空間整備」

と題して、フランスの街づくりの現状報告と在り方をレポート。
フランスの地方都市政策の基本概念は持続可能で環境に配慮した
都市開発であり、それは都市空間のデザイン・マネジメントによ
り、市民の快適な都市生活の確保と新たな価値の創造がなされて

人々に愛される “まち ”は、単に街並みの表層的なことでなく、

利なモノでもなく、歴史を感じる古いモノを残し保存することだ
の DNAとして表現されることが “まちらしい景観 ”をつくるので

はないか。それには法的な仕組みが必要だと思われるが、
【景観】
の本質を共に考えるまちづくりのあり方の礎になれば、という思
いから本シンポジウムを企画したが、JIA 建築家大会 2012 横浜

「共に超える」においても、さらに発展させた連続シンポジウム
としてまちをつくる【景観】の本質を市民と共に考え、今後のま
ちづくりの法的な仕組みづくりへ繋げられれば幸いである。

青木恵美子（JIA 神奈川代表）
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JIA NEWS
本部便り
●環境建築セミナー開催
6 月 23 日、環境行
動ラボによるセミ
ナー「欧州のエネル
ギー自立地域」が開
催されました。
講師にスイス、ド
イツで活躍する環境
ジャーナリストの村
上敦氏、滝川薫氏を
迎え、ヨーロッパでの事例が紹介されました。環境行動ラボからは彦
根アンドレア氏が登壇しました。
環境建築セミナーは年間 4 回程度のシリーズとして、今後も開催の
予定です。

●復興街づくりシンポジウム
7 月 17 日、JIAの加盟する災害復興まちづくり支援機構によるシン
ポジウム「第 6 回 専門家と共に考える災害への備え 東日本大震災の
教訓」が東京都庁で開催されました。
災害対策委員会が JIA 代表として参加し、機構に加盟する各団体か
ら復興活動への取組状況の発表がありました。

加した全員が、福島の現状、問題、意見を述べ合う円卓会議を行い、
結びには福島から提言を発信していくことが確認されました。

●全国事務局会議開催
7 月 27 日、東京の
JIA 本部で全国支部
の事務局が集合する

福島地域会メンバーを中心に、地元の学生や、北海道、東京からも

JIA メンバーが参加しました。
このシンポジウムの模様は『JIA MAGAZINE』285 号（10 月号）で特
集記事として掲載する予定です。

全国事務局会議が開
催されました。

●「建築家のあかりコンペ 2012」締め切り迫る

この会議は事務局

毎年恒例となっている「建

業務について全国的

築家のあかりコンペ 2012」の

に変更が必要になる

エントリー締め切りが今年度

など重要な時期に開

は 8 月 31 日 ㈮ ま で と な っ て

催されるもので、今回は主に新法人形態移行に関する説明や新会計制

います。

度について JIAの組織移行にあたっての業務に関する活発な質疑、意
見交換が行われました。

本年の募集作品テーマは
〈歩行者に優しい「まちの照
明」〉。

●福島地域会シンポジウム
7 月 28、29 日の両

一 次 審 査 通 過 者 は 11 月
末に開催される建築家大会

2012 横浜内で公開プレゼン
テーションを行っていただき
ます。
建築家のあかりコンペ
2012 募集要項は本誌裏表紙
をご確認ください。

日、 福 島 地 域 会 は
「フクシマからの提
言 ……2030 年 原 発
ゼロ～電力に頼らな
い新しい生活～」を
福島県民の森 フォ
レストパークあだた
らで開催しました。

● JIA 東海支部設計競技
JIA 東海支部の主催する設計コンペ「JIA 東海支部設計競技」が今年

シンポジウムは 2
日間わたるもので、1 日目は古市徹雄本誌編集長がコーディネーター

も開催されます。

をつとめ、月尾嘉男氏（東京大学名誉教授）、浅井治彦氏（工業デザイ

毎回設定されるテーマと、5 年を 1シリーズとして設定されるシリー

ナー）、武藤類子氏（福島原発告訴団 団長）、辺見美津男氏（JIA 福島

ズテーマをもとに、29 回目となる今年のテーマは「間」、26 回～ 30 回

地域会代表）らが講演、ディスカッションをしました。当日夜からは

のシリーズテーマは「風土」です。

古谷誠章氏が参加し、支援活動の記録を発表しました。

2 日目は東京から招かれたゲストを交えて、このシンポジウムに参
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募集の詳細は東海支部 Web サイトをご覧ください。

http://www.jia-tokai.org/

第2回

JIA トーク 2012

のおしらせ
※どなたでもご参加できます。

「常識について」

※会場準備の都合上、事前申し込みをお願いします。
※申し込み後に主催者から特に連絡が無ければ定員内で受付しております。

加藤久佳（翻訳家、自称・緑林の風来坊）

Ustream 配信
http://www.ustream.tv/channel/jia-kksk

日

時：2012 年 9 月 5 日（水）18：30 〜 20：30

会

場：建築家会館 1 階大ホール
（渋谷区神宮前 2-3-16

CPD2 単位

Tel: 03-3408-8291）

参 加 費 ：無料（要事前申込）

主催：社団法人日本建築家協会

申込方法：JIA トーク実行委員会へ住所、氏名、所属、連絡先を明記
して、Fax：03-3408-8294 または E-mail：talk@jia.or.jpで

関東甲信越支部 JIA トーク実行委員会
協賛：日新工業株式会社

お送りください。

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

日本アスファルト防水工業協同組合

今月号はインドの建築事務所スタジオ・ムンバイのビジョイ・ジェイン氏に
インタビューしました。敷地の気候風土を徹底的に読み込み、時には敷地の大
地に線を引きながら建築を考えていくその姿勢は、新しい時代の建築の登場を
予感させます。
先日、中国の建築家ワン・シュー氏がプリツカー賞を受賞しました。杭州を
拠点に、中国の伝統文化に立脚した現代建築を追求している人で、代表作の寧
波博物館は、取り壊された古い民家の瓦を積み上げて外壁をつくった建築です。
ビジョイ・ジェイン氏、ワン・シュー氏ともにアジアの建築家ですが、確実
に大きな潮流が生まれています。
私事ですが 2008 年からブータンの伝統住居の叡智に魅了され、毎年調査を
続け、既に二巻ほど出版しました。日本の震災以後、心の豊かさを求める流れ
も後押しし、あちこちから引き合いが来ています。海外からも英国の 100 部に
引き続きオランダからも 30 部の注文がありました。
大きなパラダイムシフトが地球規模で始まっているのを実感しています。
『JIA MAGAZINE』の特集「建築・都市のパラダイムシフト—ライフスタイル
の転換」も、手探りながら方向性を誤らず前向きに進めていきたいと思います。
忌憚のないご意見をお寄せください。

■ JIA 支部一覧
■北海道支部
〒 060-0061
北海道札幌市中央区南 1 条西 8 丁目 14-3 札幌第 2 スカイビル 5F
TEL 011-261-7708 FAX 011-251-4866
URL http://www.jia-hok.org/

■近畿支部
〒 541-0051
大阪府大阪市中央区備後町 2-5-8 綿業会館 4 階
TEL 06-6229-3371 FAX 06-6229-3374
URL http://www.jia.or.jp/kinki/

■東北支部
〒 980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町 17-21 北四ビル 3F
TEL 022-225-1120 FAX 022-213-2077
URL http://www.jia-tohoku.org/

■中国支部
〒 730-0013
広島県広島市中区八丁堀 5-23 オガワビル
TEL 082-222-8810 FAX 082-222-8755
URL http://www.jia-chugk.org/

■関東甲信越支部
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 5F
TEL 03-3408-8291 FAX 03-3408-8294
URL http://www.jia-kanto.org/members/

■四国支部
〒 780-0084
高知県高知市南御座 16-23
TEL 088-885-6688 FAX 088-885-6688
URL http://www.jia-shikoku.org/

■東海支部
〒 460-0008
愛知県名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル
TEL 052-263-4636 FAX 052-251-8495
URL http://www.jia-tokai.org/

■九州支部
〒 810-0022
福岡県福岡市中央区薬院 1-4-8 あずまビル 2F
TEL 092-761-5267 FAX 092-752-2378
URL http://www.jia-9.org/info/

■北陸支部
〒 920-0805
石川県金沢市小金町 3-31
TEL 076-229-7207 FAX 076-229-7208
URL http://jia-hokuriku.org/

■沖縄支部
〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-12-8 松尾ハウス 6F
TEL 098-941-1064 FAX 098-941-1079
URL http://www.jia-okinawa.org/
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