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我々建築家としては当然のことながら、人々が幸せに暮らせる環境づくりを目指していま
す。しかし幸せをどう捉えるかは、なかなか難しい問題です。
都市化や経済成長は必ずしも人々を幸せにしてはくれないことが明らかになり、ブータン
のティンレー首相は、物質的豊かさを示す GNPに対して内面的幸福量の尺度 GNH「国民総幸
福量」を提唱しています。
文化人類学者の上田紀行氏は著書『スリランカの悪魔払い』で家族や地域の人々と共に、あ
るいは自然環境と共にある自分に気づくことで、病に伏せていた人がストレスを解消し、活
き活きと幸せになることから、この「共にある感覚」の気づきの重要性を指摘しています。
ベンサム流の「最大多数の最大幸福」の実現においても、限られた富や地位を奪い合って
いるようでは、一方が幸せになっても相手は不幸になり、社会の幸福量は増大しません。
この「共にある感覚」をみんなで共有していけるような環境こそが、
「エンバイロメント・

エローラの石窟寺院群（インド）

フォー・ハピネス（Environment for Happiness）」であり、社会の幸福量は増え続けることに

巨大石造建築というとピラミッド、アン

なるはずです。

コールワット、ボロブドゥールなどが頭に
浮かぶが、それらは巨塊で空間がない。し
かしエローラは極めて建築的である。
インドのムンバイから飛行機で 1 時間ほど
飛ぶと、オーランガバードというデカン高
原にあるインドでは中規模の都市に着く。
この街は世界に冠たるアジャンタとエロー
ラの石窟寺院が近くにあることで知られ
る。同じ石窟寺院でもこれらはつくられ方
が全く異なる。
アジャンタが垂直な岩に洞窟を掘って内部
空間だけをつくったものに対し
（そのため、
19 世紀に発見されるまで 1500 年以上もの
長い間、コウモリ以外その存在を知られる
ことなく密林に覆われていた）、エローラは
垂直の岩山から巨大な寺院の外観を掘り出
し、その巨塊をさらに内側から掘って内外
とも素晴らしい装飾に満ちた建築をつくり
上げた。内部礼拝堂には巨大なヒンドゥー
の 神々の立像や 仏像もつくられているが、
それも岩から切り出されたものである。
最初ここを訪れた人は、この寺院が内外と
も周囲を含めた大きな１個の岩山から切り
出されたことを知り、
愕然とする。ピラミッ
ドの壮大さにも驚くが、ここではさらに内
部空間も精巧につくられていることを知る
と、気の遠くなるような工程、インド人の
時の流れに身を任せるスケールの大きさに
感嘆するのである。
アジャンタは仏教遺跡であるが、エローラ
にある 34 の石窟寺院は仏教、ジャイナ教、
ヒンズー教が同居する。時代は 5 世紀から
10 世紀にわたるが宗教的対立もなく、イ
ンド人の宗教に対する寛容性に感動する。
エローラの中で最も重要なのがカイラーサ
ナータ寺院でアテネのパルテノン神殿の倍
ほどの規模がある。この巨大な建築はヒン
ドゥー教ではシヴァ神が住むとされるカイ
ラス山（須弥山）をイメージして掘られた
ものと言われる。カイラーサナータ寺院の
周囲は回廊に囲まれているが列柱はなく、
岩が掘り出されたその空間に入ると、上か
ら落ちてきそうな岩の巨塊のキャンティレ
ヴァーに圧倒され、恐怖を覚えるほどであ
る。
建築家なら一度は訪れるべき建築群であ
る。
（写真・文：古市徹雄）

建築家

建築家は、建築・まちづくりを通して人・社会・自然のホリスティックな、より良いネッ
トワークを構築して、
「エンバイロメント・フォー・ハピネス」に貢献していこうではありま
せんか。
●社団法人 日本建築家協会会長

芦原太郎
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特集

シンポジウム

ゼロ

建築・都市の
パラダイムシフト

フクシマからの提言……2030 原発 0
—電力に頼らない新しい生活—
その 2

会場

福島県民の森

フォレストパークあだたら（福島県安達郡大玉村）

前様をお届けします。今回は 2 日目の「シンポジウム—その 2」をご紹介します。

号に引き続き、今月号も 7 月 28 〜 29 日に行われた JIA 東北支部福島地域会主催のシンポジウムの模

シンポジウム—その 2

7 月 29 日（日）

———ライフスタイルの転換 ❻

「フクシマからの提言」
ゲスト

八木佐千子（NASCA）
井口直巳（井口直巳建築設計事務所代表・JIA 環境行動ラボ前副代表）
渡邉

司会

宏（JIA 東北支部支部長）

阿部直人（JIA 福島地域会副会長）

第 2 日目は、ゲストの八木佐千子氏、井口直巳氏、渡邉宏氏をはじめ、
シンポジウム—その 1 のパネラー浅井治彦氏（プロダクトデザイナー／明
星大学教授）、司会を務めた古市徹雄本誌編集長、JIA 福島地域会の会員、
東北の他県、北海道、東京からの会員、地元の建築を学ぶ学生など、約
30 名が参加しました。
ゲストを含めた参加者全員が、阿部直人氏の司会で様々な意見を述べ
合う円卓会議の形式で行われ、活発な意見が交わされました。また、シ
ンポジウムの最後には、先月号の冒頭で紹介した《宣言文

フクシマか

らの提言》が読み上げられました。

フクシマの現状を確実に伝え
建築家に何ができるかを考える
——今日はざっくばらんに皆さんからいろんな意見をい

フクシマからの提言②
002

●

たプロジェクトなどが立ち上がってきている。

ただきたいと思います。昨日の「シンポジウム−そ

▶ 3.11 以降すぐは原発の情報も集めて敏感になってい

の 1」では、現場からの声として武藤類子さんのお

たが、1 年以上経つと日々の仕事に忙殺されて、原発と

話を聞くことができましたし、これか

の距離感が福島にいても東京にいてもあまり変わらない

らの生き方について月尾嘉男さんと浅

のではないかと感じてきた。

井治彦さんからお話をうかがうことが

▶南相馬への浪江街道からのアクセスは福島から入る 1

司会 阿部直人

できました。今日はもう少し具体的に、

本のみしかなく、福島の浜通りの 3 分の 2 は原発によっ

我々が明日から何をすべきかのヒント

て土地がなくなっているという状態。現地に入って体験

になるような話をしていきたいと思い

した自分の感情をリアルに掘り起こしていかない限り、

ます。

その感情は薄れてしまうという危機感を非常に感じる。
▶昨年は何しろ初めてのことで、郡山は誰もがマスクを

■震災から 1 年以上を経た現状

して、小中学生や高校生も真夏でも長袖を着て過ごした。

——震災から 1 年以上経ち、当初より原発に対する危機

でも今年はそうではない。実際に放射線量が下がったこ

感が薄れてきたところもあると思います。仕事の面、

とがあるけれど、みんな慣れてしまった。原発に対する

生活の面など、現状はいかがでしょうか。

すべてのことが、無かったことのようになってしまうの

▶ 1 年以上経って少し落ち着いてきて、情報が客観的に

ではないかという不安がある。

見られるようになってきた。最近は震災で中断されてき

▶福島に住んでいることの現状を伝える義務がある。や
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——仮設住宅の設計については様々な苦労があったと思
います。

か意識が薄れている。地元の人でもそうなのだから、遠

▶最初の仮設の配

くに住んでいる人には忘れられてしまうかも知れない。

置計画を上から目
線ではなくて、や

■海外の反応

れることは自分た

——海外の福島に対する関心は震災当初に比べるとどう

ちで協力しようと

なのでしょうか。

いう趣旨はとても

福島県本宮市の仮設住宅

良いと思った。

シンポジウムは同時通訳で海外に配信したいくらい。ど

▶福島では仮設住宅に建物の寿命が尽きるまでいなけれ

れだけ多くの人に知ってもらうかが非常に大事なこと。

ばならない可能性もある。風呂の追い炊き機能や収納ス

Facebookでも Twitterでもフクシマという言葉が出ると

ペースは必要ではないか。

みんな非常に反応する。

▶第一弾の仮設住宅では、高齢者はとても住めないよう

▶北欧から毎日のように連絡がきて、福島のことを聞か

な性能であり、新たに木造仮設住宅を提案して進めると、

れる。

いろいろな制約があり受け入れられない。県の対応も手

▶福島は今、前向きな意味でのブランドになっている。

探りの状態で、理不尽なこともたくさんあり、建築家と

フクシマと付くだけで、世界中の人たちが注目している

しての理想や目標と乖離した作業にとても葛藤があった。

し、現状を正しく発信する責任があるのではないか。

結果的に JIA 福島の提案が受け入れられたが、最初から
受け入れられていれば費用や時間の無駄もなかったのに

■除染事前調査に協力
復興庁、環境省の「平成 24 年度浪江町における除染等
の措置に必要な事前調査業務」について、除染作業前
の事前物件調査（放射線濃度調査、建物等の損壊調査
等）を行うことが決定し、JIA 福島地域会が、福島県建
築士会に声をかけ、一緒に災害支援として協力するこ
とに決定。7 月から作業を行っている。

という思いがある。

ライフスタイルの転換 ❻
——

▶福島の現状を、海外の人は非常に気にしている。この

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

量は極端に下がったわけではないけれど、見えないせい

特集

はり慣れてしまっているところが絶対にあって、放射線

▶建築家が仮設住宅に関わったことは、すごい成果であ
り、長い目で見ると必ず評価されることだと思う。
▶静岡県庁、その前は和歌山県庁が視察に来た。間違い
なく今までの苦労は次の災害に生かされるはず。
——県が仮設住宅の設計施工業者を公募したこと、それ

——除染事前調査に参加して感じたことを話してください。

に我々が飛び込んだことで一つの道筋ができたので

▶除染作業をして

はないかと思います。今回、仮設住宅に若干でも関

も、果たして帰っ

わることができたことで、次に災害が起きた時、建

てこれるのかどう

築家が積極的に関わることの資料になるだろうし、

か疑問である。

自治体も建築家に目を向けると思います。

▶浪江の周辺部は
手が付けられない

■原発ゼロでなければならない

状況ではないかと

——私たち郡山市民は当然「原発ゼロ」だと思っていた

感じた。自然への

のに、市長はじめ議会は「原発減」で可決したとい

影響は計り知れないものがあり、私たち建築家にとって

う。福島県内の市町村によっても大飯原発再稼動に

も、大きな戒めという感じがした。

ついては意見書を出さないところもあり、それぞれ

おお い

▶実際に現地に入ると、これを除染できるのだろうかと

の地域によって事情が違うという現実があります。

思うほど非常に膨大で、駅前は人がいないと非常に違和

▶無原発をまず提起して、我々はその時にこういうことを

感を感じる。農家の調査に入ったが、人のいない町や農

しましょうという提案を、建築家の立場でできると思う。

村がいかにむなしいかと感じた。

▶原発の問題は、人それぞれで捉え方の違いや考え方の

▶除染という話が出てくるとやっぱり福島県は不安だと

違いはあるが、使用済み核燃料の問題などが解決してい

いうことになってしまう。今一番大切なことは、福島県

ないのに、再稼働はあり得ないのではないか。いろいろ

のなかで安心できる場所が必要だということ。

な考えがあっても良いけれども、JIAでは福島の建築家
として、原発に対してはゼロでいきましょうという最低

■仮設住宅の設計に関わる
JIA 福島地域会は昨年 4 月、福島県が、県内企業の活
性化と県産材活用を目的に行った木造応急仮設住宅
4,000 戸の建設事業者公募に対して「被災者のために
少しでも人間らしい住環境をつくろう」、
「フクシマか
ら仮設住宅の概念を変えよう」という意気込みで参加、
木造仮設住宅に大きく関わることになった。会員は本
業そっちのけでこの作業に没頭し、戸数調整や候補地
の変更に翻弄されながらもコミュニティーを優先する
ような配置にこだわり続けた。県のスタンスも少しず
つ変わっていき、結果的に約半数近い配置計画に携わ
り、100 戸分の住宅を設計し、完成させた。

限の共通認識をもっていたい。少なくともそれを明確に
することが、一歩前に進むことにつながるのではないか。
▶土地はあるけれども汚染が強くて住めない、今まで
使っていた物が無くなってしまう、これらはものすごい
苦しみ。武藤類子さんのように、住みたくても住めない
という状況であるという現実を見ると、やりきれない思
いがする。それなのに福島市議会は大飯原発の再稼働に
賛成してしまう。このように認めがたい行動が起きてい
る。原発事故は日本の国土を無くしてしまうという状況
を認識しないといけない。
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▶選択の余地はない。地球に対して人間がどこまでやっ

■ 20 代の視点から

ていいのかと考えると、原発はあり得ない。

——今日は 20 代の学生や就職したばかりの方々も参加

▶大飯原発の再稼働が決まった時は個人的に非常に悔し

しています。一人ずつご意見をお願いします。

い思いを持ち、国も市民も何もしないんだろう、このま

▶やりたい

まどんどん再稼働が始まっていくのだなあと思っていた。

こととでき

でもそれに対してデモが始まったと聞いて、今の国民も

ることの間

単に原発がまずいというのではなく、国のやり方がまず

の葛藤がす

いと感じ始めた。大きな問題が起きても、だいたい 1 ～

ご く あ る。

2 か月たつと話が消えていき国民の意識が薄れ、また同

僕たちは若い世代として、多少ちがう感性で動けるよう

じようなシステムが継続していく、今まではそうだった

な気がするので、活動に混ぜていただけると嬉しい。

が、今回は少しちがうのかもしれない。

▶大学 4 年の時に震災にあって、社会人 1 年目。設計す
ることに対して幸せを感じている。以前はかっこよく設

■目に見えない放射能の怖さ

計したいという意識だったが、設計はライフスタイルに

——原発ゼロという考え方に対して足並みが揃わないの

かかわるものだと実感した。自分自身の生活も改善しな

は、放射能汚染が目に見えないもので、ただちに原

いといけないことがある。

発被害が現われるものではないことが要因になって

▶大学で環境研に属して研究をしている。一般の方の環

いると思います。これは非常にやっかいなところで

境やエネルギーに対する意識は思ったよりもあまり高く

す。どのようなことで放射能の脅威を実感しますか。

ない。住民がもっとライフスタイルの変化に積極的に関

▶浪江の調査に行って、はじめは完全防御で入ったが、

わっていかないといけない。住宅がパッシブで、住民が

見えないし、痛くもかゆくもないから、暑いのでマスク

アクティブにならないといけないのではないか。

こそ取らないけれどつい腕まくりもするし、それが一番

▶社会人になっても、仕事のあと研究室に 12 時までい

怖いこと。

て家に帰るという生活サイクル。4 年間建築を学んでも

▶震災当初は絶対に子どもを外で遊ばせなかった母親が、

何も分かっていなかったと痛感している。ただ、原発の

子どもはどうしても外に行ってしまうので、まあいいか

問題や建築に対して真剣に思っている若者もいるし、少

となってしまう。そのようなうやむやな状態になってし

なくとも自分はそういう意識でいたいので、もっと 20

まうことが、非常に心配。見えないから怖いということ

代の力を当てにしてほしい。

を意識しないといけないと思う。

▶静岡・浜松の出身だが、大学を卒業して 1 年間研究生

▶家の庭に池があって金魚を飼っている。屋根に溜まっ

として残っている。それは福島でもう 1 年間勉強したい

た水が池の中に落ちるようになっていて、つまり、セシ

ということがあった。いずれは東南海地震が起こると言

ウムが全部池に溜まったことになる。除染はしていない。

われていて、それに備えるためにも、震災後の福島を

放射能被害は目に見えないから実感できないが、先日見

もう 1 年見ておきたかった。自分自身がこれから設計を

たら、金魚の背びれや鱗がただれてきていた。ただの病

やっていく中で、どれだけのことを他のまちに伝えてい

気なのかも知れないが、自分たちの健康も脅かされてい

けるか。原発のある福島は、復興という目標の中でみん

る状況にあると思う。フクシマの至る所でそういうこと

なが一丸となってひとつの方向に進む力を持っているこ

が起きてもおかしくないのでは。

とが、ある意味羨ましくも感じた。
▶中高生や大学生は震災前の生活と変わらない状態に戻
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■福島の被害は特殊事情である

りつつある。普通の人がそうなりつつあるなか、ここで

——目に見えない放射能の恐怖に関連しますが、東北の

これからどうしていこうかという議論をしていることに、

他県と福島県との被害のちがいについて、感じるこ

ものすごいズレを感じる。私たちよりももっと若い子ど

とを話してください。

もたちに、どのように伝えていったらいいかを考えなけ

▶福島の被害は、他の県とは質がちがう特殊事情なのに、

ればならない。きちんと伝えていかないと、また同じこ

県も国も戻れないとはっきり言わない。

とが起こってしまう可能性もある。

▶江戸時代の生活に戻ろうと言っても、福島では実現不

▶これから福島の未来をつくっていくのはここに住む人

可能な状況。まして今までそれを実践していた人がその

でしかないと思う。他県の建築家たちがいろいろ動いて

生活を奪われてしまった。だから、福島の場合は今の現

くれるのではなくて、県民自身がこういった自分たちの

状にどう対処していくかと、もう二度と起こさないとい

問題に対して行動していかないといけないのだと思う。

うことへの対処、2 つのことを分けて考えないと、当事

——原発の問題などはむしろこれからの人たちが背負わ

者の人たちに対して無責任な発言になってしまう。

なければならないことで、若い人たちにもっと関心

▶東京に避難している人のところに何度か相談役で行っ

を持ってもらい、これからどうしていくかを考えて

たところ、3 か月くらいと言われて避難したが、それが

ほしい。間違いなく皆さんが当事者になるのです。

6 か月になり、つい最近は 2 年になっているという。子

僕たちは先に死んでしまうけれども、皆さんはこれ

どもの学校をどうするのかと思うと帰りたいけれど、本

から先ずっと付き合わなくてはならない原発という

当に帰れるのか誰も言ってくれないとのこと。はっきり

問題に対して、それぞれがいろいろな意識を持って

してくれないとどうしようもできないと思う。

ほしいと思います。
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地元をきちんとつくること、役に立てることはたく

う。環境を意識し始めれば、いろいろな機能の中に環境

さんあるし、生まれたところに恩返しをすることは

的なものを取り入れることができる。

非常に大事なことだと思います。

▶建築家は生活に直接関わっている職能であるからこそ、
具体的な生活提案ができるのではないか。一歩一歩きち
んとやっていく。1 つ 1 つ家電のアンペアを調べて、伝

——私たちは建築家としてものをつくる仕事に従事して

えて、そこに住む家族がどれだけの電力を使っているの

います。したがって、今、震災後にものをつくるこ

かを理解できるようにする。そういう具体的な方策を訴

とに対して懐疑的になっているとしても、否が応で

えていかなければならない。

も設計しなければなりません。これから私たち建築

▶太陽光発電を付けている家庭ほどエネルギーをたくさ

家の立ち位置をどのようにすべきなのでしょうか。

ん使う。伝統的な建築の 3 倍くらいになるが電気代は安

▶原発問題が起きなければこのようなシンポジウムもな

い。でもそれはエコノミーとエコロジーをはき違えてい

いし、本当に現状でいいのかと立ち戻ることもしないし、

る。そのような中で私たちが何をすべきかをちゃんと考

大きな被害を受け

えていかないといけない。

て避難を余儀なく
されている人たち

■福島から現状を発信しなければ

には大変申し訳な

——福島の現状が伝わっていないという声をよく聞きま

いが、この大きな

す。これだけの災害を日本の中で初めて受けた、も

負荷をプラスに変

ちろん世界でもまれな場所に我々はいるわけですか

えるためには、建 ある幼稚園で。室内にいても、いつもマスク
築家が社会システ 着用

ら、様々な方法で我々の意思や考えを周囲に伝えて

ムにちゃんと目を向けて仕事をするということだと感じ

▶今どうなっているのか現状がよくわからない。福島が

た。

どのようになっているのか知りたいと思っても、大手メ

▶電気がなくなってしまうと何も使えないという建築を、

ディアが取り上げないのであれば、小さなところでも分

建築家はあまりにもつくりすぎた。実は、建築家は被害

かる人が伝えていくことが大事だと思う。

者でもあり、実際は加害者でもあるのかもしれない。節

▶この福島からいろいろなことを発信してもらって、そ

電ということを言うのであれば、電力消費が何分の 1 か

れを共有することで、前に進んでいけるのではないか。

ですむような建築を設計していかなければならない。た

▶我々は福島にいて、臨場感を体験できる特殊な環境に

とえば、昼間の照明を使わない建築ができるかどうか、

いるのだからその臨場感のようなものを、福島の人間と

デザインの中でどう考えていくかが重要だと思う。

して伝えていかなければならないと感じる。

▶建築家から具体的な生活提案を言わなければならない。

▶今声を上げていくのが大事だが、どのような形で発信

今は、説得力を持って提案できる状況にあるのだから。

するのが効果的なのかを考えていかないといけない。

ライフスタイルの転換 ❻
——

■建築家としてやるべきことは何か

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

▶環境に対して意識するのとしないのとでは大きくちが

特集

また、東京に集中するのではなくて、地元に戻って、

いく義務があると思います。

建築家の思考を世の中に反映できる機会なのかもしれな

▶ブログはどちらかというと一方通行で、どれだけ伝

い。

わっているかがわかりにくい。正しく伝わっているか、

▶現状を嘆いているだけでは仕方がないから、各自が何

受け止め方で全然違ってくる。

か行動を起こして雇用に繋がるものをできるだけ考えて、

▶発信というと、どうも一方的な感じがしてしまう。そ

それが町おこしにも繋がってこないか。

の点、Facebookや Twitterはこちらから問いかけてもい

▶（遠方なので）福島では活動できないけれど、自分の

いので、一緒に考えようということになる。発信という

周りの人に対して、エネルギーを削減できる生活をアド

よりも一緒に考えていけば良いのではないか。

バイスしていけるようなことができたらいいと思う。
▶原発を契機にして、パラダイムシフト／価値の転換と

——今日は、様々な意見を参加者の皆さんからいただき

いうことが、福島の問題としてではなく人々の問題とし

ました。とにかく、福島は原発ゼロでいきたい。現

て出てきている。そんなときに建築家は何ができるのか

状を逐一、国内、海外もそうですが、まず福島県内

が議論になっている。建築家以外のいろんな立場の人の

に報告・発 信していきたい。今、福島がどうなって

考え方がこれから出てくるかと思うが、我々も一緒にこ

いるのかをいろいろな角度から掘り起こしていきた

れからの未来を考えていかないといけない。

い。そして、我々建築家がこんなことを提案している、

▶つくる建築もあるけれども、つくらない建築もあるの

こんなことをやっているということを併せて伝えられ

ではないか。もちろんエネルギーを使わない建築を設計

るように、早急に模索していきたいと思います。

することも大事だが、それが正しく使われなければ意味

これからのフクシマにしっかり耳を傾けてもらい、

がない。それを住まい手に話していくことが大事。

そして一緒にお付き合いいただきたいと思います。

▶仕組みをつくったら設計者がひとつひとつきちんとし

今日は長い時間、ありがとうございました。

た形で説明をして、使用する人たちに届くような工夫を
しなければならない。生活者の視点や利用者側のスタン
スをもっと考えなければならない。
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●ゲストの発言から

八木佐千子

年 10 月から、福島市にある浪江町の仮設住宅団地の近

建築家として何が提案できるのか

くにミニ図書館のような建物を作りました。輸入雑貨を
扱っている会社から、
「寄付が集まったので、形に残る

震災以降、建築家として何ができる

ものとして利用してほしい」という相談をいただきました。

のか、何か提案できないのかとずっと

そこで、用事がなくてもふらっと立ち寄れて、思い思

考えていました。でもそう簡単に新しい提案ができる

いの活動ができる図書館が良いと即座に提案しました。

わけではありません。でも行動を起こさないことには

それも、仮設住宅団地と近隣にお住まいの方たちとが

何もなりません。

自然に交流できる場とするために、仮設の敷地に近い

シンポジウム—その 1 で、月尾さんや浅井さんが震

けれど外でないとダメだと思い、敷地選びから浪江町の

災を契機にこれからのライフスタイルの提案をされて

教育委員会の方と行いました。さらに、いつか故郷に

いましたが、まさしく、震災前にそのような生活をさ

建物ごと持って帰れるという希望を持つためにも、簡単

れていた武藤さんが震災で逆にできなくなってしまっ
たというお話に、とても矛盾を感じました。皆さんで

に移築できる工法を提案しました。福島産材を使用した
「WOOD-ALC」という材料で構成されています。

その方向に行きましょうと言っているのに、
すでに実践している人が、その生活ができ
なくなってしまった……。だからやはりこ
れからのライフスタイルを考えることと、
今の福島の抱える原発の問題は別に考えて
いかないといけないと痛感しました。
日大郡山の人たちにも手伝ってもらって、昨 浪江 in 福島ライブラリーきぼう（2012.8.3オープン）

井口直巳

せん。今日採択された宣言文はもちろん大事ですが、

現状を掘り起こし確実に伝える

全国の JIA 会員や、直接個人、世界と繋がるための今
後の活動こそが重要になってきていると思います。

福島の具体的な現状が日本全体には

現実、避難していて戻りたくても戻れない人は、自

まったく伝わっていないと感じていま

分の家の廻りだけでなく、田畑や、山や川や海が、

す。さよなら原発 10 万人集会とデモが、私の事務所

戻っても本当に大丈夫なのかが分からない。目に見え

のすぐ近くで 7 月 16 日にありましたが、そこで福島の

なくて分かりにくいことを一つ一つ掘り起こして解決

声が伝わっているかは疑問です。むしろ海外のメディ

していかなければならないのが現状です。大変ですが

アやジャーナリストの方がフクシマを具体的に伝えよ

掘り起こしまでは、福島の人にしかできないことです。

うとしている。逆輸入の情報の方が日本のテレビや新

今日の議論の中でも、日常に埋没していく問題があ

聞より信じられると思っている人や、いろいろな手段

りましたが、逆に今こそ多様な掘り起こしをしなけれ

で情報を集めて判断しようとする人が増えています。
では福島で起きていることをどう伝えていくか。

ばならない時にあります。それを基にして、JIAで確
実に伝える手段と、原発事故の洗礼後に建築家ができ

JIAが発信する手段を考えないといけません。きちん

ることのモデルを、福島地域会が核になって JIA 全体

と持続して息長く知らせていかないと正確に伝わりま

で実行に移していくことが急務だと痛感しました。

渡邉

分で考えろということなんですね。自分で考えて自分

宏

で思って自分で判断して、それを実践する、それに尽

多様性こそが福島の特徴

きると思います。発信することの前に、自分でどれだ
昨日から今日にかけて皆さんの話を

け考えて行動できるかではないでしょうか。

聞いて、福島が非常に羨ましいと思い

除染の話、原発の話、省エネの話もそうですが、目

ました。いろんな意見があって、反対意見も堂々と出

指すべきところは新しい仕組みの創造だと思いますが、

て、それを受け止める。多様な考え、それが対立する

そこへの行き方の答がひとつしかないのではなくて、

意見であっても、認めながらひとつの方向に向かって

複数の答があって、それが大きな動きになる。

いくのが、福島の特徴であるし、良いところだと思い
ます。先頭を走ってほしいです。
「シンポジウム—その 1」を通じてわかったことは、

●
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も問われると思います。もし、ひとつの答だけを正し

原発に対してどうしていくのか、明確な答はないとい

いとして発信したら、人々は受け取らないし、感じな

うこと。昨日今日参加することで、何か方向性が出て

いし、見ないと思うんです。また、もちろん発信する

くるのかと思ったのですが、皆さんが共通しておっ

こと、発信の仕方も重要ですが、それ以前に多様性を

しゃったことを自分なりに解釈すると、基本的には自

認める環境づくりの方が重要なのかもしれません。

JIA 建築家大会横浜でシンポジウムを行います
原発ゼロ、安全な暮らしを求めて「フクシマからの提言」
11 月 30 日（金）9：00 ～ 12：00
場所：横浜市開港記念会館 会議室 6 号室
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強いリーダーシップを持ちながらも、福島のように
多様性を認めていくようなところが、発信のあり方に
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フクシマのような災禍がいつ起こっても不思議ではないリスクを抱え
ている原発立地の地域会と「フクシマからの提言」を共有する建築家
ネットワークを構築しています。そのネットワークの拡大・発表の場
としてシンポジウムを開催します。皆さんぜひ、ご参加ください！

特集

●シンポジウムを終えて
被災者であり建築家でもある立場で
今年の 7 月から JIA 福島と福島県建築士会のメンバー
数人が協力しながら、警戒区域にある浪江町に入ってい

たことだろう。それでも歩道

る。内部被爆の検査を受けて厳重なマスクや手袋を身につ

のアスファルトを突き破った

け、応急危険度判定に似た調査項目をチェックして、除染

背丈ほどの雑草が、確実に時

活動に必要な情報をまとめていく作業であるが調査対象は

間が過ぎたことを教えている。
一見普通の里の風景に見える町はずれを調査している時

シーベルト程度だが、場所によっては 1.0 を下回るところ

だった。ふと、いつまでたっても車が一台も通らず、どこに

もあるから、普通に生活している福島市や郡山市とそう変

行っても一人の人間とも出会うことがない、ただ鳥の鳴き声

わらないと思うと本当にいいのかと不安になる。しかし郡

だけが響き渡るその異常な世界に強い恐怖と憤りを感じた。

山から浪江に入るためには高線量地帯を横断しなければな

30 年前に体験した長崎の軍艦島の光景と重なっていた。

らず、車中でも数分間は 30マイクロシーベルトを超える。

震災後の応急危険度判定、津波被害調査、仮設住宅への

おそらく外は 50 ぐらいあるのだろう。しかし、機械を通

関わり、場所も決まらない復興住宅の提案、以前設計した

してしか見えない。

住宅の放射能対策の相談、地震で被害を受けた建物の改修

地震被害の大きな浪江の市街地は原発爆発から避難した
ままの状態で時間が止まってしまったかのようだ。倒壊寸

や建替えの設計というようにあわただしい日を過ごしなが
らも、心に引っかかるものがくすぶっていた。

前の店の商品が歩道に散乱したままで、浪江駅前広場の街

今回のシンポジウムはそんな自分にとってとても有意義

灯の灯部が落下したその隣の大きなたて看板には『安心し

な時間であった。精神的な被災者から建築家としてこれか

て暮らせるやさしいまち』というスローガンが書かれてい

ら何を伝え、どこに向かわなければならないか、少し垣間

た。一時帰宅者の何人がこの看板を見上げ、悔しさを覚え

見えた気がする。

田中直樹（JIA 福島地域会）

働を決めた。ここでいう国民生活とは一体何を差すのであ

理不尽な社会システムを痛感

ろう。現在の日本における、エネルギー供給システムに過

今回の原発事故の影響について、様々な場面で、理不尽

度に依存した社会システムや企業活動がなくては成り立た

という思いに突き当たる。避難を余儀なくされた被災者を

ないほどに飼いならされてしまった比較多数の国民の生活

はじめ、パネラーの武藤さんのように大量のエネルギー消

ということではなかろうか。そこに、今回の原発事故への

費や原発に支えられた生活への疑問を持ち、エコロジカル

真摯な反省や、この社会を手渡されることになる子どもた

な暮らしを実践していたような方が、その生活の場を追わ

ちへの責任を果たす姿勢は見受けられない。

いにしえ

れている。農業をはじめ、林業・水産業に関わる古から連

かくいう自身も、これまでそういった恩恵（と思われた

綿と続く大地の恵みに支えられた産業に従事される方々も、

もの）に依存してきたわけであるが、
「国民生活を守る」と

その生活基盤を脅かされている。被災地域のささやかな楽

いうお題目のもと、このまま近視眼的な政府や大企業のご

しみである家庭菜園や山菜・きのこ採り、魚釣りといった

都合に合わせた生活を続けていくことは、もはや許されな

余暇のフィールドも失われている。かたや、節電要請や電

い。まずは、東北電力に頼らない、電力的に自立した生活

気料金の値上げはともかく、首都圏の一般市民の生活が大

を実践しようと考えている。自分の生活は、自分の責任で

きく変化した兆しは見えず、福島においても、近頃見受け

自分の手の届く範囲で自分なりの主導権を持ちたいと考え

られるようになったオール電化で敷地内をコンクリート舗

るからである。

装しているような周辺環境を拒絶しているお宅では、放射

そんなことで、使用電力を抑制しつつ太陽光発電と蓄電

性物質が滞留することもなく（除染を考える必要もなく）、

池での生活を計画中なのであるが、相談したメーカー担当

事故を受けての電力固定価格買取制度により、生活レベル

者から「電力会社に接続しないと発電パネルの補助金は支

が向上してしまったのではないかと思えなくもない。

給されませんよ」とアドバイスされた。どこへ行っても現

野田首相は事故から 15 ヵ月後、事故調査の結果を待た

ライフスタイルの転換 ❻
——

14,000 棟にもなる。浪江町内の放射線量は 2 ～ 8マイクロ

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

阿部直人（JIA 福島地域会）

在の社会システムは、理不尽である。

ず、
「国民生活を守るために」という理由で、大飯原発再稼

古市徹雄（『JIA MAGAZINE』編集長）

加者は受け身で終わってしまうのですが、今回は 2 日目に

フクシマから声を発していこう

1 日目の内容を受けて、福島の皆さん自身が他の地域とは

私も福島県出身の建築家として、今回のシンポジウムに

ちがう災害に見舞われた現状を再認識し、これからの建築

参加したことは、非常に意義がありました。福島の人間は、

家のあり方について議論できたことが、とても重要であっ

あまり表に立って発言しない、どちらかというとおとなし

たと思います。

いと言われていますが、このシンポジウムを通じて、フク

11 月末の横浜大会で、またシンポジウムを行いますが、

シマからの声を伝えたいと強く思いました。先月号をご覧

今回は全国の原発を有する地域の皆さんが集まる予定です。

になった会員の方からもさっそく反響がありました。

そして、
「電気に頼らない建築」の国際コンペを行い、フク

一般にシンポジウムはパネラーの方たちのお話をうかが
い、パネルディスカッションで終わるといったように、参

シマの建築を世界に発信しようという計画も進んでいます。
フクシマ、頑張れ！皆さんも応援して下さい。

JIA MAGAZINE 286

NOVEMBER 2012 ●

007

アメリカの建築と建築教育

The World Report
【海外レポート】

拠点をアメリカに移して見えてきたもの

阿部仁史（UCLA 建築学科長・阿部仁史アトリエ代表）
今回の海外レポートは、現在アメリカ・ロサンゼルスのカリ

阿部●その場合もありますが、かなり多くが外部の学校を受験し

フォルニア大学ロサンゼルス校（University of California, Los

ますから、日本のように学部を出て同じ大学院に平行移動してい

Angeles ＝ UCLA）の建築学科長を務める建築家阿部仁史氏にお

くような感じはまったくありません。

話を伺いました。アメリカの大学における建築教育や建築事情、

古市●それはよく聞きますね。

そしてアメリカにいらして改めて日本について感じることなどを
（『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
話していただきました。

UCLAの建築教育
古市●阿部さんは若くして UCLAに招聘されましたよね。

アメリカと日本の建築教育のちがい
古市●阿部さん自身は、今大学でどういう教え方をされています
か。
阿部●実は、一昨年までは教えていたのですが、その後、建築学

阿部● UCLAでは総合芸術学部の中に建築学科があり、私は建築

科の学科長と学内の Terasaki 日本研究センターというところの

学科長（Chair）を務めています。2007 年 2 月、45 歳の時に行きま

所長も兼任するようになったので、現在学生を直接指導すること

したので、約 5 年半経ちました。

はしていません。僕は学生を教えたいと思っているのですが、教

古市● UCLAの学科長を務めることは日本人としては珍しいこと

えられないのです。ここでは、普段感じているアメリカの教育の

ですよね。学生は何人くらいいるのでしょうか。

システムと日本の教育のシステムの違いについてお話ししましょ

阿部● 200 人くらいです。規模としては、アメリカの建築学校の

う。アメリカでは基本的にプロフェッショナルとしての建築家を

中では小さいほうです。

育てるための教育に特化しています。日本の建築教育は、基本的

古市●アメリカの大学での建築教育は何年ありますか。

にはいろいろな意味で幅広い建築教育を施すところで、建築家を

阿部●アメリカの場合は、日本のようにひとつの流れに統一され

育てるための教育ではありませんよね。でも逆にそのおかげで、

ているわけではなく、いくつかの建築プログラムの流れがありま

建築学科を出たあとに、学生たちには建築家以外のいろいろな道

す。UCLAの場合、卒業すると建築家の受験資格として認定され

が開けています。日本ではこの点がずっと批判されていて、こ

る NAAB 認定プログラムは、M. Arch Iと呼ばれる 3 年間の修士

の 20 年ちゃんとデザインスタジオをしていかなければいけない。

課程になります。

けれども、なかなかそうもいかないという議論がなされています

古市●学部は何年なのでしょうか。

よね。

阿部● UCLAでの学部は 2 年、つまり、一般教養を含めて 4 年

しかし、実務をやっている建築家が教員の構成の大多数を占め

です。学部を出た時には、Bachelor of Architectureではなくて

ており、教育の中心にデザインスタジオがあってその他の講義は

Bachelor of Artsになります。ここで基本的な知識を学んだ後、

デザインスタジオを支援する形式になっているアメリカのシステ

さらに大学院で 3 年間の NAAB 認定プログラムに入学し、合わせ

ムをそのまま日本で行うことは難しいでしょう。今の日本の建築

て 5 年の教育を受け、初めて建築家のライセンスの受験資格があ

教育の方向は、いわゆるアメリカ型のデザインスタジオ形式と日

ることになります。5 年間の学部における NAAB 認定プログラム

本型のハイブリッドを目指しているように思えます。

を提供している大学もあります。
古市●学部からそのまま大学院に進む学生は多いのでしょうか。

アメリカ型のプログラムは、基本的に建築家やデザイナーにな
りたい学生しか参加せず、当然そのための教育を特化してできる、
それはすごくいいことでもあるのですが、ある種の限界も生み出
しているようにみえます。今の世の中はそれぞれの専門に特化し
ていくだけではなくて、各領域を越えた横断領域的な知識や能力
が必要とされているのですが、それにはあまりにデザインに焦点
が集まりすぎているように思えるのです。
古市●他分野との交流ですよね。
阿部●もともと建築家というのはジェネラリストなのですが、そ
ういう幅広い異領域との交流を含めた、もう少し新しい意味での
様々な技術を統合する建築家という視点に立って教育を考えると、
アメリカ型のプログラムは窮屈かなという気がします。NAAB
（National Accreditation Board）では、NAAB 認定プログラムのカ

リキュラムへの要求事項をきちんと定めています。少し極端に言
えば、建築家の職能は「こうでなければいけない」とはっきりと
決められ、それに基づいてカリキュラムを構成するがゆえに、職
能の再定義が必要な時代においてプログラム自体に新しいものを
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取り込んでいこうとすると、原理的に限界があるのです。

ていますし、そういう意味では、かなり大きなマーケットがある

それに対して日本は逆で、構造、環境、工学にわたる幅広い知
識を得ることができ、幅広い、いろいろな建築の知識を学ぶこと

ようです。
今、アメリカの建築界では、あまり仕事がないということから

ができます。今、日本の教育では、アメリカのように建築の定義、

非常にネガティブな雰囲気があるのです。学生たちも「就職口が

建築家の職能をちゃんとしていこうとしていますが、あまり締め

そんなにないよ」なんてことを言っています。たしかに、旧来の

付けると、今度は将来に向けての建築教育の可能性を閉塞させか

職能の枠の中の仕事の絶対量は減っているかもしれません。しか

ねないところがあります。

し、建築を学ぶことによって、よりジェネラルに物を考えて、い

古市●アメリカは、日本とまったく逆なのですね。

ろいろな技術を統合する能力を身につけているわけですから、も

阿部●日本の教育は非常に一般的なので、ゼネコンや研究者を目

う少し建築を広義に捉えていくと、その能力を生かすことがで

指す人たちが、みんな同じ大学で学ぶ仲間なのです。そのことに

きるいろいろな領域が広がっていることに気がつきます。建築の

よって、日本の建築界は関わる様々な人たちが、お互いにコラボ

内側から保守的に捉えていると大変閉塞して感じる時代ですが、

レーションしていくような土壌を生み出していったのではないで

他の領域、外側から見てみると可能性に満ちた拡がりがありま

しょうか。アメリカでは建築家にとって、コントラクターは全然

す。現在世界をリードする企業のサイトを見てください。トヨタ、

文化を共有できない彼方の人ですから、強い競合関係があって越

シーメンス、サムソン、多くの企業が建築や都市空間を通して彼

えられない溝があり、日本のように手を取り合ってひとつの建築

らの技術や産業の将来を語っています。旧来の建築の職能の外側

をつくっていくという関係になれないのです。ですからこれから

に拡がる建築の新たな領域、そこが今、可能性に一番満ちている

日本で、例えば建築工学と建築デザインを分けていくと、日本が

ところかなと思っているのです。

本来持っている施工者と建築家とがコラボレーションしていくよ

例えば、エンターテインメントの世界、ディズニーのような会

うな建築環境を破壊しかねないという気がします。日本とアメリ

社ですね。ディズニー・イマジニアリングというのは、ディズ

カの 2 つの学校、あるいは教育システムのあり方を見ながら、一

ニーというテーマの中で、いろいろな環境をデザインする役割を

番感じるところは、そこのさじ加減が難しいというところです。

担っている部署ですが、彼らはテーマパークという枠組みからは
なれて、ホテルや街角など、一般の都市の中にその技術を広げて

アメリカ学生の就職事情

持ち込もうとしているのです。もともとウォルト・ディズニーと
いう人は、ディズニーワールドという本当の都市をつくりたかっ

古市● UCLAの卒業生は、どのようなところに就職するのでしょ

たわけですが、そこで考えられている都市や建築は今までの枠組

うか。

みからは大きくはみだすでしょう。

阿部●やはり設計事務所が多いですね。海外の有名事務所に行く

UCLAではこの旧来の建築の外側の建築に向けて、その可能性

人も増えました。いきなり独立しようとする人たちもいます。日

を探求し、その世界で活躍できる人材を育てるための新しいプロ

本だと、小さな住宅のマーケットが若手にかなり開かれていて、

グラムを来年から立ち上げます。この新たなポストグラデュエイ

まずは住宅の設計から始めるという形がありますよね。アメリカ

トプログラムは、超有名建築家とそのチーム、学生、協力企業が

の場合、若手の建築家がいっぱいいるのですが、住宅のマーケッ

共同で行う、新たな教育／研究プラットフォームです。そのため

トはかなり保守的で、彼らがなんとか活動を続けていけるのは、

にウエストウッドにある UCLAのキャンパスの外、20 分ほどの距

学校で教える機会が多いということがあります。優秀な才能のあ

離にある YouTubeなどクリエイティブな産業が集まるキャンパ

る若手の建築家が学校で教えながら生活を立てつつ、実験的な建

スに施設を準備しています。現在、トム・メイン、グレッグ・リ

築を目指すというひとつのモデルがあるのです。

ン、フランク・O. ゲーリーといった建築家が、チームとともに

それ以外に興味深いなと思うのは、ロサンゼルスにはハリウッ

それぞれのリサーチユニットを率いる予定です。

ドがありますから、UCLAから映画の世界に進む学生がかなりい
るということです。
古市● CGの優秀な人間がその方面に行くと聞いたことがありま

アメリカの建築資格試験

す。

古市●アメリカの建築士のライセンスはどういう仕組みなので

阿部●今、SFだけではなくて、他のカテゴリーの映画にも CGが

しょうか。

いっぱい入っています。でも、バーチャルの世界だから何でも

阿部●基本的には、NAAB 認定プログラムを卒業していること。

やっていいのではなくて、ある物理環境を想定して、その原理の

それから、何年間かの実務経験と、それぞれの州ごとで資格試験

中で確からしいものを作らないと、ひとつの世界としての現実性

があります。試験は、カリフォルニアでは、口頭試問を含む 8 つ

を帯びません。ある種の世界を確からしく構築するためには建築

の試験があり、決められた期間のうちに合格することが求められ

教育を受けた人間が最適なようです。最近では、
「トロン」や「ト

ます。その年に 1 個、あるいは数個でもいいし、自分の都合に合

ワイライト」の監督のように建築出身の映画監督が出てきたりし

わせて取っていくのです。
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ウィーン経済・経営大学

Lenticulias（ロサンゼルス、リトル・トーキョーでの屋根プロジェクト）

日本のように、筆記のあと実施があるというよりも、むしろ筆

ノマド、そして私たちの 5 つのチームが選ばれ、それぞれ建物を

記試験と実技が一緒になって、科目ごとにいくつかに分かれてい

担当することになりました。勝ってしまってから、日本のアトリ

るような感じです。働きながら、例えば今年は構造を取ろう、法

エでは英語がわかるスタッフが少ないし、このプロジェクトは、

規を取ろうというふうにバラバラに、いわゆるポイントを集める

自分が住んでいるロサンゼルスで新たに人を集めてやったほうが

ような形で取っていく感じですね。

いいのではないかということになりました。しばらくは、トイレ

古市●資格試験は難しいのでしょうか。

は母屋と共有しながら小さなガレージで 12 人ほどが働いていま

阿部●自分で受けたことがないので難しさはよく分からないので

した。模型は庭で作っていましたね。幸い雨は滅多に降りません

すが、アトリエのスタッフは今、ライセンスに向けて試験を受け

から。

ています。僕が見ている感じでは、日本のように資格用の学校に

海外の場合、竣工までの作業のプロセスは、スケマティッ

行って勉強しなければ取れないのではなくて、働いている人が働

、コン
ク・デザイン（SD）、デザイン・デベロップメント（DD）

いている知識の中で勉強しながらひとつずつ取っていくというよ

ストラクション・ドキュメント（CD）、コンストラクション・

うに、割と実務者に対してフレンドリーな印象があります。

スーパービジョンとなりますが、このプロジェクトの場合は SD、

DDそしてアーティステック・スーパービジョンをやるという契

アメリカを拠点にして仕事を進める方法
古市●阿部さんはアメリカでどのような活動をされていますか。

約体制で始まって、2013 年 4 月頃に竣工する予定です。
古市●それでは、今、現場に通っているのですか。
阿部●メールでいろいろなやりとりもできますし、スタッフが月

アメリカに渡ったときは日本ではどのような活動をされていた時

に一度、場合によっては 2 ヵ月に一度行って、現場を見ています。

期だったのでしょうか。

また、地元のローカル・アーキテクトがエグゼクティブ・アーキ

阿部●東北大学でデザイン部門を任された教授という立場でした

テクトというのですが、その事務所に、うちで DDまでやったス

し、アトリエも建築学会賞をはじめ国内外の様々な賞もいただき、

タッフを雇ってもらい、その後のプロセスに参加させてデザイン

いろいろな意味でこれからという時だったのです。しかし、目の

意図が CDにきちんと反映されるように工夫しています。

前にドア、つまり非常に興味深い機会があると開けてみたくなる
ほうで、つい開けてしまったんですね。
最初は “ 日本で育った日本人が、アメリカの建築の学校ディレ

当初は、ロスで全部実施図まで引かなければいけないと思って
いましたが、ウィーンの法規や何から何までチェックしながら全
部やるだけのスタッフを抱えるのは無理だと判断しました。例え

クターになるのは初めて ”というのがプレッシャーでしたね。と

ば、コンクリートの型枠から、どういうふうに支保工を組むのか、

にかく死にものぐるいに責務を果たさなければいけないとの覚悟

また階段の下にセキュリティ上の手摺りを付けなければいけない

でした。仙台に今もアトリエがありますから、当初はアメリカで

など、様々なことが日本やアメリカと考え方が違うのです。そう

は学校のことに集中し、設計活動は日本に通いながら行うイメー

したことは地元の建築家でないと分かりません。むしろ、地元の

ジだったのです。ところが、しばらくしてこれはしんどいと気が

建築事務所とのいろいろなやりとりの中で、文化的な理解や工法

つきました。側にいて日本の事務所と僕の間をつないだり、設計

的なことを含めた理解が深まるので、こういうコラボレーティブ

業務の事務的なことを整理してくれる人とシステムがないとス

な形でプロジェクトをやる方法もよいものだと感じています。

ムーズに業務が進まないことがわかったのです。たまたま借りて

これがきっかけになリ、ロスのアトリエでもいろいろなプロ

いた家のガレージが納屋みたいなものだったので、知り合いを通

ジェクトを行うようになりました。フランスの事務所と協同で

じて紹介されたスタッフをひとり雇って、まず、ガレージに床を

勝ったモンペリエ大学のマスタープラン、ロサンゼルスのリト

張って事務所にするところから始めました。20 年前、アトリエを

、
ル・トーキョーにある野口プラザに架かる大屋根（ Lenticulias）

立ち上げた頃に戻ったようで楽しかったですね。ですから、当初

ミネソタで 3Mの本社の改装計画などが進んでいます。このプロ

ロス事務所は日本での活動を支援するための補助機関として開設

ジェクトは、廊下、ホールなどの共同空間に、コミュニケーショ

されたのです。ところがそのうち、たまたま参加したウィーン経

ンハブなど、各所に社員のオープンでクリエイティブなコミュニ

済・経営大学のコンペに勝ってしまったことから、ロス事務所が

ケーションを促進させるための空間を分散配置して、ヘッドク

海外のプロジェクトを専門に行う自立した組織として動き出すこ

オーターの環境を一変させています。今年の 11 月に竣工予定で

とになりました。

す。また今は、コロンビアのボゴタでショールームのプロジェク

これは 2 段階のコンペで、第 1 段階で 5 人の建築家が選ばれ、

トが進んでいます。これは物価の違いもあって、施工費、設計料

その中から 3 人が第 2 段階に進んで戦いました。ほぼ初めての海

も安いものですが、ボゴタという場所に非常に興味を惹かれて引

外コンペですから、勝つと思わずに楽しんでやったら勝ってし

き受けることにしました。

まったのです。とにかく嬉しかったですね。このコンペは、大学

今まで日本で仕事をしていたときの仕事に対する考え方とは随

の新しいキャンパスを一気に作ってしまおうというもので、世界

分変わってきたと思います。日本人はひとりもいない多国籍チー

中からピーター・クック、ザハ・ハディド、カルメン・ピノシュ、

ム、たいがいのメンバーが英語以外に日本語ができる、イタリア
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ショールームデザイン（コロンビア）

語ができる、スペイン語ができるバイリンガルという環境、それ

常に活発ですね。今は景気が悪いですが。

ぞれが異なる文化的背景を持つチームにいることで、僕自身が影

阿部●建築家の職能としてきちっと制度化されているかという意

響を受けています。デザインのイニシアティブをとりながらも、

味では、ヨーロッパが一番進んでいるように思います。しかし、

様々な場所での、多様なコラボレーションを楽しみながらつくっ

ドイツ以東はまだいいですけれど、全体に景気は悪いですね。

ていくスタイルになってきましたね。

古市●アメリカにおける建築家と大手事務所の関係をお話してい
ただけますか。

優秀な建築家が職を探している

阿部●おそらくアメリカは、1980 年代以降、先鋭的な建築のデザ
インをリードしていくようなビジョナリーな建築家と、一般的な

古市●コンペはあまりないのでしょうか。

環境を整備していく建築家とのギャップがすごく大きくなったよ

阿部●あります。ただ、アメリカだけに限ると、例えば、フラン

うな気がします。多くの建築は、大手事務所も含めた実務家集団

ク・O. ゲーリーの有名なディズニー・コンサートホールのよう

が手がけていくようになってきました。ビジョナリーな建築家た

にデザイン性の高い公共の施設をできる可能性は、裕福な資産家

ちは、一部のもてはやされるスーパースターをのぞいて、だんだ

が経済的支援をして行う計画の場合にはあり得ますが、一般的な

んと実際の建築をつくる数が限定されてきているように思います。

公共の建物を、日本のように作家性の高い建築家がやっていく例

若手はそういう方向を目指してもつくれないから、実際に建てる

はあまりないようです。

というよりは、提案的でアンビルドな活動、フォリーやインスタ

古市●例えば、サーリネンの時代とか、昔はありましたね。

レーション的な作品に活動が限られてしまいます。

阿部●そうですね。あの頃に比べたら、ディベロッパー主導のプ

そのためか 1980 ～ 90 年代以降のアメリカ建築は、ヨーロッパ

ロジェクトがマジョリティで、建築家が全体を主導して行う機会

建築ほど社会に対する影響力が持てなくなってきているという現

は狭まってきているというのが正直なところです。むしろヨー

状があるように思います。ビジョナリーでチャレンジングであり

ロッパのほうがコンペをちゃんとやらなければいけないというこ

つつ、かつ実際に建てられるような方法はあるのか、社会にイン

とで、完成するものも、しないものも含めて多くの機会がありま

パクトを残せる方法はあるのかを探っていくのが、現在のアメリ

すし、案を出したものについては、参加料としてきちっと支払わ

カ建築界にとって大事なことのように思います。

れることなど、建築の職能を支える制度がきちんとしていますね。

世界的な傾向かもしれませんが、アメリカでは大手事務所にど

制度の中で建築家の職能やその努力が、きちっとリスペクトされ

んどん仕事が集まっています。70、80 人の事務所が 5、6 人になる

ているところが、日本と比べるとうらやましいと思いますね。

などという極端なリストラが進み、廃業する事務所が激増すると

現在、アメリカの建築界では人がどんどん流動化しています。

いう風潮の中、ゲンスラーという大手事務所のロサンゼルス事務

建築業界は、特に景気が良くありませんので、優秀な人材が職を

所は、この 1 年の間に 100 人以上雇って拡大を続けています。ど

探していてマーケットにいるのです。おかげで我々のような小さ

うやら中、小の事務所の淘汰が進み、大手事務所は巨大化してい

な事務所も、プロジェクトによって人を増やしたり、減らしたり

く方向にあるようです。確かに、巨大プロジェクトが増え、クラ

という、事務所の拡大、縮小が柔軟に自由に操作できたり、そこ

イアントからの要求が技術的にあるいは営業的に多岐にわたる現

に優秀な人材を集めることが可能になっています。一時期、大き

代の傾向は、大手事務所のほうがアプローチしやすく、アトリエ

な設計が 2 つ重なっていたようなときは、15 人くらいロスの事務

系の事務所には難しい状況を生み出していると思います。

所にいましたし、プロジェクトの大きなフェイズが終了した今

古市●日本も似たような状況だと思います。

は 3 分の 1 になっています。こうしたある種のフリーランスの優

例えばアメリカの場合、以前は、銀行であればギリシャ神殿を

秀な建築家、プロジェクトも仕切れるし、デザインのデベロップ

モチーフにしたり、デザインにあるシンボル性を持っていました

メントや実施図面の作成、現場の監理も高いレベルでできる人た

よね。今 ITの時代になってきて、建築のデザインの重要性につ

ちが、市場を渡り歩きながらプロジェクトごとに集まってコラボ

いてはどのように考えられているのでしょうか。性能が重視され

レーションをしていく仕事の仕方は、日本では感じられなかった

て無機質な方向にいっているのでしょうか。

モデルとして非常に興味深いなと思っています。

阿部● IT テクノロジーが入ったから、技術的な要求が多様化し

古市●日本もちょっと似たような状況がありまして、景気が悪い

たから、建築デザインの価値が減少したわけではないと思います。

ということもあって、仕事がなくてブラブラしている結構優秀な

SOMにしても、ゲンスラーにしても、AECOMという巨大エン

人間がいるのです。

ジニアリング会社の設計部門にしても、その作品を見てみると、
それが本当に芸術的かというのは別の問題ですが、デザイン性の

大手事務所が台頭するアメリカ

高い作品を目指しているように見えます。建築の提供する価値の
ひとつとしてデザイン性が無視されているようには思えません。

古市●今、世界を大きく分けますと、アメリカ、東アジア圏、そ

個人事務所の唯一の武器は、作家の個性とデザインがリンクし

してヨーロッパがあります。建築の潮流としてはヨーロッパが非

ていることです。ある種マーケットのニーズとは離れたところか
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ニューヨークで行われたアーキエイドのシンポジウム
Japan Society/NY USA
“Tohoku Post 3.11: What’s Happening Now”
“One Year Later: Commemorating the One-Year
Anniversary of the Great East
Japan Earthquake & Tsunami”
©Owen Rojek/Japan Society

ら、個人の個性が切り開く新しい建築が生まれる可能性がありま

2 週間くらいかかりました。その間、何が起きていたか？

す。例えば大手事務所がマスタープランを仕切り、その上で何人

まず思いつくのは、海外で非常に話題になった日本人社会の自

か有名建築家を呼んできて個々の建物のデザインを任せるという

立した安定さです。あんな事態になっても、暴動も起きずガソリ

ケースが増えています。しかし、逆に言えばそれ自体がプロジェ

ンを買うのに何時間でも列をつくって待っているでしょう。海外

クトの唯一絶対的な価値としてみられているわけではないですね。

ではみんながこれにまず驚いた。アメリカだったら、法律は、
「こ

古市●なぜ、そういう傾向に向かっているのでしょうか。その

の法律を守ればあなたにもこういうメリットがありますよ」とい

ベースにあるものは何なのでしょうか。

う相互契約のようなところがあるので、その法律がメリットを担

阿部●それは、基本的にクライアントが求めている優れた建築を

保できなくなったときに、全体が崩壊して暴動のようなことが起

形づくるいろいろな指標の中に、意匠的に特徴ある建築という指

きたりするのです。日本の場合は、そうした上から与えられる秩

標もあるけれども、それ以上に、いろいろな建築を巡る諸状況を

序がなくなっても、例えばあの長い列を見ていると、自分と目の

まとめる政治力や、全体環境をコントロールしていくような総合

前や後ろの人との関係においてその場で自立したある種の秩序を

エンジニアリング力だったり、その他の指標も含めた、より複合

生み出していくんですね。大きな原理によるというより、それぞ

的な力が求められていて、そうした力があるように見えるところ

れがお互いの連携を意識しながら、なんとなくコミュニティや社

に大きな仕事が流れているからです。良いことかどうかは別にし

会組織をつくっていくのは日本人の特徴なのだと感じました。

て、建築家が総合的に何かを見ていくというのではなく、作家の
形態的な特徴が商品として切り取られて、組織事務所が管理する

当時食べ物のことを心配して仙台にいる息子に電話をすると、
小さな個人商店に朝早く行くと何かは買えるのだと言っていまし

全体のプロジェクトの中に散りばめていくようなやり方が増えて

た。個人商店は、仕入れ、運送、販売をすべて自分でやりますか

きています。建築家がもつ世界観そのものが全部受け入れられる

ら、すべてが分断されているような状況でも小回りが利きます。

のではなく、作家性は交換可能な商品として扱われ、建築家はデ

外から入ってくるものがなくても、逆に東京に出ていくはずの商

ザイン職人化してきているということでしょうか。

品がいろいろなところで行き止まりになっているのを見つけて、

古市●ある面で非常に分業化しているということですね。

持ってきて売ることができる。普段はコンビニとかスーパーに押
されている個人商店の前に、その 2 週間だけはものすごい行列が

環境に対しての意識

できていた。要するに、大きなシステムから自立して地域に分散
しているような存在が、各所で活躍して皆を支えたわけです。

古市●今、日本では、特に東日本大震災の後、劇的にいろいろな

情報についても、センセーショナルな話だけをどんどん流すマ

ことが変わりました。去年の夏は節電をみんな仕方なく始めたわ

スメディアは、被災地の人間には雑音にしかならなくて、ライフ

けですが、その後意識として、一時的ではなく、今後日本として

ラインとして役立たなくなっていました。被災地で必要なのは、

はずっとやっていくべきではないかという傾向が強くなってきて

自分の家族がどこのシェルターにいるのか？どのスーパーが開い

います。アメリカの場合、そういう環境的なものへの視点はどう

ているか？どこで米が買えるか？といった情報なのですが、メ

でしょうか。

ジャーなメディアであればあるほどそうした情報を提供できない

阿部●カリフォルニアでは、早くから環境に対する意識が高く、

わけです。かえって、非常にローカルなメディアや自主的に立ち

例えば日射によるエネルギーゲインに対しての外壁の性能の評価

上がった街角の壁新聞などが大きな貢献をしました。

を厳しくしていて、エネルギー効率が悪いものには確認が下りな

また大きく注目されたのはツイッターでした。ツイッターも、

いようなプロセスが入っていたりするように、日本よりも制度化

みんなが情報を勝手にそれぞれ載せて、統制されない情報のクラ

が進んでいるように思います。しかし、本当に新しい建築の地平

ウドを作ります。それを地理的なソートをかけて、自分の半径何

を開くような動きになっているかという点については疑問です。

キロの情報などに絞って整理できますから、日常のインフラが機

むしろ、製品の規格化であるとか、ビジネスとしていろいろ展開

能不全を起こしている状況の中で、補助的で、しかし重要な役割

していくところに主眼が置かれている気がしますね。

を果たしていました。普段なら都市の中であらかじめ組み立てら
れている情報を当然として利用し生活していたモードから、震災

震災で感じた日本人ならではの特性

によってその付与の構造が働かなくなって、それぞれが分散して
自立している情報の雲に自分でアクセスして情報の取得と提供を

古市●昨年の東日本大震災直後について伺いたいと思います。阿

しながら生活をナビゲーションしていく新たなモデルが立ち上

部さんの事務所は今もロサンゼルスだけではなく、仙台にもあり

がってきたように見えました。

ますが、アメリカで日本の状況をどのように感じていましたか。

こうした震災によって引き起こされたいくつかの事象を観察し

阿部●震災が起きたときに、インフラや流通といった今まで日本

ていると、その先に、自立分散とネットワークを鍵とした、新し

人が頼っていた、効率追求型のツリー状でトップダウン形式のシ

いコミュニティや社会システムに向けての日本独特の可能性が開

ステムが全部横方向に分断されて機能しなくなり、復旧するのに

けてきたように思えます。原発の話もそうですが、一極に集中し
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パリで行われたアーキエイドのシンポジウム（2012.3）
ENSA Paris-Malaquais / パリ・マラケ国立高等建築学校
©Bruno Weiss

て、それを全体に流すというモデルをモードとした社会システム

育たないとまずいと思うのですが。英語ができないと、本当にい

と、むしろ小さなそれぞれの住宅や建物が電気を生み出しながら、

ろいろな意味でグローバル化が進んだ社会で活躍することは難し

それをネットワークで結んで主要方向を動かしていくようなモー

いですし、逆に英語が話せることで様々な可能性が開けてくると

ドとするものとは、何が可能でそうでないかも含めた基本的な価

思います。

値観ですら異なりますし、後者の方に大きな可能性があると僕は

興味深いのは、アメリカ人で日本語を学びたい学生の数はむし

考えています。そして、震災で引き起こされたいくつかの状況を

ろ若干増えているということです。1980 年代は、基本的にビジネ

見る限り、日本は割とそういうモードの社会に向いているのでは

スの可能性を追求するために日本語を習いたいという人が多かっ

ないか、あるいは、そもそも社会のシステム自体が、そういう性

たのですが、今はそういう目的の人は中国語に移って減ってしま

格を内包しているのではないかと思いますし、東北再生の可能性

い、日本文化に興味があるから日本語を学びたいという人が増え

もそこに鍵があるような気がしています。ところが、新たな可能

てきているのです。2002 年くらいに、“ 日本のソフトパワーの可

性や日本がもともと持っていた良さが、皆を支えた 2 週間が過ぎ、

能性 ”についてダグラス・マクグレイというジャーナリストが書

さらに 1 年が過ぎて政府主導の復興が始まると、そうした自立分

いた論文では、今後の日本文化がもつ現代グローバル社会、文化

散型、ネットワーク型のシステムは影を潜めていきます。

への強い影響力に着目し、エコノミカルパワーから、文化的影響

そもそも復興計画は縦割りでドーッと来ますからね。大きな歯

力を武器にしたソフトパワーにシフトしていく、より成熟した国

車が回ってくると、これがまたバラバラに分断されていく。これ

家としての可能性が描かれています。政府が進める “ クールジャ

をどう両立させていくのかということに何か解答を与えられたら

パン ”といったプロジェクトなどもこの方向性に沿ったものだと

いいなという気がしていていますね。

思います。

古市●復興をやっているのは土木系コンサルタントがほとんどで、

ところが、こうした可能性をいざ施策レベルで生かそうとする

建築家が入れないシステムになっています。我々建築家はビジョ

と、うまくいっているとはいえないと思います。日本の文化政策

ンを出すことを求められていない。本来は、建築家がいろいろな

が問題なのは、基本的に日本文化の真正性の尊重を強調しがちな

ビジョンを出さなければならないのですね。

ことです。例えば、某大臣が世界中に日本食が増えたけれどニセ

阿部さんは、建築家による復興支援ネットワークである「アー
キエイド」の設立発起人ですよね。

モノが多いので、認証制度を作ったらどうかと言ったという話を
聞きました。本来文化をグローバルなスタンダードに持っていく

阿部● 300 名弱の国内外の建築家がコラボレーションしている

には、日本食としての真正性を問うよりも、日本食が広がって

「アーキエイド」は、もう 1 年ほど地域に入って活動しています。

いって外国人ですら日本食を作ってくれるのはすごくありがたい

牡鹿半島、石巻、南三陸、釜石、仙台市、七ヶ浜町など、15 箇所

ことだという態度が必要ですし、必要なのは認証制度ではなくて、

の自治体に入って、地元の方と一緒に議論を繰り返しながら作成

日本食というフォーマットを広げるための例えば料理学校の開校

したビジョンを上位計画に組み込んでいただくような努力を様々

だったりするのです。日本人しかできない真正性の追求ではなく

にしています。先日アニュアルレポートも出ました。幸いなこと

て、日本文化のフォーマットをいかに地域のコンテクストと同化

に、今年からアメリカの様々な団体が支援してくださっています。

させていく努力とそこに対する投資が必要です。日本文化の持つ
可能性を生かしきれない施策の問題は大きいですね。

日本文化の特質

古市●阿部さんが考える日本文化の強み、または建築を含めて、
これを売り出したほうがいいのではというものはありますか。

古市●最近、日本の若者は、海外に行きたがらないと聞きます。

阿部●僕が 25 年前にアメリカにいた時は、バブルの時で、日本

海外旅行にさえあまり行きたがらないといわれます。僕らの時代

はエコノミック・アニマルと言われ、基本的には物まねばかりで、

というのは、海外へ行きたくてしょうがなかったのですが、今の

オリジナリティのない国だと言われていたのを思い出します。と

若い人は、そういう傾向はあまりないようですね。

ころが現在は、文化的な影響力で尊敬される国になっている。こ

阿部● UCLAの Terasaki 日本研究センターでも、日本の学生が

の変化はどうして起きたのかということをよく考えます。単純に

アメリカに来るのが減っているという話がよく出ます。ところが、

今は経済的な脅威でなくなったから、みんなが好きになってくれ

何人かの日本の大学関係者と話したときに、もちろん海外に出た

たということなのかもしれませんが、僕は日本が変わったのでは

いという人が減ったこともあるけれども、行き場所が多様化して

なくて、グローバリゼーションがこの 20 年で進展して、日本の

アメリカだけではなくて、中国など、他の国のチョイスもできる

文化へ共感しやすい環境に世界がシフトしたのではないかと思う

ようになったということもあるようです。

のです。つまり、何がオリジナルかということより、様々なもの

しかし同時に、日本の若者たちが海外に行って学ぶことに対し

を融合して洗練したものが尊重されるグローバル化が進展した世

て、メリットが感じられない状況が日本にあることは事実だと思

界になったことで、本来いろいろな国のものを融合して、それを

います。今は思っている以上に日本国内のマーケットは海外に影

ソフィスティケートさせていきながら昇華させていく日本の文化

響されていますから、海外にちゃんと対応できる人材が日本から

が、大きく評価されだしたということだと考えています。
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阿部仁史（あべ ひとし）

1962 年宮城県生まれ／ 92 年阿部仁史アトリエ開設／ 93
年博士号取得／ 02 ～ 07 年東北大学大学院教授／ 07 年 4 月
～ UCLA 都市・建築学科学科長／ 2010 年～ UCLA 日本研
究センター所長。
主 な 受 賞 に、 吉 岡 賞 ／ BCS 賞 ／ 日 本 建 築 学 会 賞 ／ SIAGETZ Architecture Prize ／日本建築学作品選奨 他
主な作品に、宮城スタジアム、菅野美術館、F-town ビル、
川内萩ホール 他

阿部さんから若い人に対してのメッセージ、ご自分がやってこ

古市●和様化ですね。
阿部●例えば、Appleはすばらしい企業ですが、何かオリジナル

られた海外的な進出や、あるいはグローバル化に対しての思いも

のものが特別にあるわけではなくて、むしろ、様々な既存の技術

含めてアドヴァイスをいただけますでしょうか。

を融合して洗練していったところに非常に特色があると思うので

阿部●英語はやったほうがいいでしょうね。僕なんかは大学受験

す。ですから今、日本文化がうけているのは、もともと日本文化

も二次試験に英語がない大学でしたし、英語が大嫌いでしたから

が持っていたグローバル的な資質によるものだと思います。

ね。大学卒業後、25 歳でアメリカの SCI-Arc（Southern California

政府や企業の多くが、日本的なものを売り出そうとするとき、

Institute of Architecture 南カリフォルニア建築大学）に行き、初めて

陥りがちな “ 日本文化の真正性 ”の議論は、日本文化がもともと

英語をちゃんとしゃべれるようになりました。

持っている文化的な資質とまったく反する態度で文化をアピール

古市●その後はどうされていたのでしょう。

しようとしているところに、大いなる矛盾を感じます。

阿部●ポスト・グラデュエート・プログラムだったので 1 年で卒

古市●海外が認めている日本と、日本が売り出そうとしている日

業しました。コープ・ヒンメルブラウがロスに事務所を開いた

本は、まったく逆でギャップがあるのですね。

ので、2 学期目から彼の事務所でバイトをして、そのまま継続し

阿部●だから、何か根本的な思考の変換が要るのではないかと。

て勤めました。そのときロスに約 5 年半いたのです。それでヨー

若いクリエイターや小さな企業はそれを分かってやっているよう

ロッパに強い関係ができました。もともとロスとウィーンという

に思われるのですが、大きな企業や政府になると、どうもそうい

のは建築家的にはつながっているのですね、ルドルフ・シンド

う傾向があるような気がしますね。

ラーやリチャード・ノイトラですとか。その後、仙台でずっと活

古市●おもしろい視点ですね。

動を続けていたわけですが、いろいろな経緯もあって今またロス

阿部●日本の建築も、これが日本だとアピールしていくよりも、

に移住しました。たぶん、楽しいことも、つらいことも含めて、

それぞれの地域のことを引き受けながら様々なものを融合させ洗

貴重でやりがいのある体験をさせてもらっていると思います。

練させた、結晶の極みみたいなものを提供していくという日本的

若い人は、とにかく新しい可能性が見えたら、とりあえず飛び

な能力を売りにしていかないといけないのではないでしょうか。

込んでみるほうがいいのではないかと思っています。常に自分で

日本建築には、藤森照信さんから妹島和世さん、安藤忠雄さんも

新しい状況に自分を飛び込ませて、自分をもう一回生まれ変わら

いれば、古市さんもいて、ひとくくりではないですよね。それぞ

せるというか、磨き続けていくことがすごく大事な気がします。

れが、様々な今までの建築の歴史やコンテクストを読み解いて、

古市●反対に、自分を積極的にコントロールしていくというのも

非常に高度に洗練していくところに特徴があるような気がします。

大事ですね。

古市●おもしろいですね。アメリカはどうなのでしょう。

阿部●自分の環境を守ろうとすると、可能性が広がらないですよ

阿部●アメリカは、誰でも入ってきて、誰でも出ていくわけです。

ね。

世界中で一番嫌われてもいるし、たぶん一番好かれてもいるとい

古市●日本は景気が悪いというのであれば、むしろ海外に出てし

う複雑な国です。でも、少なくともアメリカが世界において最も

まおう、例えば、何かチャンスがあったら、あるいは自分でチャ

影響力のある国だというのは誰も否定しないわけで、それはある

ンスを作って、自分の状況を変えていこうという、今の若い人に

種の強さですよね。それは日本の持っている良さとは全然質の違

はもうちょっと前向きな姿勢が大事ですね。

うものですから、逆に言うと、日本はそれを理解しながら、日本

阿部●今は日本がどんどん内向きに固定されていくような感じが

という国を世界の中でどう位置づけるかをきちんと考えて実行し

します。先ほどの、日本文化の真正性批判の繰り返しになります

ていかなければいけないと思います。

が、もう少し “ 日本 ”というものを広く、ダイナミックに捉えて

日本は、いろいろな災害によって変わるじゃないですか。それ

みていくことが必要ではないでしょうか。真正性に向かうのでは

に対してアメリカは人為的に大統領選でボンボン切り替えていく

なく、日本文化の持つ親和性、多様性に目を向けること、そして

のですね。リーダーに権限を与えてどんどん更新していくのは、

さらに、単一ではなく、より多様な日本人像について考えていく

社会が若いせいもあるし、それによって社会が更新していくよう

ことが、ますます流動的で多様化するグローバルな現代社会にお

なエネルギーを生み出すのだと感じています。僕のいる UCLAを

いて重要になってきています。こうした視点は、やはり外に出た

はじめアメリカの大学も長くて 10 年でリーダーシップが変わっ

方が確保しやすい。ですから、新しい状況にどんどん若い人が飛

ていきますし、そういう割り切りはアメリカの凄みだと思います。

び込んでいく必要があるし、それをサポートすることが大事だと
思いますね。

若い人には前向きな姿勢をもってほしい
古市●阿部さんが今までずっとやられてきたグローバルな活動を
『JIA MAGAZINE』でも若い人に対して積極的にアピールしてい
きたいと思います。
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古市●そうしないと、日本の活力は生まれてこないでしょうね。
今日はいろいろな角度から貴重なお話をしていただきまして、あ
りがとうございました。
（2012 年 7 月 12 日

ホテルメトロポリタン丸の内にて収録）

■ information

JIA 設立 25 周年記念
日時：2012 年 11 月 29 日㈭、30 日㈮、12 月 1 日㈯

共に超える

大会テーマ

場所：BankART Studio NYK、神奈川県民ホール、横浜市開港記念会館
総合受付は BankART Studio NYKです。参加の際にはまずこちらで受付をお済ませ下さい。

いよいよ開催です！ 皆さんぜひご参加ください！

YOKOHAMA 2012

JIA 建築家大会 2012 横浜

2012 年 JIA 横浜大会実行委員会実行委員長 上浪 寛
UIA 東京大会から1年余りを経た 2012 年 11月末、JIA 設立 25 周年にあたる記念すべき全国大会が横浜で開催さ
れます。
「共に超える」をテーマとして掲げ、日本全体がパラダイムシフトの必要性を実感している今の社会に対し建
築の専門家として何ができるか、また担うべき社会的役割について一般市民と共に考え、共に育むため議論の場を設
け、社会へ示す機会とします。
関東大震災復興のシンボルであり横浜観光の拠点である山下公園周辺という人の集まりやすい場所を主会場とし、
市民に共感していただけるプログラムを多数用意しています。2011年 UIA 東京大会のように全国から多くのJIA 会員
が参加し、横浜の夜も堪能しながらJIA 大会を大いに楽しみましょう！！！

■ウェルカムパーティー
11 月 29 日（木）18：00 〜 20：00

BankART Studio NYK

■レセプションパーティー
11 月 30 日（金）18：30 〜 20：30

ホテルニューグランド

（開場 18：00）

古き良き時代を感じる空間で横浜港の夜景を眺めながら、
未来を一緒に語り合いましょう !

会場ホテルニューグランドは、1927 年関東大震災の復興メモリアル
として建設され、チャーリー・チャップリンをはじめとする多くのス
ター、皇室や英国王室といった賓客、来日直後のマッカーサーも滞在
した、人々に愛される日本を代表するクラシックホテルです。レセプ
ションパーティーは、レインボーボールルーム、フェニックスルー
ム、ロビーと開業当時の格調高い旧館 2 階全フロアで、初代総料理長
サリー・ワイル氏が生み出したドリアや懐かしい味の元祖ナポリタン
など、ホテルニューグランドのオリジナル料理をジャズの生演奏を聞
きながらご堪能ください。

横 浜 小 話 3

建築から地域社会の関係性を構築する
黒田和司（JIA 神奈川地域会）
黒澤映画「天国と地獄」をはじめ、横浜は数々の名作の舞台と

ホテルニューグランド
フェニックスルーム
レインボーボールルーム

前日のウェルカムパーティーは、元日本郵船の倉庫を展示場にし
たダイナミックな BankART Studio NYKで開催します。お馴染みの
有名中華店の中華料理と生ハムで “ 横浜のおもてなし ”をご用意しま
す。さらに、当日はサプライズアトラクションを予定していますので、
ウェルカムからご参加いただかないと、絶対に損をしますよ。みなさ
ま、ご期待ください ! ぜひ横浜でお会いしましょう !
青木恵美子（JIA 神奈川地域会）

づくりは複雑な要素が絡み合ったアートである」と提言している。
各都市に広がった文化芸術を核にした取組みは、荒廃した街の再生
に限らず、災害からの復興の手掛りにも資すると思える。

一方、横浜では主要な公共建築設計にプロポーザルを採用してい

なってきた。映画では地獄として描かれた黄金町界隈の闇は、最古

る。10 年前に実施された横浜港大さん橋国際客船ターミナルの国

が近年、創造都市横浜のまちづくり、創造界隈として劇的な変化を

新な発想の客船施設が整備された。プロポーザルでは、幅広く理

のビジネスと言われ、都市には必ず形成された娼窟である。この街
遂げている。横浜を拠点とする建築家の設計による、京急高架下空
間を活用したスタジオ群、かつての風俗店舗を改装したスタジオな
ど、多くの施設に変貌し、アトリエ、設計事務所、ギャラリーが集
積されている。

今回の会場となる BankART

際コンペでは、海外若手建築家による、造船技術を大胆に用いた斬
念、着想を募ることが可能であり、遅々とした 3.11 被災地のまち

づくりにおいても、新たな価値観に基づく持続可能な地域社会を創
出していく手段にもなると思える。横浜は、これらの取組みを実践
してきた、その規範となる復興都市でもある。

いつの時代にも街は建築と共に変貌を遂げてきた。また、それが

Studio NYKも海岸通り地区の

人々の記憶の中にある限り、たとえ被災により喪失したとしても、

である。大会期間中には川俣

パラダイムが形成されようとしている今、建築家には架構空間を創

倉庫を利用した創造界隈拠点
正氏によるインスタレーショ

ン が 建 物 を 覆 う 計 画 も あ る。
チャールズ・ランドリーは著

書『創造都市』のなかで「都市

再び街を甦らせたのは、創造的な建築の力であった。地域に新しい

ることから、地域社会の関係性を Architecture・構築することも
同時に求められている。
「共に超える」ことの責務と役割とは、共に
思考し、実践していくことをここに記して、終りの言葉としたい。
全国より、ここ横浜に参集される皆さん、お待ちしております。
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■ information
■横浜大会スケジュール

（2012 年 11 月 5 日現在）

神奈川県民ホール
大ホール

BankART Studio NYK

大会議室

3Aa

3Ab

3Ba

3Bb

3Ca

2A
Exhibit

3Cb

2A
Conference

2B

午前

13：30 〜
13：00 〜 19：00
16：30
賛助会員展 建築家のあ 東日本大震 JIA 全 国 建 JIA 新人賞
血縁に基づ
かりコンペ 災における 築相談室展 全応募作品
かない新し
2012 展
復 興 支 援・
展
い住まい方
計画展

11/29
㈭
午後

木材
木材
サミット展 サミット展

夜間

18：00 〜 20：00
ウェルカムパーティー

9：30 〜
9：00 〜 19：00
11：30
賛助会員展 建築家のあ 東日本大震 JIA 全 国 建 JIA 新人賞
外 に 出 よ
かりコンペ 災における 築相談室展 全応募作品
う！建築家
2012 展
復 興 支 援・
展
03
計画展

午前

木材
木材
サミット展 サミット展

12：55 〜 13：45
大会式典
14：00 〜 15：00
11/30 午後 基調講演
15：00 〜 17：00
㈮
パネルディスカッ
ション

13：00 〜
19：00
映像展示

建築家の住宅
模型展・日本
のすまいと暮
らしを再考す
る

9：30 〜
9：00 〜
19：00
12：00
建 築 家 資 格 映像展示
制度の目指
すところ

建築家の住宅
模型展・日本
のすまいと暮
らしを再考す
る

夜間

9：00 〜 17：00
賛助会員展 建築家のあ 東日本大震 JIA 全 国 建 JIA 新 人 賞
かりコンペ 災における 築相談室展 全応募作品
2012 展
復 興 支 援・
展
計画展

午前

12/1
㈯

木材
木材
サミット展 サミット展

午後

10：00 〜
11：50
JIA25 年賞
第 4 回シン
ポジウム

建築家の住宅
模型展・日本
のすまいと暮
らしを再考す
る

13：30 〜
16：30
誰が景観を
創 る の か？

夜間

●会場
BankART Studio NYK（総合受付）
大会参加される際は、まずこちらにお越
しいただき、名札、プログラムなどをお
受け取り下さい。
〒 231-0002 横浜市中区海岸通 3-9
TEL 045-663-2812

新港客船ターミナル

パシフィコ横浜

横浜赤レンガ倉庫

駅

浜

（相鉄いずみ野線「緑園都市」駅徒歩 3 分）

横浜港大さん橋
国際客船ターミナル

BankART
象の鼻パーク
Studio NYK
（総合受付） 横浜税関

横

相鉄文化会館講堂
〒 245-0005 横浜市泉区緑園 4-3-28

山下ふ頭

赤レンガパーク

神奈川県庁

馬車道駅
横浜
アイランド
タワー

歴史博物館

馬車道

JR 桜
木

町駅

地下

横浜市開港
神奈川県立 記念会館

関内

日本大通り駅

氷川丸

山下公園

日本大通り

横浜市開港記念会館
〒 231-0005 横浜市中区本町 1-6
TEL 045-201-0708
ホテルニューグランド
〒 231-0023 横浜市中区山下町 10
TEL 045-681-1841

大さん橋ふ頭

新港地区

至

神奈川県民ホール（大会式典、基調講演）
〒 231-0023 横浜市中区山下町 3-1
TEL 045-662-5901（代表）

みなと
みらい 21

シルク
センター

横浜情報
文化センター
横浜地方
裁判所

神奈川
県民ホール

みなとみらい線

横浜マリン
タワー

ホテル
ニューグランド

元町・中華街駅

総合受付
横浜中華街

横浜公園
地下鉄 関内駅

鉄桜
木町

駅

横浜市役所
JR 関
内駅

横浜スタジアム

番出口

不二家ビル
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JR
石川
町

駅

9：00 〜
17：00
映像展示

Studio
201

13：30 〜
16：30
木材
サミット

NYK
Exhibit

library

13：00 〜
17：00
BIM － IPD 最新
動向

9：30 〜
12：00
未来に残し
たい 20 世紀
の建築

会議室
6 号室

9：30 〜
12：00
耐震設計教
本・再刊を契
機に、神奈川
の津波対策を
考える

9：30 〜
12：00
日 本 版 CABE
を考える

NYK
hall

会議室
9 号室

会議室
7 号室

会議室
4 号室

13：00 〜
19：00
横浜近代建築
展

13：00 〜
17：00
第 13 回
JIA 環 境 建 築
賞公開審査会

13：20 〜
13：30 〜
16：40
16：30
東日本大震災「 学 び 舎 」 —
復興支援活動 学ぶことは生
報告・シンポ きること、生
ジウム
き続ける学び
舎—

15：00 〜 13：00 〜
17：00
14：30
全国地域会 理事懇談会
会議

13：00 〜
17：00
JIA
全国建築相談
室会議

9：00 〜
19：00
横浜近代建築
展

10：00 〜
12：00
これからの建
築とコミュニ
ティーを考え
る

9：30 〜
12：00
建築の非構造
部材と地震

10：00 〜
11：30
賛助会
サミット

10：00 〜
12：00
JIA 建築と
子供たち会議
ヨコハマ

9：00 〜
12：00
原発ゼロ、安
全な暮らしを
求めて「フク
シマからの提
言」

9：30 〜
12：00
設計文化財
の保全と活
用

ホテルニュー
グランド

相鉄文化会館
講堂

17：20 〜
17：50
会長
レセプション
18：30 〜
20：30
レセプション
パーティー
10：15 〜
12：30
求められる
『住育』

10：00 〜
12：00
けんちく体操
ワークショップ

9：00 〜
17：00
横浜近代建築
展

13：30 〜
13：00 〜
16：30
16：00
建 築 家 の あ 住宅部会交流会
かりコンペ
2012 公開審
査会

9：30 〜
11：30
9：15 〜
外に出よう！ 18：00
建築家 04
環境建築
バスツアー
13：00 〜
16：40
3.11 とグロー
カルデザイン

エクスカーション・ツアー

13：45 〜
15：30
歴史産業
クルーズ

12：45 〜
17：00
震災・戦災を生
き抜いた「横浜」
街歩き

13：30 〜
16：45
環境未来都市
構想

17：30 〜
19：15
ナイトクルーズ
［凡例］

※スケジュールの内容は変更が生じる場合があります。
HP上で順次最新版を更新していきます。

メインプログラム

会議

シンポジウム・講演会

公開審査

展示

ワークショップ

パーティー・レセプション

エクスカーション・ツアー

プログラムの詳細は

JIA 建築家大会

検索

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

（建築家大会 2012 横浜公式 HP）

※参加申し込み受け付け中。お申し込みは公式HPからお願いします。
web申し込みの締め切りは11月20日㈫です。以降は当日の受付
になりますので、ご注意ください。
●大会参加登録費：正会員 10,000 円、賛助会員 10,000 円、同伴者 5,000 円
◦レセプションパーティー参加費：10,000 円
◦ウェルカムパーティー参加費：3,000 円
（FAXでお申し込みも可能ですが、手数料が別途 1,000 円かかります）

●お申し込み・お問い合わせ
社団法人日本建築家協会
J
I
A
関東甲信越支部
The Japan Institute of Architects
JIA-kan,2-3-18 Jingumae,Shibuya-ku,
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18
JIAJapan
館4階
Tokyo 150-0001
TEL 03-3408-8291 FAX 03-3408-8294
E-mail: info@jia-kanto.org
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横浜市開港記念会館
会議室
1 号室

被災地での活動報告 —— 石巻北上地区の復興支援活動

JIA宮城地域会による
石巻市北上での復興支援活動のその後

手島浩之（JIA 宮城復興支援委員長）

JIA 宮城地域会有志が石巻市北上地区の復興支援活動に関わ

上西明が遠方支援チームの取りまとめを行い実現した。この生

るようになった経緯については、
『JIA MAGAZINE』279（4 月）

きたデータをどう生かしてゆくかが、ひとつのポイントとなる

号にて述べた。2012 年 4 月になると、石巻市全体の専門家支援

はずである。

活動の風景はこれまでと一変した。それまでは旧町ごとに各支

現在直面している私たちの課題は次のとおりである。

援グループが勝手に活動を行っていたが、石巻市でも全体を統

「北上まちづくり委員会」運営への専門家支援について、
「住

括するための組織の改編が行われ、有識者会議である「石巻復

民が自ら発案し考え行動する」ことと「巨大インフラ整備など、

興まちづくり検討会議」が立ち上げられた。その下部組織であ

近々に対応が迫られる専門性の高い案件に対しての対処」をど

る半島部ワーキンググループ（WG）に JIAによる北上支援活動

う両立させるかが大きな課題となり、環境社会学チームとの間

も位置付けられることになった。こうして震災後 1 年を経て半

で議論になった。専門性の高い案件については専門家が大きく

島部の支援グループが横に並んでみると、それぞれの活動の方

関与しながら物事を進めてゆく必要があることは共通認識と

針や内容について大きな違いがあることに改めて驚かされた。

なったが、具体的にどう運営してゆくべきかは今後の大きな課

今後の活動の継続を考えて連携を模索しつつも、お互いの特長

題となっている。目標としては、各集落ごとで行う住民ワーク

を殺さない工夫が必要だと認識している。また、6 月に石巻市

ショップで上がった声が、うまく北上まちづくり委員会に吸い

の防災集団移転促進事業を「昭和・オオバ・サンワコン・アジ

上げられて北上の声として正式に発せられ、全体で討議された

ア航測・佐藤土木測量設計事務所・日野測量設計 JV」が正式に

ことが各集落 WSに浸透して咀嚼され、また全体の討議を通し

受託したことにより、高台移転に対しての専門家支援活動も、

て北上の声となるシステムの構築である。今後は、
「北上まちづ

がらりと構図を変えることになった。

くり委員会」全体会といくつかの分科会に分かれて運営するこ

「北上地区の全体計画」についての専門家支援に着手するこ

とを大きな方針としており、それを取り囲むように各集落の

とになった経緯についても、すでに述べた。昨年の暮れ頃から、 WSが存在する。それに加えて「北上まちづくり勉強会」を立
ある方面より「北上地区の全体計画がなく、これまで活動して

ち上げつつある。これは、住民が自分たちの将来を築くために

「これまでの活動方
きた JIAが取り組むべき」との指摘を受け、

必要な知識を蓄積してゆくことを目的としており、住民らが自

針との整合性」を理由に断った経緯があるが、その後の検討を

発的に学びたいことを軸にして発展的展開をしてゆく勉強会と、

経て、住民のまちづくり委員会である『北上まちづくり委員会』

専門家が住民に必要だと思われることに対して開く勉強会の二

の設立、サポートを通して北上全体計画に対しての専門家支援

本立てで行おうと考えている。大袈裟に言えば、JIAではこう

を行うことにした。北上の住民組織であるこの会は、6 月に第

した小さな取組の中に民主主義と専門家の関わり方の本質を見

1 回目が立ち上げられ、8 月には WS 形式にて開催された。

出したいと考えている。

北海道大学法政大学環境社会学チーム、パルシック・FoE

もうひとつの課題は、活動資金と人材の問題である。これま

Japanを中心とした NPO チーム、JIAの三者共同による、大規

での活動は基本的にボランティアベースで行われており、交通

模な従前地調査が 6 月頃から企画され、8 月 7 日から 20 日かけ

費も担保されていない状況で継続されている。加速する復興の

て実施された。

スピードから考えても、この体制を見直さなければ、こういう

この調査は、

活動を期待してくれている地域の人々にも大きな迷惑をかけて

①今後の復興計画支援活動のために活かすため、これまでの北
上の生活を調査し理解すること
②今後復興が加速度的に進んでゆけば、津波の痕跡さえも失わ
れてしまうことが予想され、住民の記憶を頼りに記録を残す

しまうことが予想される。不足する専門家の問題は大きいが、
とりわけ、遠方の専門家よりも、被災地で密接に活動できる専
門家の不足が深刻である。
現在取り組んでいる課題は、以下のとおりである。当初から
取り組んできた防災集団移転についての専門家支援活動のほか、

こと
を目的として、注意深く調査方法が検討された。結果として、

北上の中心部構想についての専門家支援、北上まちづくり委員

すべての集落から数人ずつ調査に参加してもらい、地域を一緒

会とその分科会（3 つほど）の運営支援、北上まちづくり委員会

に巡りながら地図上にさまざまな記録をプロットしてゆく作業

に呼応するかたちで再編成する予定でいる各集落 WSの運営支

と並行して、少人数で深く話を聞く作業に分かれて実施された。 援、防災集団移転地での住宅再建の主軸となるべき地域ビル
各ヒアリング調査は 2 時間程度、合計 50 人ほどから情報を収

ダーへの設計支援活動、災害公営住宅整備についての専門家支

集し、単なるアンケート調査ではなく、数字の陰に隠れて見え

援活動など、これまでのどんな震災復興支援活動でも経験した

てこない住民の深意を掘り下げた情報は、これからの復興支援

ことがないほどの課題が矢のように降ってくる状況である。

計画の重要な基礎資料となると期待している。この調査の企画
は、大友彰、渡邉宏、内山隆弘、手島を中心に立案され、実施
は大友彰、松本純一郎、鈴木孝悦を中心に、関東甲信越支部の
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遠くにいるJIA メンバーに何ができるか
上西

明（都市づくり街づくり等推進委員会、関東甲信越支部城南地域会）

「隔たり」について知ること

2011 年度の大阪大学卒業式で、当時の総長である哲学者の
鷲田清一さんは、式辞で次のように語った。
「被災地のひとた
ちと、被災の全貌を知ることができずに遠くから案じるだけの
わたしたちのあいだには、どうしようもない隔たりがあります。
被災の現場に行って被災者の方々にインタビューする放送記者
の人たちと被災者のあいだには、おそらくもっと大きな隔たり
があるかもしれません。」
「復興には相当な時間がかかるでしょ
うが、被災者の受け容れから現地での支援活動まで、遠くにい

写真1
北上住民へのヒアリング
（釣石神社。階段途中に
津波到達点の札）

るわたしたちにもできることがいずれ見えてきます。」
＊式辞全文は、以下で読めます。

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/president/files/h23_
shikiji.pdf
現地でわかったこと
今年 8 月に、宮城地域会復興支援活動のサポートのために、
石巻市旧北上町に伺った。最寄りの鉄道駅からは、車で 40 分
程度。最初の宿泊場所は決まっているが、それ以降はよく分か

写真2
北上住民へのヒアリング
（流されたまちについて
話を伺う）

らない。住民のみなさんへのヒアリング予定は直前にならない
と分からない。食事をとるには、車で 30 分程度走る。震災か
ら 1 年半ほど経っているのに、どのようなことで苦労されてい
るのか、何につまずいているのか、遠くにいるわたしたちには
分からなかった「隔たり」の姿が、垣間見えたような気がした。
釣石神社境内階段の脇には、震災で犠牲になられたみなさん
の慰霊碑が立っていた。その碑の上端とほぼ同じ高さに、津波
到達点の札が立てられていた（写真 1）。人の背丈をはるかに越
えるものであった。水際線から遠くない場所に小学校が建って

写真3
北上住民とのワーク
ショップ

いた。津波で体育館の屋根はくずれ、サッシュは剥がれ落ちて
しまっていた（写真 4）。
専門家による支援
北上町では、さまざまな専門家が活躍している。その一端を
担われている NPOのウェブサイトで、支援のボランティアの
「被災者の立場を考えた活動ができ
3 つの原則について知った。
ること」
「個人ではなくチームでの活動であり必ず報告・確認
ができること」
「やりたいことと求められることが違うことが

写真4
被災した北上町の小学校

ある場合も、活動する心構えがあること」
「復興の主役は住民である」と位置づけ、住民をきちんとサ
ポートしよう、という宮城地域会の志に基づいて、今、まさ
に遠くにいる JIA メンバーにも、できることが少しずつ見えて
きているような気がします。JIA チームは、住民にきちんとサ
ポートできる専門家チームになりつつあると感じます。このよ
うな場面では、専門家組織体でないとできないことがあります。

JIAは、機能しないといけません。

写真5
北上町の仮設住宅群
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社会学的なかかわりから
宮内泰介（北海道大学大学院文学研究科教授（環境社会学））
私が大学院生たちと北上町の調査を始めたのは 2004 年。ヨ

一方、ワークショッ

シ利用、炭焼き、漁業など、自然資源と地域社会の関係をめぐ

プを繰り返す中で、そ

る豊富なネタの宝庫であるこの地域は、一度入るとその魅力に

れぞれの家、それぞれ

とりつかれ、そのあともずっと調査を続けていた。地域の人々

の個人の、個別の事情

が山、川、海の資源をどう持続的に利用してきたか、それとコ

がいろいろあることも

ミュニティの社会のあり方とがどうかかわっているか、といっ

見えてきた。しかし、

たことを、聞き取りや資料収集を積み重ねることによって少し

それは、全体で集まる

ずつ明らかにしていくという作業をしていた。

だけではなかなか分か

そこに、突然起きた大震災。私たちは動揺した。まずは知り

らない。各地での社会学的な調査の経験から、数字では見えて

合いたちの安否確認から始め、できる支援は何でもやろうと考

こない、そうした細かな定性的なデータこそ、復興にとっても

えた。幸い、JIAのみなさんと一緒に、集団高台移転の合意形

大事だと考えた。そこで、2012 年 8 月に JIA、NGOのパルシッ

成のお手伝いをする役割を与えてもらった。私たちは、なるべ

ク、FoE Japanとの協働で、復興へ向けての組織的な集落調査

くこの地域の特性を活かした合意形成を、と考えた。集落ごと

（従前地調査）を行った。調査手法は一人一人の「聞き取り」
。通

に話し合いの場（ワークショップ）を設けるが、こちらから提案

り一遍のアンケート調査などでは見えてこない、それぞれの思

することはなるべくしないで、できるだけ多くの人の話を引き

い、怒り、悲しみ、そして希望に、ともかく耳を傾ける。

出す。そうしたパッシブ（受容的）なファシリテーションを心が

その結果、私たちの予想を超えた、本当に多様な声を私たち

（宮城や山形に広がる集落組織。資源管
けた。もとより「契約講」

は耳にすることになった。それらが全体の復興プロセスにボト

理・祭祀・相互扶助などを担う）などの地域組織がしっかりして

ムアップでつながっていくとき、復興は一人一人の希望となる

いる地域である。その特性を活かしながら、しかし、新しい側

はずだ。難しい道だが挑戦したい。

面も付与しながら、合意形成を積み重ねることを狙った。

NGO／ NPOとして東北の復興に携わること
日方里砂（特定非営利活動法人パルシック石巻市北上事務所）
私たちは、国などが復興のために投入する数々の大きな支援

子どもたちは、南部神楽の朗々とした歌や声、音の中で育ちま

枠からはずれそうな部分を見落とさないように、フットワーク

した。中には、南部神楽の師匠に憧れて小学生の頃から厳しい

良くフォローできるよう気をつけてきました。また、活動する

練習を積み、
「子供神楽」として人前で堂々と披露してきた世代

地域の特性などの基礎情報が把握できていなければ臨機応変に

もありました。しかし、この震災・津波によって、お面や衣装、

動けないと考え、被災後初期～中長期支援に向かうまでの間、

台詞本などの道具の一切、そしてお師匠をも津波で失いまし

地域の人々に寄り添い、交流するように努めてきました。今後

た。2011 年の暮、住民から「神楽が懐かしいなぁ」という声が

も、国際緊急支援活動を通じて培ってきた経験を東北でも生か

聞こえ、実情を知り、復興に向けた支援を始めました。そんな

して NGO ／ NPOらしい草の根レベルでの活動をしたいと考

折、北上を離れ、ばらばらに暮らしていたかつての「子供神楽」

えています。

020

世代が「みんなの笑顔を取り戻したい」と結集し復活に向けて

パルシックは、2011 年 8 月より緊急段階の支援から徐々に中

動き始めてくれました。彼らの活動は南部神楽を愛する大室集

長期の復興支援に移行、石巻市北上町での活動に集中してき

落の一同を団結させ、この夏、感動の涙で復興へのスタートを

ました。漁業、農業などの生業支援、文化（民俗芸能）復興、高

切っています。

台移転にあたっての住民の合意形成の支援の 3 本を柱としてい

こうした誇りや想い

ます。とくに生業と文化はこれまでの生活の中で非常に重要

出、その集落ならでは

なキーです。北上町には、隣集落との距離が 50mもないとい

の繋がり方を学びなが

う場合があるのですが、この 2 つの差異がそれぞれの集落の特

ら、これからもその地

性をつくっていました。生業のあり方、獅子舞の違い、南部神

域に何が必要とされて

楽のルーツや内容、さまざまな特性がありますが、特に印象的

いるか日々考えながら

だったのは、
「大室南部神楽」です。北上町十三浜、大室集落の

活動を続けていきます。
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被災地での活動報告

様々な団体、グループが連携した
復興支援活動について

鈴木孝悦（JIA 東北支部復興支援副委員長）

私が具体的な支援活動に関わったのは、この 8 月、関東甲信

次に、連携に際しての対象として「JIAとは異なる職能・活

越支部の遠方支援を受け北海道大学社会学チームなどと連携し

動をする専門家」を思いつきますが、翻って、支援活動におけ

て行われた「北上の従前地調査」が初めてです。今春までの 2

る JIAの専門性をどう読み解くべきなのでしょうか。高台移転

年間は支部幹事長として、災害対策と復興支援に少なからず関

の合意形成が建築家の専門領域にあると認識されていないであ

わる立場にありましたが、復興支援は初動時からマンパワーや

ろうことは推測できますし、我々が迷わず応えることのできる

活動資金の補充が不安視されていました。手島会員らが始めた

領域でもありません。住民や連携者は我々の専門性をどう読み

北上支援チームからも「JIA 内での支援」と「他団体（専門家）と

取っているのでしょうか。私のつたない結論では、連携する中

の連携」についての相談を受け、検討した経緯があります。し

で最も専門性の見えない存在なのではないか、我々が連携を必

かし、具体的な解決には至らず、今日においても課題となって

要とする大きな要因はその難解さの解決にもあるといえます。

います。一方、多くの JIA 会員が「何が必要なのか、支援活動

もちろん、私の結論はさておいても、連携の必要性は多面的に

の実態がタイムリーに伝わってこない」との思いを持っている

推論が可能なことです。北上での社会学チームは単なる生活調

事実があります。このことは、情報の共有化とそのための専門

査者ではなく、被災者個々の多様な苦悩をケアするレベルにあ

部署が重要であることを意味しています。個人的な見解ですが、 り、原発被災地などの長期支援には欠かせない存在になってい
連携が急務なのは情報伝達分野の専門家かもしれません。JIA

くと思います。

を越えての連携や支援する被災住民や自治体の理解を図る時に、

被災直後から、私の脳裏には神戸での危険度判定で抱いた

その重要性は増します。支援活動の成否を左右するひとつにな

「被災地の設計者はできるだけ速やかに災害対策を終え、日常

るのではないでしょうか。北上の従前地調査が、住民への事

業務に戻ることが復興につながる（職能である）」との思いがあ

前説明や調査立合い者とのコンタクトに奔走した、NGO パル

りました。被災地における JIA 会員がそのような日々にあるこ

シックの存在を抜きには成しえなかったことからも明らかです。 とは間違いありません。背中合わせの思いとして、渡邉支部長
また、今回は多くの関東甲信越支部会員に参加いただきまし

が進めるプラットホームづくりの一環、9 月末に開催された東

たが、本部での対面説明が大きな要因と思われ、連携をいかに

北設計関連団体サミット（若松支部長の時に提唱し 10 年目）に特

実現するかの大きな教訓になっています。幅広い情報伝達に併

別参加の日建連東北支部から「行政要請の災害支援を昨年 5 月

せて、直接の説明や依頼が大きな効力を持つことは理解してい

末に終えた。JIA 等の活動を知るにつけ、改めて成すべきこと

ますが、実践なしには意味を成さないことを再認識させられた

があったのではと自問している」という発言がなされたことを

といえます。

付け加えます。

ＪＩＡ宮城

復興への動き・タイムライン

プラットフォームづくり
10月～木造住宅研究会（大工塾、住宅展示場）
８月 北上地区従前地調査
中心部計画

３月１１日 １４時４６分

９月 石巻市半島部
災害公営住宅ＷＧ
９月～復興みやぎ
ネットワーク会議
６月～
国交省災害公営住宅検討業務（その２）
石巻市復興まちづくり検討会議半島部ＷＧ
石巻北上地区まちづくり委員会
つぐっぺおらほの復興家づくり
こどもの村東北
2月～高台移転ワークショップ（その2）
１月～復興住宅研究会（建築住宅センター）
12～2月 高台移転住民協議（各浜）
12.5 国交省災害公営住宅検討業務
10.27～ 高台移転全員集会（各浜）
10.19 ＪＩＡ東北支部復興住宅建設推進委員会
10～ 高台移転住民説明会（各浜・北海道大学 宮内先生ほか）
8.27 高台移転住民説明会
8.7 閖上まちカフェ
8.6 北上・地区代表者ワークショップ（その１）
7.6 北上・地区代表者ヒアリング
6.30 北上・高台移転候補地・現地調査
6.19 石巻まちカフェ
5.15 石巻市震災復興基本計画策定・現地調査
3.30 建築関連専門家連絡会
（宮城県建築住宅センター）
3.15～応急危険度判定・建築相談…

3.11ＪＩＡ対策本部
2011

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

2012

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

応急仮設住宅
ＪＩＡ宮城 産直木造住宅
地域型復興住宅

岩手・宮城・福島
地域型復興住宅推進協議会

（ＪＩＡ東北支部復興住宅建設推進委員会）
災害公営住宅検討業務（その１）

災害公営住宅検討業務（その２）
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JIAが支援した設計者選定設計競技

「岐南町庁舎等競技設計」のいきさつと結果
公開覆面審査コンペ実施のねらいとその意義
室伏次郎（『JIA MAGAZINE』編集委員／スタジオ・アルテック）
長い間、設計者ではなく「建築案」を選ぶという意味で構想の

設 3,000㎡規模の実施実績が求められていた素案から、町との模

確定を先行させることとなる「公共施設のコンペティション」が

索の協議によって参加資格の拡大がはかられた。素案の実績要件

行われなかった。

のみでは充分な応募者数の実現が危惧されることから、合理的な

本年 6 月の岐阜県岐南町庁舎等競技設計は、久しぶりに行われ

資格要件を加えることが検討された。
「総括設計専攻建築士：建

た設計コンペであった。結果は kw ＋ hg アーキテクツ／川原田康

築士会、登録建築家：建築家協会」の 5 年以上の登録実績をまた

子氏＋比嘉武彦氏が最優秀賞となり実施設計候補者となった。

は事項として追加することとなった。

このたびの「コンペティション」の実施にあたり、今何が必要

公共性を持つ建築関連団体が一定の職能資格者として認める社

とされるのか、町民の要望を吸い上げるプロセスが重視されると

会化された制度を参加資格とすることで、対象者の拡大が図られ

いう、もの作り前のステップを取り上げるべき時代と考えられる

た。実績要件に限定する条件から資格要件併設への拡大である。

ときに、建築構想案を先行させる「コンペティション」を行うこ

また、参加要件の組織体制について、組織内に構造設計一級建

ととなった経過、意義についてどのような議論があったのか？

築士および設備設計一級建築士を擁することと規定されていたが、

この設計コンペの業務支援をした JIAの一員として、審査員の

これを実施体制協力者の組織に上記の資格者を擁することを求め

ひとりとして、そしてひとりの建築家として、今後の望ましい設

ると改めた。組織規模の大きさを前提としないことで参加資格の

計者選定を考える一助となれれば幸いとの思いで、コンペ実施経

拡大が図られた。

過の報告する次第である。
●審査員
●いまなぜコンペであったのか

2011 年 6 月、岐南町総務部小森雄一郎氏よりコンペ実施の意向
表明とそれに伴う実施業務について JIAの支援を得られるかの問

審査員構成が建築家・建築史研究者に限られているが、市民・
行政の参加についてはどのような協議があったのか？

JIAは審査員には建築家（西澤立衛・室伏次郎）、建築学識経験者
（松隈洋）の 3 名を推薦し、それとともに、審査員団の過半数以下

い合わせを受ける。
折しも 2011 年度はこの本誌『JIA MAGAZINE』において、年
間特集「プロポーザル方式を考える」を展開してきた。これによ
り、昨今のプロポーザルにおいて、いわゆる “ 足切り ”によって
参加要件が閉じたものとなっていることへの改革を求めるキャン
ペーンを行ってきた経緯がある。

の町民および行政当事者の参加を要請した。しかしながらこの事
項は町の想定にはないことであった。
「新しい人と人とのつながり」
を生み出すルーフ
ルーフの下は、屋外と半屋外とが入り混じったような、開放的で風が通り抜ける
気持ちのよい場所があちこちに発生します。訪れる人々は、思い思いに気に入っ
た場所を見つけることができ、憩いの場となります。
このような場をベースとして、
よりよい未来をつくりだすために人が集まり、言葉を
交わし、未来の価値を生み出すためのセンターとしての庁舎をめざします。

そこではコンペの歴史を振り返ることから、昨今コンペが行わ
れずプロポーザル優先の状況に対して再びコンペの実施を求める
南面：まちに開かれた大きなテントのようなルーフ

声が挙がっていた。

３つのカーブは、外周部の４つの道
路をむすびつけ、安全に散歩ができ
る３つの歩行者用通路となります。

そのような中での、岐南町からのコンペ実施業務への支援要請
である。岐南町の担当者の「超保守型の町の現状を打開するため
に、このコンペを行うことを通じて町民の市民意識を喚起させ、

な使い方が可能となります。
仮に施設内部を使用しない場合でも、ルーフの張
り出し部分や半屋外の部分がアーケードのような
機能を持ち、
さまざまな活動の場として有効に機
能します。

保健相談センター
中央公民館

３つのカーブが敷地のポテン
シャルを最大限に引き出します。

庁舎棟

低層のルーフ

講堂の様子1：町民のリビング

いろいろな方向からアプローチする
ことができ、町のセンターとしてふさ
わしい施設となることをめざします。

講堂
低層のルーフは、樹木がつくる
木陰とつながり、誰にでも開か
れた憩いの場となります。

全方位が低層のルーフで接し
ていることで、人にやさしく、
どの
方向に対してもリスペクトするよ
うな建物のあり方をめざします。

指したい」との意向を受けて、JIAとして最大限の協力を約束す
ることとなった。

■イベント対応
・外部空間としての広い駐車場、屋根付き半
屋外のロビーやプラザ、遊歩空間、講堂が
連携してさまざまなイベントに対応します。
・北側道路を歩行者天国にして北側土地と
連動した大きなイベントの開催も可能とな
ります。
このとき北側遊歩空間は歩行者天
国と一体化して緑豊かで広々とした場を提
供します。

３つのカーブがどの方向に対
しても人にやさしく圧迫感を与
えることなく、近隣施設との良
好な関係を保ちます。

町づくりへの参加機会を希求する町民連帯の機運を高めたい。そ
のようなことを学ぶ機会と捉えて町の歴史を変えてゆくことを目

施設を街路へと拡張する機能
ルーフ北面はほぼ一街区分の街路と同じ長さで
あることから、街路を車両通行止めとし、北側街路
側に面した建具を全面開放すれば、街路と施設が
一体化したスペースをつくり出すことができます。
イベント時には、施設と街路を組み合わせた多様

講堂の様子3：ラフなミーティング

講堂の様子2：展示

3つのカーブが引き出す敷地のポテンシャルと空間性

具体的な支援事項は下記の事項であった。
１）要項の整備

西面：駐車場をつつみこむように広がるルーフ
遊歩空間
大きなルーフ下は歩いて楽しめる遊歩空間
となります。全長230mの歩廊は野趣溢れる
草花に彩られ、四季を楽しむ散策路となりま
す。犬を連れた散歩や高齢者の健康維持の
ためのウォーキングなどにも利用でき、車社
会で歩く機会の少ない人々に歩いて暮らすこ
との楽しさをもう一度感じてもらえるように
なればと思います。

２）スケジュール調整
３）審査員の推薦
４）審査方法の提案

テントのようにゆったりとつつみこまれるような場

５）経過および結果の広報への協力
岐南町設計競技

001-右
北面：開かれたルーフが街路と施設を一体化する

●参加資格要件
登録建築家・総括設計建築士という枠組みは参加者の範囲を限
定しているように思えるが、なぜそのようになったのか？
参加資格枠組みの拡大とその条件設定の考え方は、昨今のプロ
ポーザル参加資格要件と同様に平成 10 年度以降の一定の公共施
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所在地
主要用途
敷地面積
延床面積
構造
着工予定
竣工予定

岐阜県羽島郡岐南町八剣7-107ほか
庁舎、公民館、保健センター
約8,277㎡
約7,200㎡
鉄筋コンクリート造、地上5階
2013年6月
2015年3月

最優秀賞
提出図より

岐南町新庁舎等
設計者選定設計競技

■選定の方式
公募型設計競技方式
■おもな応募資格
・一級建築士
・応募者の所属する事務所が一級建築士事務所
・平成 10 年度以降の一定の公共施設 3,000㎡規模の
実施実績または、統括設計選考建築士（日本建築
士連合会）もしくは登録建築家（日本建築家協会）
で、事務所登録後 5 年以上の実績を有すること
■提案図書
A2サイズ 2 枚

それは、以下の判断によるものである。

このことは、今回のコンペ実施にあたり単に確定的に「案」を

A）小規模な自治体である「町」のなかで公共施設の建設に関わ

選出するのではなく、審査員により評価された当選案の骨格を尊

る「個人」の表出については過去の経験によってその困難さ

重しながら、案に則して様々な市民の要望をふまえて成熟した計

が判断されていた。

画に練られて発展することが重要であり、その認識は公開審査の

また、

過程ですべての審査員から評価の一部として表明されている。
「案

B）小規模な自治体である「町」のなかで公共施設の建設にあたっ

を選ぶコンペ結果」は、これらの過程を経て初めて「町づくりの

ては、公正な設計者選定であるべきとの町の意向にそぐわな
いと判断されていた。

計画」となることができる。
また、実施にあたり設計者との行政および町民の要望の調整、
その他審査員の審査結果を踏まえた助言などを要するときには

●公開審査

JIAに対応の用意があることを表明した。

候補者のヒアリングが行われなかったのは最近の公開審査では
見られない条件だが、なぜそのようになったのか？
いろいろな選定の審査環境があっていいのだと考え、審査にあ
たって、以下の 3 次審査の方式を提案した。

●経過および結果の広報への協力
建築メディアへの紹介と情報提供により広報に努めること。こ
のことは「今回のコンペ実施経過を広く広報することで全国の自

1 次審査＝書類審査：失格要件のないことを確認。

治体の “ 入札によらない設計者選択の施策 ”を研究する気運を高

2 次審査＝ 10 案程度の公開審査対象作の選出。

める一助としたい」とする町側担当者の強い希望による。このた

3 次審査＝公開の講評とともに最優秀作の選出。

めに町の意向として、JIAに資料、情報の管理と広報の権利を付

最優秀作選出決定まで設計者名を伏せた覆面審査である。

与する条項を要項に入れた。

建築設計者の資質を評価することは、計画実施にあたり重要な

すでに、公開審査時点で自治体の職員の見学、岐南町担当者へ

要件であることは確かなことであり、近年、建築案を出すことなく

のコンペ実施体験のヒアリング要請が挙げられている。それにと

「資質評価方式＝ QBS」による選出が入札に代わる設計者選出方

もない、コンペ実施業務に関わる意見交換が必要であれば JIAに

法として行われている。また、設計者は真のクライアントである市

対応の用意があることも表明した。

民と計画実施者である行政の 3 者による議論での多くの異論の取
りまとめに高い調停力を発揮することが求められる。その意味で
の資質評価をヒアリングにより行うことも重要なことである。
一方、建築設計者の新しい才能の発掘という観点からしかるべ

●「コンペティション」を終えて
今回のコンペ方式は、入札によらない設計者選定方法のひとつ
であり、自治体ごとに最適な方法を選ぶためには、自治体担当者

き資格者条件のもとで、完全に公正な選出という意味で覆面審査

の熱意と専門家の支援の必要性を強く感じた。岐南町において、

もまた重要な方法であるとする認識から、今回は設計当事者から

当初の方針の設計入札から指名コンペ案を経過し本方式のコンペ

のヒアリングおよびプレゼンテーションを行わず設計者の名を伏

実施に至ることができたのは、担当者の各方面への粘り強い働き

せた覆面審査が採用された。

かけという熱意の賜物であった。

昨今のプロポーザル（人を選ぶ）において公開ヒアリング審査を

また、前掲の昨年度の本誌特集時に指摘があったように、自治

経て、著名設計者の当選が大多数である事実をふまえ、人物とし

体の設計者選定について望ましい選定方式を確立するべく、今後

ての資質を評価することはできないものの、設計界の活性化や次

も JIAの支援活動の継続が望まれる。

世代設計者の輩出を目指して多くの設計者の参加意欲を喚起する
ために、あえて公開の覆面審査方式とした。
●設計者選定後の計画への取り組み
どのようなハードを作るべきかの議論や、町づくりとしての協
議とそのための人材発掘などが先行する開かれた計画が重要と
考えられるが、コンペティションで設計者・設計案の特定した
後のそのような視点の問題点についてはどのような工程が考え
られたのか？
「要項に対する回答」であるコンペ結果を、
「町民の生の声に対
する回答」に発展させるべく、町民への広報、パブリックコメン
ト、公開ヒアリングの機会などを設けることを町に要請した。

公開審査の経過（2012 年 6 月 8 ～ 9 日）
審査会場構成の助言
審査
（6 月 8 日）：
1 次＝ 71 作の提出。町による失格要件についての確認。結果、50
作を審査対象とする。
2 次＝公開審査対象作の選定。全作の読み取りの上、投票を行う。
結果、9 作を審査対象とする。
（6 月 9 日）：公開審査
3 次＝ 9 作の個別講評と選定理由の説明。
入選作の選定。投票の結果 6 作を入選作とする。
最優秀作の選定。投票により最優秀作候補を 4 作選定。
最優秀作は協議の結果、合議による選定となる。
なお、審査経過・結果は岐南町 HPを参照。
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沖縄支部

アジア的世界を土壌とした未知の最先端デザインの可能性
—JIA 沖縄支部 タイ・台湾視察研修に参加—
■はじめに

2012 年 9 月 5 日 か ら 9 日、JIA 沖 縄 支 部 に よ る タ イ・ 台 湾 視
察研修が行われた。本視察は、JIA 沖縄支部国際交流委員会に
よる第一回目の視察研修ということである。現地では、琉球大
学と大学間提携を結んでいるタイのキングモンクット工科大学
（KMITL）のダオ先生（愛称。本名は Piyarat Nanta 先生）が各所
を案内して下さり、大変素晴らしい視察研修となった。視察メン
バーの多くは、8 日に台湾へ移動したが、私たち数名は 9 日まで

カンタナ・イン
スティテュート
壁 に 囲まれた
空間

タイに滞在することとなった。
■タイ視察日記 9 月 6 日

受賞した建築である。レンガの壁で構成されており、絶妙な距離

、
「バン
「バンコク彫刻センター（Bankok Sculpture Center）」

の壁と壁の間に吹き込む心地よい風が印象的であった。プレムサ

ブ ア・ コ ミ ュ ニ テ ィ」
、
「タ イ 現 代 美 術 館 MOCA（Museum of

ダさんとは、今回タイへの渡航が決まった際に事前にメールなど

Contemporary Art）」などを視察した。

でやり取りし、現地で初めてお会いすることができた。プレムサ

「バンコク彫刻センター」は、タイの建築家による設計であり、

ダさんは、建築の制作過程のプレゼンまでして下さり、タイの現

タイの比較的具象的な彫刻を展示していた。回廊状に巡ってい

代建築の有り様を勉強することができた。そして、彼からこの建

る 2F 展示エリアから、1F 荷解き場とその作業風景が見えるとい

築が紹介されている『art4d』というタイのアート・建築系の雑誌

う構成が興味深かった。続いて、琉球大学の小倉暢之研究室が調

や、この施設の関連書籍をいただいた。

査・研究を行っている「バンブア・コミュニティ」へ。ここでは、

「サムチュク百年市場」は、川沿いに位置する百年以上続く市

コミュニティの方々による解説やご案内もあり、このコミュニ

場であり、再生保存のためにタイや日本の大学がワークショップ

ティの制度や現状について勉強させていただいた。

などを行っている。この日は、その他にタイの伝統住宅も視察し

「タイ現代美術館」は、大きな吹抜けロビーが印象的であり、

た。

館自体の規模も大きくコ
レクション数も多い。何

■タイ視察日記 9 月 8 日

より驚くのが、この建物

9 月 8 日は、小船やトゥクトゥク（三輪自動車）で移動しつつバ

が私設であるというこ

ンコク市街を視察した。バンコク最古の寺院「ワットポー（Wat

と。職員さんにお伺いし

Pho）」を視察した後、台湾に移動される JIAの皆さんとお別れ

たところ、こちらもタイ

し、バンコク中心部の巨大デパートなどの現代建築や古い RC 建

の建築家が設計した建築

築を地図を片手に見て回った。そして、コム・デ・ギャルソンの

のようである。

タイ現代美術館

■タイ視察日記 9 月 7 日
バンコク市街からだいぶ離れて「カンタナ・インスティテュー
、
「サムチュク百年市
ト（Kantana Film and Animation Institute）」
場」などを視察した。
タイの若手建築家でありチュラロンコン大学の先生でもある
ブーンサルム・プレムサダ（Boonserm Jok Premthada）さん設
成学校であり、ar+d Awards for Emerging Architecture 2011 を

小船に乗りチャ
オプラヤー川か
らバンコク市街
を視察

カンタナ・イン
スティテュート

公共交通機関
のメガストラク
チュア

計の「カンタナ・インスティテュート」は、俳優、映像などの養
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ショップや草間彌生によるルイ・ヴィトンのショーウィンドウも

おそらく、教育の場にも変化が起こりはじめているものと想像

見ることができた。また、かなりセンスのよいデザイン製品を扱

している。昔、アジアから建築を勉強するためにヨーロッパ、ア

うショップを見つけたが、それらの製品はタイのデザイナーによ

メリカ、日本へと留学した方々が祖国に戻って教鞭をとるように

るものらしく、日本のグッドデザイン賞も受賞している様子で

なったということが、アジア圏の建築教育の環境に変化をもたら

あった。書店では、建築・アート系の書籍が充実しており、先端

しているであろう。彼らが教鞭をとっているため、現状の学生た

の情報を収集できる環境であることを確認できた。一方で、街中

ちは自国で先端の建築教育を受けやすくなっているものと考えら

に現れる公共交通機関の力強いメガストラクチュアの存在も印象

れる。このような状況から、今後、世界の建築界の構図が大きく

的であった。

変化していく可能性が高いと考えている。

■変わりゆくであろう建築界の状況

を広げていってほしい。そして、そこから得た経験や感性を沖縄

沖縄の学生たちには、地の利を生かしてアジア圏へも活動領域
私は、ここ数年アジアの国々（タイ、中国、香港、マカオ、韓
国、台湾、シンガポール）をまわってきた。海外の建築と言え

建築界に還元していくことで、ますます沖縄建築界が潤っていく
ことを期待したい。

ば、一般的にはヨーロッパやアメリカが皆の興味の中心となるで
あろうし、日本では東京ということになるであろう。しかし、私

■おわりに

は、アジア的世界を土壌として発展している建築・都市デザイン

このたび、視察研修にお誘い下さった小倉暢之先生、JIA 会員

と、今後の更なる可能性を秘めたアジア圏の国々の状況をも興味

でもない私を視察研修に同行させて下さった会員の皆様、現地で

深く思っている。アジア的カオスの中に先端技術が組み込まれて

ガイドをして下さったダオ先生、その他関係者の皆様のおかげで

成立する世界像は、まだまだ未知の領域が多く可能性を広げてい

大変素晴らしい視察研修となった。この場をお借りしてお礼申し

る途中である。だからこそ、ここ数年のアジア、そしてこれから

上げたい。

のアジアを興味深く捉えている。

入江 徹
（琉球大学工学部環境建設工学科建築コース准教授）

辻（チージ）界隈

—芸能文化開花を発信—
辻（チージ）の歴史は琉球王府時代に溯る。去る大戦で壊滅す
るまで 270 年余の間、琉球王国滅亡後も時代の移り変わりをリア
ルな身体性で潜り抜けてきた。書を見ても琉球の歴史・文化と
チージの芸能文化が、その空間によって育まれてきたことがわか
る。チージで知られる尾類（ジュリ）馬行列の古いモノクロ写真
には、各妓楼の窓や屋根に沢山の見物客が見える。
かつて、特に貧しかった時代、男の子は糸満売（イトマンウ）に、
女の子はチージへと親元から離された。チージは女性たちによる
社会である。各妓楼は抱母（アンマー）によって運営され、ジュ
リの子は歳月をかけて育てられ、諸々の芸事や料理、もてなしの
教えを身につけた。
チージの空間から、琉歌、口説、舞踊、三線、民謡、料理、古

宿辻界隈

な大きな道で構成される。北西の方は辻原墓地の丘から海辺に出
る。大正 8 年の大火後も 200 軒近い木造赤瓦屋根の妓楼が軒を連

謡おもろまで広められ存続したこともリアルな歴史の一面である。

ね、石塀越しに見える 2 階の欄干も開放的である。交易の時代を

詳細は『琉球辻情話』
（渡嘉敷錦水著）にも述べられているので委

経て、王府や中国、薩摩の公的機関に市場や芝居小屋、劇場等が

ねて、ここではチージの空間に目を向け、その位置関係を俯瞰し

集積していた。

てみる。
那覇の街は南西側に那覇港を抱え、久米の大門から北の大門

チージは街にも近く、辻原墓地の海辺の丘や西の海と連なり、
日常と非日常が重なる場所だったといえる。戦争前にチージを

（西武門）を経て波の上宮に延びる龍脈のような道の軸線が貫き、

訪れたという日本の著名な画家の話によると「守礼の門の近くで

街は広がる。チージは西武門交差点（北門）から波の上方向と上

絵を描いていると、遠くの方から日傘の女性たちが近づき、通り

之蔵方向との間に位置し、やや碁盤状の長方形である。上之蔵通

過ぎる間合いに、訪ねたらチージだと分かった。その後、何度も

りに平行に 3 つの通りがあり、その 3 本の道を串刺しにするよう

訪れたが入ることができず、宿泊先の主人に紹介してもらいチー
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沖縄支部
琉球風画帖
懐かしい沖縄は新鮮なオキナワ
沖縄の昔の歴史的な場所や象徴的な風景と戦後の復興期からの懐しい
風景をコンセプトに描いた水彩画です。昔の様々な場所の風光明媚な風
景の中に琉球（沖縄）の興味深いいろんな歴史的シーンがみられます。
その歴史的な場所を水彩画で活き活きと立ちのぼらせながら、沖縄の歴
史散歩を感じることができます。
時を越えて、今昔の懐かしさと新鮮な世界へ誘います。
〈内容〉
vol.1
①長虹提 ②北明治橋 ③那覇市街 ④首里坂 ⑤崇元寺 ⑥赤瓦
屋根（これから）
vol.2
①那覇大門通り ②桜坂界隈 ③パラダイス通り ④辻界隈 ⑤樋川
の路地 ⑥首里城界隈（これから）

那覇市街

ローゼル川田
那覇市出身。本土の大学を卒業後、設計やデザインに携わりながら、エッ
セイと水彩画を描き続ける。琉球の時代から沖縄の今も残る懐かしい風
景を描き、歴史を水彩画によって立ちのぼらせイメージを広げていく。沖
縄県立博物館・美術館の県民ギャラリーにて個展を開催。季刊雑誌『詩
とファンタジー』
（やなせたかし責任編集）に水彩画が掲載される。
「琉
球風画帖」の水彩画絵はがきシリーズがジュンク堂沖縄・那覇店、沖縄
県立美術館・博物館にて販売中。

明治橋

ジに通った。沖縄の芸能や料理などでもてなされ、絵も描いたが

走る一台の人力車の後を追っかける子どもや大人たちの光景に出

……」

会った。

東町の布市場（ヌヌマチ）に住んでいた方の話では、ヌヌマチ

「追っかけだ！」と呟き振り返ると、噂に聞くあの人だった。

の婦人たちにとってチージも得意客であり、反物や着物を売り、

暫くすると三線や琴の音がガジュマルや石垣の路地から流れてき

日頃から交流もあった。チージの妓楼で御馳走を食べ、モアイを

た。後道の 2 階からは、寂しく艶やかに聴こえてくる「恋の花節」

続けていたという。その方のマカテー逸話で、風景がさらに立ち

に思わず立ち止まる人たち。帰り道の「西武門節」の鼻歌は、電

のぼった。

車の音に吸い込まれてしまった。

日暮れ時の市場やチージ界隈では、車夫たちが車輪の音を軋ま
せながら往来している。芝居小屋を通り過ぎた辺りで、ゆったり
ローゼル川田（文・絵）
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東海支部

「輪中」に見る
自然と共生する生活文化
■水の惑星「地球」
レオナルド・ダ・ヴィンチは、地球を「生命体」と考えていま
した。
「NASA」は地球外の生命体を確認する基準のひとつに、生
物が持つ「恒温性」を挙げています。大気に包まれて、他の惑星
に比べれば遥かに恒温性を保っている地球は、その意味ではダ・
ヴィンチが考えたように「生命体」と言えるでしょう。そして、
地球のこの恒温性を、大気と共に維持している重要な要素が「水」
です。
地球は
「水の惑星」と呼ばれ、表面積の 70％が水で覆われていま
すが、水の全体積は地球の 1,000 分の 1、重量では 5,000 分の 1しか
ありません。陸地を均して全て水で覆っても、その水深は 2,700m
程度で、地球を 1mの球に見立てると 0.2mmにも満たない水の被

上げ舟。洪水の際の移動に使う舟を軒下や天井に備え付けた

な輪中が形成されてゆきます。
このような囲堤の代表的なものが、濃尾平野の輪中集落であり、

膜（メッキ）です。しかしながら、このわずかな水の被膜こそが

大垣周辺ばかりでなく、その範囲は岐阜市付近から伊勢湾岸まで

地球の恒温性を保ち、人間をはじめ生物の生存を可能にし、地球

の広域にわたっています。

の「生命体」性を維持しています。

輪中に建てられた民家建築に目を転じてみると、
「水屋」が輪中
を代表する防水建築として挙げられます。
「水屋」は輪中地域特有
の名称で、堤防によって防ぎきれない水害に備えて造られた倉庫

■世界的にも稀有な生活形態「輪中」
い

び

大垣市街地の東に沿って流れる揖斐川は、長い年月をかけて肥

または避難施設、と言い換えることができます。

沃な西美濃の平野を培い、縄文時代から続く地域の生活環境を形

洪水時の避難場所として、また米や日用必需品を蓄えておく倉

成してきました。そして揖斐川の豊富な伏流水や自噴水は、生活

庫として、母屋とは別棟で石積みの高い土台の上に建設されてい

環境に潤いを与え、貴重な淡水生生物の宝庫と美しい田園風景を

ます。
「水屋」は輪中地域の特色ある建物であり、輪中景観を代表

形成しています。

するものです。また、水害の多い河川の流域では、水屋のような

この豊かな自然の恵みは、その半面水害などの脅威をもたらし、
わ じゅう

水との闘いは、世界的にも稀有な生活形態「輪中」を生み出しま

防水建築が見られますが、輪中地域の水屋のように、数多く集中
する地域は全国的に珍しいものです。

した。自然との共生の中で、暮らしと生活文化に活かされた知恵
の数々は、風土の記憶の中に今でも生き続ける、先人達の貴い犠
牲の証でもあります。

■時には脅威となる自然
大垣は芭蕉の「奥の細道」の結びの地でもあります。

濃尾平野は土砂が堆積してできた洪積平野で、東側には硬い地
盤の台地があるものの、木曽三川流域は低く高低差のほとんどな

きさ かた

「象潟や雨に西施がねぶの花」と詠まれた、秋田県の象 潟 は、
太平洋岸の「笑ふがごとく」の松島と共に、
「うらむがごとし」の

い低湿地帯であり、そのため昔から多量の降雨によって河川の堤

歌枕の地で、芭蕉の「奥の細道」の旅の目的のひとつでした。芭

防が決壊し、何度も洪水に見舞われる「洪水常襲地域」でした。

蕉が訪れた当時、象潟は多くの島々が浮かぶ風光明媚な潟湖でし

幾度となく洪水に見舞われてきた人々は、それぞれの村単位で

たが、今から 200 年前の 1804 年（文化元年）の大地震で 2mほど土

集落や耕地の周囲に堤防をめぐらして、水除けの囲堤を築いて水

地が隆起し、今では鳥海山を背景に田園風景の中で、古墳のごと

害を防いできました。これが「輪中」と呼ばれる囲堤です。

き小山が点在する姿となっています。一方太平洋側のたび重なる

かこいつつみ

囲堤の形成は、まず自然堤防をつないで上流部分を締め切る堤

地殻変動によりできたのが、美しいリアス式の三陸海岸です。リ

防がつくられます。これが尻無堤とか築捨堤と呼ばれるもので、

アス式海岸では良港と豊かな海の幸に恵まれますが、津波の脅威

これに加えて海水の逆流を防ぐために下流部分にも堤をつくると、

にもさらされます。

しりなしつつみ

つきすてつつみ

輪状の堤に囲まれた島状の囲いとなります。この囲を繰り返すこ
とにより、内側の堤は中堤となり大き

日本には景観十年、風景百年、風土千年という言葉があります。
芭蕉が見た象潟の風景も、百年後には既にその姿は無く、今日の
風景に変わっています。今回の東日本大震災は「想定外」と言わ
れていますが、
「奥の細道」を読めば、わずか 200 年で、風景が変
わる程の震災に見舞われることがわかったでしょうに。
川も海も「水」で構成されています。高次の自然に所有されて
いる人間にとって、水はかけがえのないものです。自然の恵みは
脅威と表裏一体で、先人は種々な知恵をもって、
「輪中」のような
自然と共生する生活文化を築いてきました。
（写真撮影：河合

孝）
車戸愼夫

水屋のある集落

水屋建築

（岐阜地域会／車戸建築事務所）
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JIA NEWS
理事会報告
■ 2012 年 10 月 23 日

第 205 回理事会速報

【報告事項】

1.

公益社団法人移行手続きの進捗状況

●日

時：2012 年 10 月 23 日㈫ 13 時 30 分〜 16 時 35 分

筒井専務理事より、9 月 27 日に内閣府で担当者と面談し、公益法

●場

所：建築家会館 1 階大ホール（WEB 方式）

人移行申請書等の確認事項・修正事項について指摘があり、現在
コンサルタント会社と対応を進めている旨報告が行われ、今後の

【審議事項】

1.

入退会者承認
入会 10 名、退会 6 名、逝去 1 名が賛成多数で承認された。

2.

3.

4.

後援名義承認

4 件の JIA 後援名義使用が、賛成多数で承認され、うち 1 件につ
いては、賞を日本建築家協会賞として授与することについても、
賛成多数で承認された。
支部規程・地域会規程の件
本部で制定する支部規程（案）・地域会規程（案）について審議す
ることとしていたが、内閣府からの意見があり今後修正等が考え
られるため、本日は前回理事会の意見等による修正の確認と意見
交換が行われ、次回理事会で改めて審議・承認することとした。
JIA 会員管理システム開発の発注の件
北川総務委員会会員・会計システム管理 WG 主査より、法人形態
変更後の新会員基準に準拠したシステムおよび現在別々に管理さ
れている会員管理・会費管理の一元化として、会員・会費システ
ム開発の計画を進めている説明が行われ、来年 4 月 1 日からの稼
働に向けてスケジュール的に本日システム開発の発注をすること
を承認いただきたい旨要請が行われ、審議の結果、承認すること
とした。

対応につき協力要請があった。
2. 「JIA 建築家大会 2012 横浜」建築家資格制度シンポジウムへの参
加依頼について
上浪建築家資格制度委員会委員より、大会 2 日目（11 月 30 日）に
予定しているシンポジウム「建築家資格制度の目指すところ」に
関して、各支部支部長・各支部広報委員長に各支部・地域会で
『JIA MAGAZINE』に目を通したうえで、話し合いの場を設けて、
討論会の参加代表を選出していただき、会員の方々の参加を呼び
掛けていただきたい旨要請が行われた。
また、大会そのものへの会員の方々の参加につき、動員の協力要
請が行われた（理事会後の理事懇談会で改めて参加動員への協力
要請が行われた）。
3. 「市民向け JIA 紹介リーフレット」について
鈴木広報委員長より、
「JIA 建築家大会 2012 横浜」に合わせて市民
向けの JIA 紹介リーフレットについて、前回理事会後の意見等を
踏まえ修正したリーフレット案が提出され、これは市民向けであ
るが、抜粋を会員増強にも活用していきたいと考えている旨報告
が行われた。

本部便り
●建築家のあかりコンペ 1 次審査結果
10 月 3 日 JIA 館 に

されており、今後もさまざまな形で配信が行われる予定です。

て建築家のあかりコ

●インド建築団体メンバーが JIAを訪問
10 月 4 日インド建
築 団 体（PEATA）の
メンバー 25 名が JIA

ンペ 1 次審査が行わ
れました。
この 1 次審査では
応募者から提出され

を訪問しました。こ

た資料を審査委員が

れには国際委員会と

閲覧し、横浜大会で

災害対策委員会のメ

行われる 2 次審査に

ンバーが対応し、東

進む作品を選定しました。

日本大震災の被害と

2 次審査に進んだ応募者、作品は下記の通りです。
林 泰介 まちの照明
寺岡豊博 Froating puddles
倉本 剛 まどあかり
清水隆之 水たまりのあかり
松村永宣 あかりを運ぶまち
松村哲志 フクラム＋ハサマル
荻原雅史 あかり傘

復興活動に関するプ
レゼンを行いました。
インド訪問団は復興活動のプレゼンに大変関心を持ち、終了後の
ディスカッションでは積極的な質疑が行われました。

●建築家大会 2012 横浜ご参加の際のご注意
建築家大会 2012 横浜にご来場の際は、まず
はじめに BankArt Studio NYKに設置する大会
参加受付にて受付を行っていただきますよう、

● USTREAM 配信行事のアーカイブについて
JIAの Web サイトでは過去に USTREAMで配信された行事のアーカ
イブを公開しています。
「USTREAM 配信

視聴はこちらから」というバナーから、配信

ページにリンクしています。
このアーカイブは NPO 法人 建築家教育推進機構によって管理運用
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お願いいたします。受付にて参加証の名札を
お渡しします。
（受付がお済みでない場合、各プログラムへの
参加ができません。受付時間は 9：00 ～ 17：00
※ 12/1 のみ 9：00 ～ 12：00）

■新規入会承認者
東北支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
沖縄支部
沖縄支部
沖縄支部
海外

承認日：2012 年 10 月 23 日
宮城県
群馬県
東京都
東京都
東京都
東京都
沖縄県
沖縄県
沖縄県
ベトナム

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

大竹雅之
高橋 操
池田 寛
羽鳥達也
石原嘉人
フロリアン・ブッシュ
下地鉄郎
根路銘剛次
島袋勝也
VoTrong Nghia

㈱都市リサーチ設計
特定非営利活動法人 景観建築研究機構
㈱ kan 工房一級建築士事務所
㈱日建設計 東京本社
㈱日建設計 東京本社
㈱フロリアンブッシュ建築設計事務所
㈱クロトン
㈱根路銘設計
建築設計工房 Paraya
ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ

今月号は年間特集「建築・都市のパラダイムシフト」として、シンポジウム
「フクシマからの提言」その 2 を紹介しています。1 日目はゲストスピーカーの
提言が中心でしたが、今月号で取り上げているのは 2 日目に行われた参加者間
の議論で、原発問題を抱える地元福島の建築家がどのように未来を切り拓いて
いくか、熱い討論が行われました。日本は、政治・経済の低迷、更に東北復興、
原発問題等、未曽有の困難な状況にあります。このような時こそ、現実に目を
向け真に建築・都市の未来を考え、行動に移していくことができるのではない
かと思います。
特集以外の記事として、室伏次郎氏の「
「岐南町庁舎等競技設計」のいきさ
つと結果—公開覆面審査コンペ実施のねらいとその意義」が掲載されています。
昨年からの特集「プロポーザルを考える」でも、顔が現われた状態で最終案を
選ぶのはフェアではないというご意見を多くいただきました。
「通常のプロポー
ザルのように設計当事者からのヒアリングおよびプレゼンテーションを行わず、
完全に公正な選出という意味で覆面審査もまた重要な方法である」とする認識
から、今回は「設計者の名を伏せた覆面審査が採用された」ことは、今後のコ
ンペのあり方を考える上で貴重な試みではなかったかと思います。

■ 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 4F
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 4F
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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