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チベット陰翳礼讃—デプン寺
（中華人民共和国・チベット自治区ラサ）
デプン寺はラサ郊外に建つ、7 つの学堂を
もつチベット仏教最大の僧院である。
正面の学問所へ入ると、そこは吹き抜け空
間になっていて、その 2 階が上部に連なる
次の学堂の 1 階中庭に連続している。この
ように斜面上を吹き抜け内部でレベル調節
を計りながら、時にはダイアゴナルにシフ
トしながら学堂が斜面上に重なるように配
置されている。
建物内部はとにかく暗い。しかし、その暗
さに慣れてくるとやがて中庭の光がまぶし
く感じられてくる。中庭から中庭への移動
は明と暗のフラッシュの連続である。瞳孔
がやっと光に慣れてくると、再び暗闇の世
界へ入り込む。これを繰り返すと何やら自
分を失いそうになる。現実と夢想の繰り返
しの世界、それはとりも直さず現世と来世
を往来するような感覚にさせる。世界に数
多くある宗教空間の中でも優れた空間の
シークエンスである。
最上部にある中央本堂の正面から入ると、
そこは天井の低い暗い列柱空間になってい
る。中央の天井の高い祈りの空間を 3メー
トルのグリッド上にきちんと配列された四
角の柱の列柱空間が取り囲む。多くの柱が
作り出す空間はモスクに似ていなくもな
い。しかし決定的に違うのは、全ての柱は
真紅の布によって覆われていることであ
る。柱間には布団のようなものが正面祭壇
に向かって平行に敷かれている。それはチ
ベット仏教の五体投地
（五体すなわち両手・
両膝・額を地面に投げ伏して行う礼拝）を
行うためのものである。
この祈りの空間で特徴的なのは、背後から
降り注ぐ光が暗闇の中に正面祭壇を照らし
出し、周囲を囲む真紅の列柱を浮かび上が
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らせていることである。五体投地という激
しい動きによる祈りのあと、大空間内をほ
こりが舞う。その中をチンダル現象によっ
て生み出された上部からの光が何条もの平
行線となって、まるでレーザー光線のよう
に闇を貫く。僧侶達のまとう僧衣の臙脂カ
ラーと柱の紅色は、光の中で混じりあい、
この祈りの空間を真紅に染め上げる。息を
飲む劇的な空間演出である。

（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

グローバルとバナキュラーが
共存する社会をめざす
こるように思います。今回は、前号に登場された伊東豊雄さんとの共著『建築の大転換』（2012、筑摩

のパラダイムシフト特集も回を重ねるうちに、少しずつ私たち建築家が向かう方向性が見えつつあ

書房）を出された、思想家で人類学者である中沢新一さんにお話をうかがい、広い視点でパラダイムシフ
トを考えていきたいと思います。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）

———ライフスタイルの転換 ❿

社会も建築もデラシネになった近代

●

どんな貧しい国でも近代の恩恵を受けることができると

古市●このたびは、『JIA MAGAZINE』のパラダイムシ

いう意味で理解できます。産業革命以来、コンクリート

フト特集に登場してくださいましてありがとうございま

と鉄とガラスの発明によって、それがあっという間に世

す。『建築の大転換』を拝読して、中沢先生にぜひお話

界中に広がって摩天楼が建ち始めました。

をうかがいいたいと前々から思っていました。

その結果、極端にいえば、アラスカでもシンガポール

中沢●私は建築の専門ではありませんが、専門家の立場

でも同じような建物が建って、凄まじい冷暖房をしてい

で『建築の大転換』を読まれていかがでしたか。

ます。つまり近代建築空間は外部とは完全に遮断された

古市●非常に面白いですね。

もので、リアルな建築ではなくて、人工の空気と光に

中沢●それはよかったです。

よってつくり出されたものです。それらを維持するため

古市● 20 世紀に入ってから我々は近代建築をずっとつ

には、ものすごいエネルギーが必要です。地球で今我々

くり続けてきて、それは現在でも続いています。近代建

が出している CO2 の約 3 分の 1 が、つくる部分とメン

築にはいろいろなまとめ方がありますが、ひとつは、地

テナンスの部分を含めて土木や建築からのものです。そ

域性や伝統などを削ぎ落としてグローバル化つまりイン

うすると、我々建築家がライフスタイルも含めて建築・

ターナショナルスタイルを目指して、ミース・ファン・

都市のパラダイムシフトを提案していかなければ、CO2

デル・ローエが世界中どこに行っても世界共通の均質空

問題まで含めた現代の我々が直面するさまざまな問題を

中沢新一氏に聞く
002

間をつくることを提唱したのです。当初の思想としては、
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特集
建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

『建築の大転換』
伊東豊雄 中沢新一著
（2012、筑摩書房）

解決することはできません。

なことがなくなり、全部お金で買わなければならなくな
りました。自分の労働力もお金と交換して、そのお金で

ても多様性を認めざるを得なくなり、もう一度建築の在

今度は自分や家族を養うために野菜やお肉やパン、洋服

り方を見直そうという動きなども出てきました。

を買わなければならなくなりました。生活の全部がお金

それから、少し前の日本では IT 化が盛んに唱われて

で動くようになって、自分の存在自体もデラシネになっ

いましたが、3.11 を境に心の豊かさや昔ながらのコミュ

た。そうなると、今までの共同体の伝統文化が解体に向

ニティの大切さを見直そうということも言われ始めて

かって都市住民が形成されたのです。

います。『建築の大転換』では、まさにそういうことを
テーマにされていると思いました。

ライフスタイルの転換 ❿
——

また、特に最近は新興国の発展がめざましく、どうし

ポランニーは、そういう状況が人々の暮らしの中に浸
透して、ありとあらゆるものがマーケットに支配されて

ただ、それらに対して、実際にどういう建築や都市を

くる時代に社会主義の考え方が生まれてきたと言ってい

つくっていけばよいのか、なかなかまだ皆つかみきれて

ます。もう一度都市の中で新しい共同体をつくり、何か

いない状況です。もちろん結論はそんなに簡単に出せま

にもう一度根ざしていこうという運動が起こった 19 世

せんが、この特集では、とにかくさまざまな角度からい

紀のその大きな転換点を「大転換」と彼は名付けました。

ろいろな方にご意見をうかがって、その中から少しずつ

現在は、19 世紀に起こった大転換の最終局面に近い

方向性を見出していこうと考えています。

ですが、何か変化が起こり始めていますね。それが、バ

中沢●伊東さんと何回か対談したものを本にするとき

ナキュラーやオルタナティブなどという概念が登場して

に、タイトルをどうしようと考えて、『建築の大転換』

きた、ひとつの理由でもあります。

としました。「大転換」は、20 世紀半ばに経済学者の
カール・ポランニーが自著のタイトルに付けた言葉で
す。ヨーロッパ社会、特にイギリスですが、いわゆる資

抽象に向かった近代文化

本主義の社会が本格的に稼働し始めた時に大きい転換が

古市● 19 世紀の大転換の時代、文化はどのような状況

起こりました。ポランニーによると、その転換の本質

だったのでしょうか。

は、19 世紀まで社会がマーケットを包摂していました

中沢●デラシネになって、あらゆるものが商品化されて

が、資本主義が本格的に稼働しだすと、今度はマーケッ

いき、時間の連続性の中で伝わった伝統が解体していく

トが社会を包囲しだす状況が起こったというわけです。

状況になり、いわゆる近代文化が形成されてきました。

それまでは、生まれた大地や、共同体、もしくは民族国

近代文化の特徴は、根を持たない、抽象的であること。

家というように、人間は何かに所属していたのです。

そして抽象的というのは、要するに何かに所属して具体

古市●建築は、まさしくそうですね。

的な形態を持たないことですね。

中沢●そう、建築もまさに大地に所属して、そこに建ち

それから、機能的であることは貨幣経済の特徴です。

上がっているものでした。けれども、マーケットが社会

それ以前の贈与経済の社会では、だいたいが非効率なも

を包み込む時代になると、今まで何かに所属して根っこ

ので動いていました。お互いに人間関係をつくるにして

を持っていたものが、みんな根っこを切られる事態が起

も、例えば、お酒を飲んだり、お祭りをしたり、そうい

こります。デラシネということですね。

う経済効率からいったら最悪なことによって社会やコ

一番極端な例が、労働者の登場です。もともとは農民

ミュニティが形成されています。何かに所属しているこ

です。それまでヨーロッパは意外に私有農地が少なくて、

とは、非効率なことを抱え込まないとならないわけです

みんな共有地で農業をしていましたが、大土地所有者が

から。つまり効率とは違うもので社会をつくっていた。

囲い込みをして、農民が元いた土地にいられない状況を

けれども 19 世紀になると、その非効率性が否定されて

人為的につくったのです。そして当時のヨーロッパの農

きます。それが文化のあらゆる面に浸透してくるのです。

村の疲弊が始まりました。大変苦しい暮らしを強いられ

そうすると、進歩という概念も出てきます。でも、そ

た農民たちは、都市へ出ていかざるを得ない。
その一方で、都市では労働者が必要になっていた時代

れは実際は進歩ではないんです。単に根こぎ、デラシネ
になること。抽象的、効率的な方向に文化が変化して、

でもあるのです。ですから、農民が土地を捨てて都会へ

それを進歩だと言っているだけなのです。これは幻影

出ていき、要するに賃金をもらうサラリーマンになるわ

だったのですが、多くの人々が心を奪われました。

けです。そうすると、生活で土に根づいたものは何一つ

芸術でも進歩を目指して印象派から抽象へいきました。

なくなります。つまりそれまでの、裏庭で野菜を穫った

もともと絵画は画家の工房で描かれたもので、先生が工

り、飼っていた豚や鶏を、お祭りの時などに食べるよう

房で弟子に長い時間をかけて、絵の具の溶き方から遠近
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法から画法まで全部たたき込んでいったのです。しかし、

中沢●社会主義と同時に、グローバル資本主義でしょう。

近代的な工場の時代には、アルティザンや職人的なもの

当時はまだそれを帝国主義と言っていた時代です。資本

が解体し、工房で長いこと培われた画法が放棄され、素

主義自体はグローバリズムを目指します。世界を均質モ

人が登場するようになります。それが印象派の画家のひ

デルにしていく社会主義は、資本主義よりももっと理性

とつの特徴です。基礎を固めていたマネやモネやセザン

的にコントロールして進んでいるということなんです。

ヌなどは印象派絵画を大変なレベルまで上げましたが、

俺たちはブルジョア資本主義ではなく、計画経済にして

その背後の凡百の画家たちは技法がない素人なのです。

無駄をなくすプロレタリア資本主義だというのが社会主
義ですが、実は結局両方同じなのですよ。

社会主義と全体主義は資本主義の進化形

これは建築だけではなくあらゆる芸術領域も同様にそ
れによって発展したと思います。

中沢●思想的に抽象という概念が出てくると、これは

インターナショナルスタイルの建築は、経済の領域で

もっと近代のモダニズムの理想に合っていますから、そ

いうとグローバル資本主義に対応し、これは今もう極限

ちらへ突入していきました。それに対処するためにヨー

の形まできていて、社会主義もナショナリズムもダメだ

ロッパでは、社会主義と全体主義の考え方が出てきたと

となったとき、何か違う形態が必要なのではないかと新

ポランニーは言っています。

しい探求が今 21 世紀に起こっている。だから、伊東さ

社会主義は、進歩思想をもっと進める考え方です。ブ
ルジョア資本主義という今の進歩では中途半端だから、

んとの本のタイトルを『建築の大転換』と名付けたので
す。

極限まで進歩しようという進歩主義なのです。経済は全
部人為的に計画し、農民の共同体は解体してコルホーズ
にして、労働者の管理する社会。完全に理性的にコント
ロールされた社会の形成を社会主義は目指しました。

グローバル資本主義は簡単には変わらない
古市●ワン・シューという僕らもほとんど知らない中国

全体主義のほうは、人間は民族的な一体性の中で、も

人建築家が、昨年建築のノーベル賞といわれるプリツ

う一回根づきをつくるという考え方です。けれども実際

カー賞を取りました。中国でも地方出身の建築家で地道

は、貨幣経済の世界になって共同体は崩壊しているから

に地元の材料を使って地元の工法で、自然と一体化した

根はつくれません。そこでナショナリズム・民族主義が

建築をずっとつくってきた彼が、突然プリツカー賞を

登場してきます。でも一般に民族主義といわれるものは、

取ったので、みんなびっくりしました。それから、イン

ベースがない幻想体でつくるわけです。現在の日本で橋

ドの建築家ビジョイ・ジェイン（スタジオ・ムンバイ）

下さんや石原さんの言っている民族主義も、現実にはそ

が、今注目を浴びています。彼らも、手づくりで風や光

んなものは無いのです。ただ「日本」というナショナリ

をうまく使った、大地に根ざした建築をつくっています。

ズムで方向づけていく。19 世紀から 20 世紀の初めにナ

おそらくその根底には、建築界全体が、どうも新しい分

チズムなどが出てきますが、あれは、民族という神話を

野として、その方向を目指しているような気がします。

つくって、そこへ回帰していく考え方です。

中沢●それは、建築のほうが経済よりマシだということ

そして、資本主義に対する社会主義陣営とファシズム

かもしれないですね。ノーベル経済学賞はスウェーデン

陣営という 2 つの解決法が争ったのですが、根本はどち

銀行賞みたいなものですから、今の資本主義をどうやっ

らも同じですね。両方とも近代が作り出した状況に、こ

て破たんさせないでモデルチェンジしていくかという考

のままいっては危険だと戦いを挑んだけれど、どちらも

え方です。でも約 10 年おきにアジア人を選んでいます。

失敗してしまい、そのなかで先に失敗したのがファシズ

例えば、インドの経済学者に与えたり、バングラデシュ

ムだったわけです。

のグラミン銀行には平和賞を与えたりとか、要するにそ

古市●それは近代に対するひとつの革命というか、挑戦

れはガス抜きなのですよ。基本的にはこれからもグロー

だったのですね。

バル資本主義を全然変える気はありません。

中沢●建築家にしても、芸術家や文化人にしても、多く

僕はプリツカー賞受賞者のザハ・ハディドの案で、何

が社会主義に共感を持っていたのは、それが理由だった

で東京国立競技場がつくられなきゃいけないのかと腹が

のではないでしょうか。

立ってしようがない。東京の緑豊かな中に環境と調和し
た今の国立競技場をつくったのですよ。その場所に、ど

均質空間はグローバル資本主義
古市●今お話を聞いて思ったのは、ミース・ファン・デ
ル・ローエが追求した均質空間、インターナショナルス

004

●

うしてあの巨大な力の象徴のような建築を建てなきゃい
けないのか。しかもそれを選考したのは日本の建築家た
ちですよ。
だから、僕は建築に関しても楽観視はしていません。

タイルの建築は、なにか社会主義のような感じがします

プリツカー賞のことにしても、本当に意識が変わってい

がどうなのでしょうか。

るかどうかは、かなり慎重に見ていかないといけないと
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思います。建築の最大の弱点は、お金がかかることです。

ブータン・ブムタン旧王宮

また宗教は、もう一度人間を自然に戻すという行為で、
それがアニミズムといわれます。つまり人間は、自分の

や望みとしている世界とは違うものです。そこは、いつ

世界は均質につくっていきますが、周りの世界も自分の

も注意していないといけないと思いますね。

生態作用と同じものを持っているという認識ですね。お

ライフスタイルの転換 ❿
——

施主たちがつながっている世界は、建築家が考える、夢

互いが交流できるという考え方だと思います。人間の中

人類は必ずモダニズムを目指してしまう
古市●日本人は本来、自然にはなにか神が宿っていて、
そんなに簡単には征服できないという自然への畏怖的な

に入り込んでくる森の音や声をスピリットと呼んだりす
るように、人間と自然、人間と森の間に通路をつくるの
がアニミズムです。
そうすると生物は、基本的な中心線は単純化を目指し

感覚を持っていますよね。それをアニミズムというと、

ますがこれが大脳にまでいくと均質化になってしまいま

ちょっと大げさでしょうか。

す。モダニズムは、人類という生物体が必ず目指してし

中沢●アニミズムでいいでしょう。

まう一本の中心軸だと思います。でもこれは極限までい

古市●逆に、モダニズムは人間中心主義で、自然は征服

くと滅びます。外的自然はそんなに単純ではなくて複雑

され利用されるものである、そこで建築や都市をつくっ

系でできているからです。芸術や宗教は、人間を複雑系

ていくことが正当化されるという考え方です。

に戻すための行為なのですね。おそらく建築もそうだと

中沢●それはしょうがないことかもしれません。最初に

思います。

古市さんがお話しになったように、近代建築が空調をき

建築はシェルターですから細胞膜に似ているでしょう。

かせてエントロピーの差をものすごくつくって、均質空

外界の寒い暑いをある程度除去して、内部で火を焚いた

間へと展開した行為は、実のところ、細胞やニューロン、

りして家族生活を送る。家族の中ではお互いがよく知っ

すべてがやっている行為なのです。細胞が周りの環境か

ているし、言ってはいけないことや見てはいけないタ

ら自立していくためには、ある程度細胞膜で自分を遮断

ブーもあります。だからすごく単純になってくる。

しているのです。外から自分の中に取り入れていいもの

その時に問題点は夫婦なのです。それは女性が外から

は取り入れて、内部では同化と異化ということをして、

来るからです。味噌汁の味が違うように外から来た人間

つまり単純化しているのです。

は伝統や習慣が違います。そうすると、家庭は必ず複雑

ニューロンもやはり同様で、僕らの目が見ているもの

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

ブータン・バベサ伝統住居

系になってしまうんですよ。だから人間の世界を複雑に

は、本当はものすごい情報量ですが、目からも視神経か

したのは女性なのです。女性が必ず複雑系をつくるので、

らも全部削ぎ落として人間の脳で処理できる情報だけを

家庭は複雑系につくられていき、家がシェルターとして

取り入れて脳に伝達しています。つまり均質化している

生まれるのです。

のですね。生命体はそういうふうに、細胞から始まって、
ある種の均質化を目指して環境をつくっていく、人類の
場合はそれが脳の中の極限まで進んでしまってモダニズ
ム、均質化までいってしまったわけでしょう。

商品だけでつくられた近代建築
古市●グローバル化、均質化を追求したモダニズム建築

けれども生命体も、完全に外的環境から独立したもの

が否定したバナキュラーと呼ばれる地域の建築や集落で

をつくると、代謝循環ができなくなって死んでしまうん

は、建築の素材は当然ながら、その地域内で得られるも

ですよ。ニューロンも除去だけをしていくと、単純な秩

のを使うことになります。それは地産地消といいますが、

序ばかりになってきて人間は困ります。人の感情も分か

ブータンの場合も例えば壁などは、その場の土を固めて

らなくなってくるし、世界が動いている複雑な様相も捉

つくってしまうように、完全に自然と一体化しています。

えられなくなってしまう。おそらくそれでは、進化の過

地球環境的に考えれば輸送エネルギーが少なく極めてエ

程で滅びてしまったでしょう。それを芸術や宗教という

コロジカルで、僕らが非常に興味をひかれるところなの

もので補完しているのですね。

です。

芸術は基本的にもう一度脳の中を複雑にします。私た

中沢●ところが、近代建築の多くは、材料のコンクリー

ちは「青」「赤」と言葉で表すけれど、実は目で見てい

トから鉄から全部商品なのです。工場でつくっている商

る「緑」や「青」は、すごく範囲が広いですよね。実際

品を買ってきて、それらを結合してつくります。我々の

には知覚がこれを分類していますが、言葉にすると「青」

生活は全部商品によってできていて、商品によって商品

と「赤」になる。でも芸術はこれをもう一度自然に戻す

をつくるのが私たちの社会ですが、商品というのは基本

行為なのですね。

的に根を持たないものですからね。
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古市●資本主義の原理ですね。

長いこと「大阪アースダイバー」という仕事で、岸和

中沢●ブータンの建築は、商品ではないんですよね。

田や堺の人たちと付き合っていますが、大阪は家庭崩壊

根っこは地面でしょう。伝来の土地は売らないものでし

もかなり多いし、地域共同体の崩壊も相当なところなの

た。不動産はないですから土地所有権はあっても土地を

です。彼ら自身も家族共同体も地域共同体も崩壊してき

売ることは考えてもいなかったわけです。日本人も土地

たことはよく分かっています。だけど、岸和田のだんじ

を売りはじめたのは中世後期からで、それがひどくなっ

りの連中が「祭り共同体というのがすごいんだよ」と言

たのは明治からです。あらゆる商業化の中でも土地の売

うのです。これは確実に言えることで、いま日本全国ど

買は最も罪深いものですね。アメリカインディアンは、

こに行っても、もう一回地域の祭りを復活していこうと

白人がやる行為の中で土地を売ることが、最も脅威に満

いう動きがものすごく強いのです。でもそういう場所で、

ちてしかも軽蔑すべきものだと言います。

家族共同体が昔のように機能しているかというと、そう
ではない。子どもたちは皆、名古屋、大阪、東京へ行っ

祭りが地域復興のヒントに
古市● 2011 年 3 月 11 日の大震災で、私たち建築や都

古市●たしかに、祭りをやると、都会にいる人もその時
にはかなり戻ってくるんですってね。それは本能なので

とが多々ありました。それまでは IT 化、ハイテク化一

しょうか。

辺倒でした。建築などもそれらが装備されたマシンのよ

中沢●それなのですよ。今はお祭りの時には都会に出て

うなものでした。しかし地震がきた直後、携帯電話が

いった人たちがみんな帰ってきて、これがすごい熱気な

使えない、電気も全部ストップしてしまった。そうする

んです。僕がよく行く花祭という、信州と三河の山奥の

と結局、最後は昔ながらの人と人のつながりが被災地の

祭りがあって鬼が登場するんですが、昔はだいたい鬼に

人々を救ったという話があるのです。1970 年代に建築

なる人は、金のカツラをつけたりしていましたが、今は

り戻そうという動きがありましたが、効率性、建築で言

茶髪、金髪ですから、そのまま地でできるのですよね
（笑）。

えばレンタブル比が非常に悪い側面もあって結局崩壊し

YOSAKOI ソーラン祭りというのがありますが、僕は

てしまいました。例えば、集合住宅をつくる場合に、コ

最初見たときに「これはひどいなあ」と思ったのですが、

ミュニティルームをつくっても結局誰も使わなかったの

今は「これでいいんだ」と見方を変えました。あれを

です。ところが最近、盛んにコミュニティと言われ始め

担っているのは、各町のどちらかというと「ヤンキー」

ています。つまり、大震災以降の意識の変化、モノから

なんです。彼らが伝統文化の担い手になっていて、しか

心の時代に価値観が移りつつあるということなのでしょ

も、伝統の細かいところは無視して自分たちで好きにつ

うか。中沢先生はコミュニティ意識は本当に復活すると

くるのです。踊りでも、よさこいであろうがソーランで

思われますか。

あろうがいいじゃないか。太鼓の叩き方も別にいいじゃ

中沢●難しいですね。コミュニティを復活しなければい

ないかと言って。

けないと言う人たちもいますが、そういう人たちが言っ

古市●伝統にこだわらず自己流でいくわけですね。

ていることの多くは、ほとんど現実を見ていないと思う

中沢●それでも結構、様になっていく。何年も経ってみ

のです。東北の被災地の方たちの姿を見て、「人間の絆

たら、YOSAKOI ソーランも伝統芸能と呼んでいいくら

が復活した」と言う人たちもいるし、マスコミもそんな

いになっているじゃないですか。伝統芸能とはそんなも

ふうに報道していますが、「いやー、そうなのかな」と

のだったのだと僕は思っています。重要なのは、そこへ

思うことが多いです。

人間が集まって自分たちで創意を持ち寄って、祭りの形

震災の直後、テレビなどを見ていて気づいたのですが、

●

かいないのですね。

市をつくっていく者はさまざまな点で考えさせられるこ

界では盛んに、当時失われつつあったコミュニティを取

006

ていて、地域共同体といっても実際のところは高齢者し

や秩序をつくっていくことであって、その動きがあれば

離婚している人や母子家庭だったり、崩壊家族が三陸な

その祭りは成功なのではないでしょうか。これは、いま

どでも結構多くて、ここでも家庭共同体が危ない状況に

日本で強力に甦り始めています。家族共同体が崩壊した

入っていたことが見えました。地域共同体が本当に機能

のは、ある意味しょうがないと思います。地域経済の復

していたのかも疑問です。僕は山梨に実家があって、そ

興と言われていても、10 年や 20 年でなかなか結果が出

ちらも生活の場所にしていますから、地域共同体がどん

るものではなく、それまでは都市への人口集中は収まり

な状況かつぶさに知っていますが、「こんな共同体では

ませんから、地方に高齢者しかいなくなっても、地域共

無いほうがいいね」という体験も多いのです。だから

同体が昔みたいに維持できなくなるのもしょうがない。

「今まであった共同体にもう一回戻ろう」と言う人たち

だけど、お祭りの時に一時的でもそれが復活しているこ

もいますが、本当にそれが可能なのか、あるいは戻るに

との意味を考えないといけないですね。

値するものが今残っているのか、あまり楽観はできませ

古市●それがきっかけになりますよね。コミュニティの

ん。

難しいところは、誰かがお膳立てするのではうまくいか
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田螺坑土楼群
（客家円楼：福建省漳州市南靖県書洋鎮）

ず、最初に人と人が何かのきっかけで出会うとスムーズ
にいくところがありますが、例えば役所が企画して無理

承啓楼
（客家円楼：福建省永定県高陂鎮高頭村）

いかないですね。
中沢●それはどこでも長持ちしないのですよ。人間の心

古市●悪しきグローバル化ですよね。

を分かっていない人たちがお祭りをつくっても、面白く

中沢●道州制によって地域文化、地域を強くすると言わ

もない。やることといえば花火かホタルでしょう。養殖

れますが、逆に地域文化を疲弊させるのが道州制の本質

したホタルをコンクリートの河に放して、「自然と共生

ではないでしょうか。ですから、道州制は非常に危険な

するこのまちは」とか言っているわけです。たまったも

ことだと言わないといけないのではないでしょうか。

のじゃないですよね。本当のホタルが生育するためには、

古市●海外の情報が入ってこなかった江戸時代には、独

まず上流からの流れを整備して、コンクリートで固めた

自の文化がつくられました。それは江戸だけではなくて、

水路を何とかしないとダメでしょう。「行政に好かれる

地域ごとに、会津は会津の、薩摩には薩摩、言ってみれ

人たち」には大きな限界があります。

ば閉じた文化の良さがあったわけですよね。グローバル

それよりも、「俺はこの水路を、とにかくホタルが生

ライフスタイルの転換 ❿
——

やり皆で集まりましょうと言っても誰も来ないしうまく

化によって、完全にそういう境界をなくしてきました。

育できるように戻す」というような、いわゆる変わり者

これは避けられないのでしょうか。

の人たちによって水系や周りの植生を変えるところから

中沢●グローバル化は一面では進んでいくでしょう。そ

やらないといけない。行政に好かれる人たちは即成果を

れは、さっき言った人間の脳の機能ですから、食い止め

求めますから、すぐ結果が出ることばかりを考えてしま

ることはできませんが、一方で地域文化を強くしていか

う。変わり者がいないと、地域文化は甦らないですね。

ないと経済も文化も疲弊してしまいます。さっきの話に

古市●でも、今地方の人たちの意識が「何とかしなきゃ

戻りますが、世界中がグローバルマーケットになってし

いけない」とずいぶん変わってきています。先月号の伊

まいます。社会は生産して消費する場で、マーケットは

東豊雄さんにインタビューした時にも出た話ですが、今

運搬して交換する場です。しかし運搬して交換するだけ

までの建築は、西洋があって、東京があって、東京発の

で世界は成り立ちません。生産して、しかも消費する場

建築が地方でつくられるという図式でしたが、そうでは

所がなければならない。マーケットは社会がないと生き

なくなってきて地方の建築家が地域性を考えた建築やま

ていけないからです。そして、社会は何かに根ざしてい

ちづくりを活発に始めています。そこから何か新しいも

る土の上にあるのです。だから、ローカルが社会の原形

のが生まれて、地方から東京経由で世界に出ていくアン

になるのであって、抽象的な社会なんて本当は無いんで

チグローバルの可能性があるのではないでしょうか。

すよ。

中沢●トランスポーテーションとインターネットが空間

古市●社会はリアルなものですよね。

を縮めました。今は、地方と都市の文化的な差はありま

中沢●東京だって世田谷と葛飾では全然違いますし、東

せんね。

京タワーがあるところとスカイツリーがある場所の足元

古市●情報もありますからね。

に展開している世界は全然違います。

中沢●東京でも地方でも同じ情報を共有できる。これは

それは、社会、地域というものが実在しているという

インターネットがつくったひとつの大きな変化だと思い

ことです。グローバル化はしょうがないけれども、一方

ますね。ですから地方に住んで、そこにある程度の産業

で地域経済や地域の生活が豊かでない限り経済も崩壊し

があれば、これから若い人たちは地方に住むと思います。

ます。それは消費がなくなるからです。今、資本主義の

その産業は背後の森林や里山とつながっている地産地消

最大の問題は、需要が少ないことでしょう。供給はもの

に近いもの、エネルギーも自給できるような形を地域経

すごいのに。中国があれだけの工場になっていますが、

済としてつくっていかなければならないのですが、時間

売る場つまり需要が今になくなります。中国人も 1 人が

がかかりますし、それこそが僕らの世代がやらなければ

3 台も車を持てない時代が必ず来てしまいますが、今は

ならないことだと思っています。

そのことを隠すのです。

今、道州制を推し進めようとしている人たちは、地域
経済活性化だと言いますが、例えば山梨県と静岡県が 1
つになって中部州になってしまうと、それぞれの県の文

建築でコミュニケーションのしかけをつくる

化の独自性や、県単位で行われていたきめ細やかな行政

古市●現在、日本はますます高齢化が進み高齢者の孤独

サービスができなくなるでしょう。

死などが社会問題となり、人と人のつながりをどのよう
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にどの程度までつくっていけばよいのか、課題になって

めていくと、家からちょっと出るとマクドナルド、ス

います。中国の円形の客家は、独特の所有形態をしてい

ターバックス、イオンがあって、昔からの商店街はどこ

㋩ッ㋕

て、1 階が全部厨房で皆がそこで食事をします。上の部

に行ってもなくなります。だって商店街は物わかりがよ

屋へ行くためには共通階段を上っていくので、隣人と

くないですから。コンビニエンスストアのようにノウハ

しょっちゅう顔を合わせているのです。それで団結して

ウがあってマニュアルでどんどんつくっていくと分かり

いるようなところがあります。そういうしくみをうまく

やすいですが「そんな世界がいいんですかい？」という

使って建築でコミュニティを生み出すことができないか

ことになりますよね。そうするとやはり、
「こいつは話

考えているのです。

が通じないよ」という人を認めつつ、お互いの間で、ど

中沢●今はシェアハウスが増えていますよね。不景気で

こかでコミュニケーションをしていく人間の世界に戻っ

お金がないこともありますが、シェアハウスでは、お互

ていくべきなんです。

いどうしても顔を合わせなければなりません。それはす

ブータン人は結構物わかりがいいんです。それは仏教

ごく大事なことで、昔僕らが子どもの頃は、隣の家の中

があるからですね。僕は 21 世紀の人類のモデルは仏教

を覗けましたよね。

だと思っています。仏教思想は、ブッダの基本的な考え

古市●そうですよね。覗くだけではなく、ずけずけと

方がベースにありますから普遍宗教だといわれますが、

入っていったりして。

インドもチベットも、ブータン、ネパール、日本、韓国、

中沢●僕も今は、そういうことは嫌だと思ってしまう自

全部地域ごとに違います。

分を反省するくらい個人化していますが、シェアハウス

古市●バナキュラーなんですね。

だとそうはいきません。今の日本では貧乏がシェアハウ

中沢●チベットの坊さんが日本へ来たとき、日本仏教を

スのようなものを作り出しているでしょう。日本人の場

見て「これが仏教か」とびっくりしたのですね。逆に

合、バナキュラーの原理は、貧乏が重要な要素だったよ

チベットに日本人の仏教徒が行くと、
「こんなのは邪教

うな気がするのです。貧乏が、最近はよく作用し始めて

じゃないか」と感じるくらい違います。けれどもベース

いるのかもしれません。

に流れている普遍性は同じですから、ブータン人やチ

古市●もともと昔は貧乏でしたね。だから、お互いにな

ベット人の柔軟さはそこからきているのです。

んとなく顔を合わせることが多かったですし。

古市●それは、ずっと昔から変わっていないのですね。

中沢●モノの貸し借りや、贈与も隣近所で頻繁に行われ

中沢●人間の基本的な構造は同じだという認識です。で

ていましたよね。

も、その上に成長してくる文化は全部違います。この違

古市●小津安二郎の映画を見ると、頻繁にモノの貸し

いを認めるということですね。

借りの場面が出てきますね。アパートで隣の奥さんが

キリスト教の文化がちょっとよろしくなかったところ

「ちょっと野菜を貸してちょうだい」と来る。でも、返

は、ユニバーサル宗教で地域文化までユニバーサル、つ

すわけではないんです。なんとなくお互いにプラスマイ

まり西洋型にしないといけないといって、ある程度成功

ナス・ゼロ。

しました。日本もある部分は完全に西洋キリスト教型の

中沢●マンションだとなかなかできないですよね。です

文明になっています。でも、大部分の日本人はキリスト

からシェアハウスは、これから建築家が集合住宅の設計

教にならないですね。そのいまいち染まらないところが

をしていくときに非常に大きなヒントになるかもしれま

日本人の可能性です。グローバル経済に対しても拒否反

せんね。

応がありますしね。
その一方で、日本人は驚異的な物わかりのよさもあり

日本人の特異さと可能性

ます。例えば、フランス文学の翻訳に関しての質の高さ
は世界一です。ほかの外国語に訳されたプルーストなん

古市●もともと建築は、先ほど先生がおっしゃったよう

て、とても読めません。フランス語の微妙なニュアンス

に大地に根ざしているもので、大地には北極もあれば赤

が訳せているのは日本だけなのだと、僕は勝手に思って

道もある、宗教や伝統の違いもある。そういう違い、地

ます。普遍的でありながら、その土地の人間の感受性の

域性をもう一度見直そうというひとつの動きがあります。

ヒダにまで入っていける翻訳文化をつくっている。

グローバル化とは完全に反対の方向ですね。

古市●それは日本人の持つ何なのでしょうか。

中沢●この世界にたくさんある「バカの壁」を認めま

中沢●もともとの組成が雑種、混じっていたということ

しょうということですね。イスラムのテロリストに「話

ではないでしょうか。そのうえに常に母系性も尊重した

せば分かりますよ」といっても分からないですよ。それ

から、女性が入ると絶え間なく文化が変わるのです。

は無理で、無理を承知でいろいろやっていかなければい
けない。だから「バカの壁」を崩して、みんなが物わか
りよくするには、グローバリズムでインターナショナル
スタイルをつくっていくことになります。これを推し進
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普遍性とバナキュラーの共存する社会
古市●僕は、ブータンをはじめ、アフリカや中近東の生

特集

中沢 新一（なかざわ しんいち）（思想家・人類学者）

がこれからは非常に重要になってくるのではないでしょ

持ち調べたり研究したりしていますが、そこには当然そ

うか。僕らやもっと上の世代の建築家のように、一様に

こに住む人々がその地で生み出したさまざまな英知があ

お洒落で欧米的で、頭の中は本当にモダニズムが刷り込

ります。

まれている人たちよりも今の若い建築家のほうが、よく

中沢●そういうものは、その土地で生きるわけだから変

「素養がない」とか言われますが、余計なものがない分、

わらないでしょう。

却って自然にそこから立ち上がっていくことができるの

古市●同時に、その場所にも結構地域ごとにまとまった

ではないでしょうか。

普遍性があります。

どのみち団塊世代はあと 20 年で消えていきますから、

中沢●そこに生活している子どもたちがハンバーガーを

そうすると、その頃 40 代から 60 代になる、いまロス

食べるようになっても、しょうがないと思いますよ。だ

トジェネレーションといわれている人たちが中心になっ

けどバナキュラーなものも変わらないでしょう。

てきます。その人たちが意識を変えていくことが一番大

キリスト教西洋文化は大脳の進化形態とフィットして

事なのではないかと思っています。

ライフスタイルの転換 ❿
——

活での経験から、世界中のバナキュラーなものに興味を

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

1950 年生まれ。明治大学野生の科学研究所所長。著書に『チベットのモー
ツァルト』
『森のバロック』
『東方的』
（講談社学術文庫）
、
『アースダイバー』
（講談社）
、
『芸術人類学』
（みすず書房）
、
『日本の大転換』
（集英社）他多数。
近著に『野生の科学』
『大阪アースダイバー』
、
（講談社）
。

いるところがありますが、限界点があって、仏教のほう
が先へ進んでいる面がありますね。だから、西洋型のグ
ローバリズムのモデルだけではいかないでしょう。その

ノウハウの伝承が大きな務め

辺をアジア人である我々は意識してものを作っていくの

古市●日本人の持つ異文化を融合する能力を考えると、

が一番大事なことではないでしょうか。

日本が西洋型近代を越えていく新しいひとつの価値体系

つまり普遍的とバナキュラーが共存・両立する世界と

を生み出すかもしれませんね。僕らの先祖が培ってきた

いうものが、これから我々がつくっていかなければなら

自然崇拝の上につくり上げてきたいろいろな英知を、ハ

ないもので、ユニバーサルなものやグローバルなものを

イテクを用いながら現代風にうまくアレンジしていく方

否定する方向にいっても生き延びないです。

向ですね。

僕は、姉島和世さんの建築は、ある意味で大変バナ

中沢●そのために必要なのは伝承です。ノウハウと情報

キュラーな建築だと思います。ヨーロッパ人は、姉島さ

の伝達が必要で、今一番欠けているのは、伝承のための

んと西沢さんのつくった建築に驚いているけれど、あれ

学校だと思います。林業、農業の伝承技術は知恵の集積

は日本人から見ると普通の感覚のような気がするのです。

体でしょう。放っておくとこれらは今の教育制度の中で

桂離宮であるし、障子の世界ですね。

は消えてしまいます。

古市●日本の開放空間ですね。

学校で教えることなんて高が知れています。まだ、自

中沢●それをあそこまで無駄な要素を全部削ぎ落として、

分たちが 21 世紀を担うという意識のある若者の数は少

彼女たちの先輩たちが依然として身につけているモダニ

ないですが、その少ない人たちをつないでいって、必要

ズムの殻を捨てている。その意味では大変すすんだバナ

な知恵を伝達していくことをひとつの事業としてやりた

キュラー建築だと思う。その地方の建築や自然を取り入

いと僕は思っています。

れることをあからさまにやるのではなしに、バナキュ

古市●具体的に、どういう形で伝承を考えられているの

ラーの原理を取り出して、それを現代建築の技法と全体

でしょうか。

の流れの中に落とし込んでいるという意味で、僕は姉島

中沢●日本で緑の大学を作ろうと思っているのです。ま

さんたちの行為は大変優れていると思うのです。

ずは林業や農業の学校です。それから、各地方の祭りの

これ見よがしに自然の要素をモダン建築の中に取り入

創造的な復興を目指しています。国土強靱化ではなくて、

れて結合するものでは、21 世紀が求めているものとは

文化強靱化であり、社会強靱化です。

違うと考えます。今この特集のバックナンバーを見たら、

古市●それは非常に興味がありますね。

原広司さんが「均質空間も大事じゃないですか」とか

中沢●国土強靱化というと、結局、高速道路をつくった

「近代工法は大事ですよ」とおっしゃっているのは、そ

りすることになってしまいますが、もう要らないですよ、

のことではないのでしょうか。

新幹線も高速道路も。それよりもメンテナンスが重要だ

古市●そうですね。近代のハイテクを否定して、いたず

し、あとは、社会強靱化、文化強靱化が非常に重要です。

らにノスタルジックにバナキュラーな世界に帰っても

古市●ぜひ、私も協力させてください。本日は、興味深

しょうがないと思います。

いお話をたくさんうかがうことができました。貴重なお

中沢●近代建築の中にバナキュラーな原理を落とし込む

時間をありがとうございました。

才能は、実は日本人はとても長けているのですよ。それ

（2013 年 1 月 25 日

JIA 建築家倶楽部にて収録）
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ブータン建築事情

The World Report
【海外レポート】

伝統と近代化の狭間で

浅野孝信（プロトスタイル株式会社）
国自体も広く知れておらず、ブータン伝統建築に関する書籍等も

ヒマラヤ山麓の親日国

存在していなかった。ゆえにその連載記事が編集されてのちに

「ブータン」という国名から連想するイメージは何か。敬虔
な仏教国、最後の桃源郷、観光客受け入れの制限、国民総幸福
（GNH）の政策を掲げる幸せの国、等々。2011 年、ワンチュク国

『ノスタルジア・ブータン』と題し出版された本（エクスナレッジ
社）は私にとってのバイブルとなった。
それから 10 余年の歳月が経ち、ご縁もあって今回青年海外協

王ご夫妻の訪日とともに認知度が一気に上がり、ブータンブーム

力隊として参加し、建築分野でのボランティア事業に関わる機

が沸き起こったことは記憶に新しいのではないだろうか。かつて

会に恵まれた。2 年間現地で活動した者から見たブータンの実際、

の秘境も、テレビやインターネットという外来の利器を手に入れ、

そして最新の建築事情を紹介する。

近代化の一途を辿るようになって久しい。一方で、その近代化を
西欧化として捉えることなく、伝統文化を守りながら独自の方法
で緩やかな発展を目指している国としても知られている。

日本との共通点

中国とインドという大国に挟

モンゴロイド系のブータン

まれた、ヒマラヤ山麓にある人

人は姿や顔かたちが日本人と

口わずか 70 万人の国は、外交

そっくりなことで知られている。

政策上も非常に微妙な立場であ

我々が慣れ親しんでいる仏教を

り、そのため長年外国人の入国

国の宗教としていることもあり、

を制限してきた。現在でも国連

非常に親近感を覚える。また習

常任理事国とは国交を結んでお

慣にも共通点がよく見られ、例

らず、ブータンに大使館を置く

えば、歌は日本の民謡に似たリ

のはインドとバングラデシュの

ズムと抑揚、数の数え方、食で

み。最大の援助国はインドだ

言えば、米を主食として蕎麦を

が、日本はそれに次ぐ重要な友

食べ、麹で酒をつくる。ブータ

好国である。

ン人男性は日本で言う「どてら」

こ の た び 筆 者 は 2011 年 1 月
より、国際協力機構（JICA）の
青年海外協力隊に参加し、かの

標高 200mから 7,000m 超の起伏に
富んだ山岳国

に良く似た「ゴ」と呼ばれる民
族衣装をまとっている（日本の

低い雲が立ちこめる山あいの小さな村

呉服の「ゴ」ではないかという

国の文化財保護の中枢ともいえるブータン内務文化省の文化局に

説もあるが定かではない）。そしてブータンを訪れた旅行者が口

勤務する機会を得た。JICAからは現在世界約 80 ヵ国、2,600 余名

を揃えて言うのは、その風景が昔の日本に酷似しているという点

のボランティアが派遣されており、その中でも日本のブータンに

につき、
「どこかなつかしい」という印象を抱く。

対する協力事業は長年の歴史がある。
「超」が付くほどの親日国と
して有名であるが、それは特にダショー西岡（ダショー：ブータ

ブータンは山の国である。インドに見捨てられた不便な土地、
とでも言おうか、なるほど地図を眺めると、山岳が無くなり平地

ン国内での爵位）として知られる、現 JICAの前身組織「海外技術

になった途端にインド平原が広がり、そこがまさに国境。
「ブー

協力事業団」の派遣員であった西岡京治氏の農業指導の功績によ

タンの立体地図にアイロンをかけてシワを伸ばせば、インドくら

るところが大きい。

いの大きさになる」という笑い話が現実味を帯びていると感じて
しまうほどの深い谷と尾根とで成り立っている。法律で森林の面

ブータンとの出会い
ブータンとの初めての出会いは、まだ妄信的に欧米建築を行脚
していた学生時代、大学の図書館で建築雑誌での連載記事を目に
した時であった。谷間の朝霧の中に佇む伝統建築、そしてそれ
を取り巻くダルシン（経文旗）のはためく風景。建築家の故・宮
脇檀氏をして「謎の国」と言わしめたその南アジアの一国は、建
築文化の奥深さを知らない学生を虜にするには十分であった。当
時からその旅行代金は高額であったと記憶しているが（現在でも
ブータンへの個人旅行には 1 泊につき最低 200US ドルが公定料金
として課せられる）
、それだからこそなお、いつかは行ってみた
いという羨望の念を禁じえなかった。当時はまだブータンという
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黄金色に輝く秋の稲穂

郷愁を感じずにはいられない。
伝統民家については、千葉工業大学の古市徹雄教授らによる 3
年にわたる実測調査記録『ブータン伝統住居』
（ADP 出版）に詳し
いのでそちらを参照されたい。2012 年 10 月にはその調査記録の
結果が、首都ティンプーにおいてブータン政府側との共同シンポ
ジウムという形で実を結び、ブータン建築界における文化事業と
しての役割を大いに果たしていただいた。

ブータンの現代建築事情
一方で周辺諸国と同様に、首都への人口一極集中の様相はブー
典型的な伝統民家

白い壁に描かれる霊獣とポー

タンでも見られる。人口の約 6 分の 1 である 12 万人が首都ティン
プーに集まり、その影響が建築にも表れている。首都では、風や
光を取り入れた地産地消の有機的な建築である伝統民家は既に影
を潜め、アクセスのしやすさという一点のみにおいて利便性を追
求した現代風集合住宅が、幹線道路沿いに軒を連ねる。救いは、
多くの現代建築がつくられていく中でも、デザインコードはある
程度守られているところにある。例えば建築物の高さはたとえ首
都であっても 5 階建てまでに抑えられ、屋根の勾配や、窓枠の形
状と意匠等に関して詳細なルールが存在する。それらのコードが

伝統装飾の窓周り

秋には軒先に唐辛子が干される

ブータン建築の外観を統一せしめている（ただしあくまで表面的
であるため、その意匠をまとった建築が真の意味で文化保存に寄

積を国土の 60 ％以上にすることが義務付けられており、現在の

与するものかについては別問題である）。ここで「ある程度」と記

森林率は 72％、森と豊かな水を資源とした環境立国である（意外

したのは、やはり法のあるところには抜け道もあり、近年になっ

にも日本も森林率 67％の森の国である）。

て超法規的な形態や機能を付加する動きが見られるからである。

一方、着眼点を建築に向けると共通点は少ない。一般的にブー

具体的には、5 階に見立てたそれ以上の階数の建築（日本の傾斜

タンの伝統的な造りの民家は、日本に比べて非常に立派で大きい。

地マンションと似たもの）や、通常ウォータータンク等のメンテ

2 階建てもあるが特に地方における農家では 3 階建ても目立つ。1

ナンス室となるべき屋根裏階を住居にコンバートしたもの、また

階の外壁全面と 2 階の一部が、厚さ 70センチから 90センチもあ

ブータンには建築物の外装の色については規制がないために、周

る土壁造（版築）で他の部分が木造というのが基本的な構造であ

辺環境にそぐわないカラフルな集合住宅が最近になって多く見ら

る。良質な土が採れない地方、特に東部では土壁造の代わりに石

れている。

積みの場合もある。
ブータン伝統住居の一般的な住まい方は、1 階部分が家畜小屋

部外者から見れば、ただただこの現状に歯止めがかかることを
願うのみだが、実際に現地で生活してみると、誰が伝統様式に

と農作物を保存しておく倉庫、2 階 3 階が台所・寝室・仏間など
住人の居住スペース、小屋裏は吹き放しでオープンなスペースと
なっており、干し肉や唐辛子などを乾燥するために使われている。
伝統的な屋根は板葺きで、重石として板の上に直接人の頭くらい
の石を置いたものであるが、これは近年材料の入手が比較的容易
なトタン（波形鉄板）に変わってきている。木造部分の壁は竹で
編んだ木舞の上に練った土を塗り込んだ真壁造で、壁は漆喰で白
く仕上げられている。そこに家を守ると信じられている雪獅子な
どの霊獣の彩色絵画が描かれ、白い壁と調和して実に美しい。霊
獣とともに、地方には「ポー」と言われる男根ペイントが悪除け
として描かれることも多い。そして強固な版築部分を残し、木造
部分のみを改修して 100 年から 200 年もの間使われ続けている民
家も少なくない。これらの伝統民家がヒマラヤ山脈を背景として
農村部の棚田の中に散在する風景、そしてダルシンのはためきに

幹線道路沿いに建てられる新しい建築群
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則った生活を強制することができようか、とも感じる。どの国民

仏画なのだ。これらの意識が伝統建築物の保存、修復に大きな壁

も安全で利便性のある、快適な生活を望む権利を持ち合わせてい

として立ちはだかる。

る。それを我が懐古主義よろしく、私たちが失ってしまった近代
化されてない伝統的な暮らしを美化し過ぎていないだろうか。

一外国人が文化財の保護に関わるということ

ブータンを襲った 2 つの災害
2 年間の任期中に、
ブータン国内で 2 つ

とは言え、都市部から車で 10 分ほども離れれば、すぐに牧歌

の大きな災害に遭遇

的な風景の中に古民家や寺院等の伝統建築が見られるのは、一外

した。1 つは 2011 年

国人の感懐としてブータンの良き風情である。ブータンの伝統

9 月に起きたマグニ

建築とは、宗教施設と古民家、そして一部のインフラ付属建造

チュード 6.9 の西部

物（橋梁やゲート）に限られる。宗教施設はさらに、城塞施設の

ブータンでの大地震

ゾン（政庁兼寺院）、ラカン（寺院）、ゴンパ（僧院）、チョルテン

であり、もう 1 つは

（仏塔）に大別される。配属先であった文化局の文化財保護部で

2012 年 6 月に起きた

は、ブータン国内の主に宗教施設の修復や再建などの業務を担当

国宝とも言うべき

している。そこに国際協力として外部の人間が一国の文化遺産に

ウォンディポダン・ゾンの大火災である。 両災害の被害調査と

関与するわけだが、協働の最初にまず認識すべきは、今や世界で

復旧計画を担当し、上述の文化的価値観の違いを考えさせられる

共通の認識となっている「文化財の保護」という概念が、ブータ

場面が多々あった。

ンにおいては希薄である、ということであった。
「伝統文化」の保

大炎上するウォンディポダン・ゾン（出典：KUENSEL）

前者の地震の被害では、全倒壊した寺院こそなかったものの、

護を国是としているブータンにおいてこれは一見矛盾しているよ

少しのクラックや機能的に何ら問題の無い損傷の建物でも、寺院

うに思えるが何故か。それには仏教的通念が大いに関係している。

側からのリクエストでは全てをいったん解体して 1 から再建しな

敬虔な仏教国において、建築という器は副次的な意味でしかなく、

おしたい、ということが多かった。当初このような要求が何故な

文化的な遺産ではないのである。彼らにとっての遺産は精神的な

されるのかが把握できなかったが、続く後者の大火災によって明

仏の教えであり、その仏や高僧が残した（と伝承される）仏像や

確となった。
国宝級とも言える歴史あるゾンが、漏電火災により一晩にして
焼失してしまった。日本で例えると、金閣寺や法隆寺が炎上して
しまったのと同じくらいの衝撃であったのではなかろうか。多く
のゾンで既にトタンに葺き替えられてしまった石置き板葺屋根が、
唯一全面的に残っていたゾンであったこともあり、それらが全て
灰と化してしまったことは物理的にも損失が大きい。しかし、違
和感を覚えたのは、まずニュースでどれだけの仏像や仏具などの
宝物が救出できたか、に焦点をおいていたことであった。これは
前述の、建築が単なる器でしかないことを如実に表している。そ
してその宝物も、作られた年代が古いものが重要なのではなく、

宗教と行政の中心施設であるゾンは各県ごとに配置される

宗教建築には「ケマ」と呼ばれる赤色の帯装飾が見られる
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標高3,800mにある遊牧民の村ラヤ
板葺き屋根がトタン屋根に変わりつつある

どれだけ高い地位の僧が残したものかに本質的な価値がある。文
化財に対する認識の違いが現れた一例である。
現在復興計画は進んでいるが、この火災を機に伝統建築物の修
復や再建に対しなるべく木材の使用を少なくする動きが出ている。
木で作られていた窓枠や屋根を、すべて不燃材で作ろうとしてい
るのだ。果たしてそれでブータン伝統建築の様相を守れるのであ

仏教的宇宙図や壁画は歴史あるゾンの中でも新しく描き換えられているもの
も多い

ろうか。そして建物は以前の姿を再生するのではなく、往時を凌
ぐ、立派なものへと建て替えられてしまう。文化財保護、再建へ

功徳を積めると考えているブータンの価値観。伝統建築の再建し

の道のりは、長く険しい。

かり、一般に言われる文化財の保護をブータンの文化遺産に当て
はめて考えるのは難しい。

生きている宗教建築

ブータンでのみならず、建築文化財の保護にはいわゆる「エス
ノ・アーキテクチュア」
（エスノロジーとアーキテクチュア）とい

2012 年現在、ブータンにはユネスコ世界遺産に登録されてい

う、民族学や人類学的な背景からの見地が多いに関係してくると

る有形文化財は無い。既に 2001 年に世界遺産条約を批准してい

思われる。実際ブータンの建築物それ自体では、仏教的意味合い

るのであるが、これまで登録はおろか暫定リストの策定すら行わ

の意匠的独自性は見られるものの、世界の過去の事例と照らし合

れていなかった。その理由は、有識者の不足、観光客受け入れ態

わせて特段優れた技術が使われているわけでもないし、歴史も

勢との兼ね合い、遺産史実の信憑性の薄さ（ブータン建築の由緒

浅い。建築学に限らず､ 人類学､ 考古学､ 民族学､ 宗教学など､

は伝聞によるものが多い）、詳細な改修記録の欠如などが挙げら

様々なジャンルを貫いた先に見えてくる建築の姿と、文化財とし

れるが、中でも既述のように宗教的意味合いにおける文化財の改

ての擦り合わせが重要である。

変や改修が世界共通の保存理念に適さないことが大きい。また

まずは当事者であるブータン人自身が仏教的価値観の中で文化

ブータンのゾンは現役の行政施設（県庁や裁判所）かつ宗教の重

遺産や伝統をどう捉えているのかを掌握し、国際的な人類の遺産

要拠点であり、それらの活動に関して規制がかかることへの懸念

の考え方を伝え、失った文化を取り戻すことは難しいと心得てい

が登録推進への壁となっていた。

る我々の見解を理解していただくことが肝要であろう。そして彼

現実に、いまだにブータンでは文化遺産の保護に関する基本法、

ら自身が国際社会の中で価値観をどう対応させていくかを見守り、

つまり日本で言うところの文化財保護法というものが制定されて

その上で彼らが、外部からの技術的、資金的、人材的支援や協働

いない。世界遺産に一気に飛躍せずに、まずは国内の法整備から

を望むのであれば、そのニーズに応じるのが理想的なのではない

徐々に行うことが先決であり、ようやく 2012 年 10 月にブータン

か。そして我々がそこから学ぶべきことも少なくない。

政府、ユネスコ、それをサポートする日本の九州大学との間で法
整備に向けての協定が結ばれた。

グローバリゼーションという名目のパンドラの箱を開け、伝統
が急速に、そして一気に変容してしまう危機を常に孕んでいるの
が今のブータンの現状である。一方で（特に地方において）いま
だに伝統文化を重んじつつ、長きにわたり変わらぬ素朴な生活を
している民がいるのも事実。都市化の現状を嘆いていても、ブー
タンの素朴な暮らしを美化しても、解決の糸口は見つからない。
既に秘境ではないが、いまだに神秘の国ブータン。今後とも伝統
と近代化の狭間に生きるその文化、建築を注視していきたい。

浅野孝信（あさの たかのぶ）

伝統様式装飾によるゾンの中庭（左）と窓まわり（右）

変わるもの、変わらないもの

一 級 建 築 士。1973 年 東 京 都
生 ま れ。1999 年 芝 浦 工 業 大
学 大 学 院 修 士 課 程 修 了。 鹿
島建設建築設計本部を経て、
2008 年プロトスタイル株式
会社設立、代表取締役。2011
年より 2 年間青年海外協力隊
に参加し、ブータン内務文化
省文化局に勤務。

森羅万象すべては輪廻の中で生まれ変わり、常に新しいものが
創造されるという仏教的理念、壁画等を描き換えることによって

JIA MAGAZINE 290

MARCH 2013 ●

013

会員便り
風土と建築

香川

善通寺

歴史的資産を良い形で次世代へ繋ぐ仕組みづくり

私が生まれ育った善通寺市は、香川県の中ほどに位置し、弘法大師空海の生誕地、江戸時代より盛んに
なった金比羅参詣の中継地として知られる町である。このような城下町ではない片田舎の村に、旧陸軍
第 11 師団が設置されたのは明治 29 年。陸軍関連施設が寺院に近い位置に建設されるという異例の景観と、
近代都市にふさわしい明治、大正建築群が今も残っているが、建物の老朽化に伴う諸問題は年々深刻化し
ている。対策検討の必要性を呼び掛ける中、各施設の長期的な保存修理、活用計画を積極的に検討するこ
とが解決策の一つであると考え、国の文化財保護制度を活用した 2 例；良い形で次の世代へ渡す方法を検
討している「総本山善通寺」と、行政や住民と共に築き上げた使い続ける重要文化財「旧善通寺偕行社」の
活動について紹介する。
■総本山善通寺
総本山善通寺の歴史は平安時代にさかのぼり、開祖である弘法
大師空海が建立した、わが国最初の密教寺院である。建造物にお
いては大半が江戸時代に建造されているが状態良く今に残ってお
り、当時の藩主である京極家や地域の人々の信仰の篤さを窺い知
ることができる。常に人々の生活に身近な存在であったが故にそ
の価値が現在まで公に評価されていなかったが、善通寺主任学
芸員の方から「価値を高め、いい形で次の世代に渡したい」と相
談を受けた平成 20 年に契機が訪れた。門・塀・堂・塔・橋・堀
など建造物の建設年代、修理改修履歴などの調査を行い、22 年に

27 件が登録有形文化財に登録されたことを機に、翌年には施設・
環境整備検討委員会を設立し、保存管理計画作成に向けての調
査・研究活動が始まった。

総本山善通寺

金堂・五重塔（重要文化財）

撮影：淺川 敏

整備の検討対象は、修理を重ねてきた江戸後期から明治期建立
の木造建造物と、県指定の史跡である境内の自然環境を含めた範

空気の流れにつ

囲である。竣工後百年を超える木造建造物や樹齢数百年の樹木の

いても測定して

維持管理は、通常の方法では文化的価値を失う可能性が生じるこ

いる。

とも委員会設立の大きな要因であった。そこで、建築史、文化財

これらの調査

保存修理、耐震構造、施設環境など各分野の専門家に協力いただ

結 果 を ふ ま え、

き、善通寺の学芸員を含む執行役員と協同で調査検討を進める体

問題を起こして

制を整えた。

いる原因を検証
し、費用検討を

・総本山善通寺施設・環境整備検討委員会の活動
委員会の大きな検討項目の一つは木造建造物群の耐震性能で

容易化するため
に修理箇所の優

金堂

環境調査

あった。そこで各建造物の建築年代、過去の地震や台風の調査

先度、修繕・予防方法を含めた保存管理計画をたて、文化的価値

に基づく風圧力・地震力から簡略モデルを用いて耐震性能の推

を下げずに維持管理を行う指針となる暫定報告書をまとめている。

定を試み、岡田恒男氏（東京大学名誉教授）の提案で、限界耐力

このような活動の中、昨年 12 月に金堂及び五重塔が重要文化
財指定を受け、大きな成果を得ることができた。

計算法でさらに詳しく耐震性能
を評価するための基礎調査とし
て、24 年 2 月、 楠 浩 一 横 浜 国 立

■旧善通寺偕行社（重要文化財）

大学准教授、藤田香織東京大学

善通寺市は、旧陸軍第 11 師団の設置により軍都として街が形

大学院准教授らが五重塔の常時

成され、寺院域との共存を果たした特異な景観も残る。今も移築

微動測定・人力加振実験を行っ

されることなく使い続けられている旧陸軍の主要な建築物 4 施設

た。 ま た、 同 年 6 月 に は 金 堂 の

がその代表例である。
最も文化的価値の高い「旧師団司令部」
（明治 31 年竣工）は、平

礎石に接する柱の腐食原因を探
るため、秋元孝之芝浦工業大学

成 18 年まで混成団司令部として活躍した後、現在は第 14 音楽隊

教授の協力のもと環境調査を開

が使用するかたわら、資料館としての機能を持つ。2 つ目は、今

始。金堂を中心に内外部の温湿

。3 つ 目
も 倉 庫 と し て 使 用 さ れ て い る 赤 煉 瓦 造 の「旧 兵 器 庫」

度について調査記録し、堂内の 五重塔 常時微動測定・人力加振

は、地元大学の校舎として使用されている「旧兵舎（登録有形文

実験
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善通寺
誕生院

善通寺
大川酒店

重要文化財

重要旧陸軍施設

登録有形文化財

旧軍用地エリア

南大門
水尾写真館

瀬川酒店

JR善通寺駅

旧陸軍第11師団
兵舎棟

乃木神社

護国神社

善通寺市役所

善通寺
市民会館

撮影：淺川 敏

四国学院大学

重要文化財
旧善通寺偕行社
善通寺市
総合会館

騎兵隊11連隊

輜重兵第11大隊

偕行社

旧陸軍第11師団兵器庫
師団兵器部
歩兵第43連隊

山砲兵 第43連隊

磯野家住宅

旧陸軍第11師団
師団司令部
工兵第11大隊

師団･旅団司令部

工兵作業場

化財）」。そして 4 つ目は、これから紹介する旧陸軍将校の社交場
「偕行社」である。

旧善通寺偕行社 位置図 scale 1:6,000
参考文献：
（社）日本建築学会四国支部 編,『過去からの遺産を明日へ』,1999.11.13

り、当時の宮下裕善通寺市長から「もう 100 年使える施設にした
い」という課題が与えられた。そこで委員会は、文化的価値を維
持し、安全な耐震性能を有し、日々使い続ける重要文化財として

・利活用する重要文化財へ

再生させるという役割を担い、日々使用する施設に不可欠な附属

日本建築学会四国支部長を務めていた平成 10 ～ 12 年。支部 50

棟、照明・音響・空調設備などを文化財の価値を損なわずにど

周年記念事業の一環として旧陸軍第 11 師団施設群の調査を行っ

のように共存させるのかを具体的に検討するため、各委員は「構

た。支部会員だけでなく、多くの専門家、技術職人らの協力のも

造」
「復元・改修」
「外構」
「利用計画」
「郷土資料」の分科会を設置

と、旧師団司令部と旧善通寺偕行社に焦点をあてて綿密な実測調

し、実務にあたった。

査と資料検討を実施。後に完成した報告書は旧善通寺偕行社の重
要文化財指定を実現に導いた基礎資料となり、善通寺市が設置し
た「旧善通寺偕行社調査整備委員会」においても保存修理・復元
の方針を探る上で重要な役割を果たした。

特筆すべき事項は、市民と共に行った利活用実験と新しい耐震
改修法の考案である。
多様な利活用シーンを想定し、講演会やコンサート、宴会など
の実験を行った結果、WC、倉庫などの事務的空間に加え、重要
文化財を眺めながらお茶を飲めるカフェ、デッキ設置などの要望

・使い続ける重要文化財へ
平成 13 年 12 月、旧善通寺偕行社調査検討委員会の設立にあた

が市民から挙がり、必要性が明確となった。懸案であった耐震補
強は、保存修理工事が始まった 16 年に古材を傷めない膠を使っ

委員会主催
利活用実験
コンサート

現場横で行われた耐震性能実大公開実験
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会員便り

撮影：淺川 敏（下写真6点とも）

瀬川酒店（登録有形文化財）

旧善通寺偕行社（重要文化財）

旧師団司令部

大川酒店（登録有形文化財）

旧兵舎（登録有形文化財）

旧兵器庫

途に対応し、多くの方に利活用されている。
■終わりに：100 年使い続けられる保存修理を目指して
「建築家は各地域に残る歴史的建造物に触れ、伝
35 年ほど前、
統的技術を学んだ上で新しいものをつくるべき」と諸先生、先輩
たちから助言をいただいた。以来、寺院や軍関連施設だけでなく、
写真館や造り酒屋など、市内に点在する歴史的建築物は「善通寺
で暮らしてきた人たちの大切な街の記憶装置である」と説き続け、
守り伝えるべき建物を選定して保存活用を提案している。
現在、市内の建造物関係の重要文化財は 3 件、登録有形文化財
は 41 件。登録有形文化財・重要文化財指定が契機となり、関係
竣工記念式典アトラクション（第 14 音楽隊ミニコンサート） 撮影：米津 光

た新しい案を考案し、
「耐震性能実大公開実験」によってその耐震
性能が実証された補強方法によって、形を変えることなく 100 坪
の無柱空間が現実のものとなった。
さらに、委員会は文化庁、県教育委員会・建築指導課、市教育
委員会・消防署など関係者と常に協議し、
「観る文化財から利活用
する文化財」への再生過程における委員会の追求と各関係行政の
英断により、他に類のない策を講じられた事例としても評価を得

者の意識の高まりと建物の価値、保存活動への理解を得られた
「旧陸軍第 11
ことで大きな波となった前述の 2 例に続き、現在は、
師団司令部は価値の高い施設。使い続けて欲しい」と善通寺駐屯
地司令、旅団長に 35 年間語り続けている。ようやく防衛省の理
解も得られ、修理・活用計画の検討を進めているが、文化的価値
を損なわない修理方法とその費用についての検討が今後の大きな
課題である。
地域だけでなく、日本国民のためにも、更に 100 年使い続けら
れる保存修理を目指すべきであると語り続けたい。

ている。

13 年に重要文化財に指定を受けたことを機に、保存改修の道
を歩んだ「重要文化財旧善通寺偕行社」。約 10 年の歳月をかけ、
附属棟を併設し、使い続ける重要文化財として 20 年に竣工し、
現在は結婚披露宴、コンサート、講演会、展示会など、様々な用

016
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多田善昭（四国支部香川地域会）

2012 年度 JIA 各賞受賞作品

2 月 2 日、2012 年度の JIA 各賞受賞作品が発
表されました。
今月号では、日本建築大賞・日本建築家協会
賞・新人賞を受賞した作品をご紹介します。

日本建築大賞、日本建築家協会賞 審査委員：斎藤公男・三宅理一・大森晃彦

日本建築大賞
■ 竹の会所
設計者：陶器浩一（滋賀県立大学）
建築主：滋賀県立大学陶器浩一研究室
施工者：滋賀県立大学陶器浩一研究室＋たけとも＋高橋工業

外観

内観

撮影：堀田貞雄

撮影：堀田貞雄
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日本建築家協会賞
■ 由利本荘市文化交流館カダーレ
設計者：新居千秋（新居千秋都市建築設計）
建築主：由利本荘市
施工者：戸田建設 ㈱〈建築〉
村岡建設工業〈西外構〉
長田建設〈東外構〉

内観
外観

©2012 Taisuke Ogawa

©2012 Sergio Pirrone

■ 金沢海みらい図書館
設計者：堀場 弘（シーラカンス K&H）
工藤和美（シーラカンス K&H）
建築主：金沢市
施工者：戸田・兼六・高田特定建設工事
共同企業体

内観
外観

撮影：淺川 敏

撮影：淺川 敏

■ 真壁伝承館
設計者：渡辺真理（設計組織ADH ／法政大学）
木下庸子（設計組織ADH ／工学院大学）
新谷眞人（オーク構造設計／早稲田大学）
建築主：桜川市長 中田 裕
施工者：五洋建設 ㈱

内観
外観

018
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撮影：ナカサ＆パートナーズ
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撮影：ナカサ＆パートナーズ

新人賞 審査委員：栗生 明・手塚由比・池田昌弘

新人賞
■ Daylight House 

設計者：保坂 猛（保坂猛建築都市設計事務所）

撮影：ナカサ＆パートナーズ

外観
内観

撮影：ナカサ＆パートナーズ

撮影：ナカサ＆パートナーズ

保坂 猛

■ アトリエ・ビスクドール 

設計者：前田圭介（UID）

撮影：Yoshihiro Tsuneda

内観

外観

© 上田 宏

© 上田 宏

公益社団法人化に伴う、JIA 各賞

前田圭介

募集要項の変更について

JIAは 2013 年 4 月からの公益社団法人移行に向けて準備を進めております。公益社団法人は、
名前の通り、会の活動目的を、主として公益を目指す、とするものです。

JIAの表彰事業は、優秀な建築設計者や作品を顕彰することを通じ、建築文化の向上を図る
ことを目的としており、JIAの公益活動の中でも大変重要な位置づけとなっています。このた
びの公益社団法人化に伴い、全事業について検証を行い、表彰事業は、より公益性を担保する
ために、JIA 会員だけを対象にせず、広く一般に門戸を開くべきとの、国のガイドラインに沿っ
て、募集要項を変更することとなりました。
従いまして、2013 年度より、JIA 優秀建築選、建築大賞、日本建築家協会賞、新人賞、環境
建築賞、25 年賞は、JIA 会員だけでなく、広く一般（一級建築士）から応募を募ることとしまし
た。
以上を JIA 会員の皆様にお知らせするとともに、公益社団法人としての JIAの今後の公益活動
にご理解を賜り、これにより、名実ともに、JIA 各賞が日本を代表する賞となることを期待し
ております。
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JIA NEWS
理事会報告
■ 2013 年 2 月 21 日

第 209 回理事会速報

●日

時：2 月 21 日㈭

●場

所：建築家会館 1 階大ホール（WEB 方式）

【報告事項】

13 時 30 分～ 16 時 30 分

開会に先立ち、本理事会が全員出席（委任状出席 1 名含む）で成立
していることが、確認された。
【審議事項】
入退会者承認

1.

入会 13 名、退会 5 名、休会 1 名に関して、全会一致で承認された。
後援名義承認

2.

7 件の JIA 後援名義使用が、全会一致で承認された。
新定款の軽微な修正
新定款 48 条 2 項の「清算時の残余財産の贈与」に関して、関係す
る法令名を具体的に記載した方が良いとの内閣府からの指摘によ
る 1 項目の軽微な修正が、全会一致で承認された。
なお、平成 25 年 2 月 1 日付で内閣府認定等委員会から総理大臣に
対して、当団体の公益社団法人への移行認定に関しては認定基準
に適合すると認められるのが相当と答申されている。
新法人への移行にともなう正会員の入会申し込みの取り扱い
現行入会基準での正会員の入会申し込みを、本年 3 月 31 日まで
受付けるとの議案が提案され、全会一致で承認された。

3.

4.

1． 各賞結果報告および 2013 年度募集について
石田敏明表彰委員長から、2012 年度各賞の結果報告に加え、2013
年度については、公益社団法人移行にともない、各賞とも会員以
外（一級建築士）に募集対象を広げることとする旨の報告があっ
た。こうしたオープン化に関しては、今後の JIAの各表彰事業の
目的・位置付けの明確化を含め、検討を続けることとした。
なお、審査員関係者の応募に関する問題等について委員会にて再
検討をすることとした。
2． 2013 年度本部役員選挙報告
事務局から、JIA 本部役員選挙の結果に関する第 2 回告示の報告
があった。
3． 2012 年度決算・2013 年度予算作成手順について
事務局から、前回の理事会にて報告した作成手順の確認と、作成
に当たっては外部公認会計士事務所の支援を受けながら行う旨の
報告があった。
4. ベルコリーヌ問題報告
森暢郎ベルコリーヌ対策会議議長から、本年 1 月末に都市再生機
構から合意金額の満額入金があり、弁護士費用、報告書作成業務
等担当者への未払い金の支払いをもって、本問題への対応は終了
する旨報告があった。

本部便り
●震災復興シンポジウム 2013
会場：せんだいメディアテーク 1F オープンスクエア

17：00 テーブル報告・質疑
18：00 閉会（閉会後に懇親会、事前予約会費制）

主催：日本建築家協会（JIA）東北支部
協働：復興みやぎネットワーク会議

復興まちづくりＷＧ

震災から 2 年、被災地は多くの課題や悩みを抱えながら復興を目指
し、そこには、多種多様な個人・団体・企業などが支援あるいは業務

ステージⅡ：活動報告と意見交換／ 4 月 7 日㈰ 13 時〜 18 時
◎復興をみんなで考え協働する仕組みづくり
復興には多様な分野の専門家や団体が取り組んでおり、互いに支え
学び合いながら協働する仕組み（プラットホーム）が不可欠です。知

として関わっています。
今回の震災で経験したことのひとつに「常日頃から市民、事業者、
行政と専門家が連携・協働する」ことの大切さがあります。そのため
には「地域・現場の状況」の把握、
「目的と求められているコト」の共
有、
「皆がずっと一緒に考える」仕組みづくりが重要と考え、公開・ラ
ウンドテーブル方式の参画型シンポジウムを開催します。シンポジウ
ムは復興みやぎネットワーク会議と協働で行います。
ステージⅠ：活動報告と意見交換／ 4 月 6 日㈯ 13 時〜 18 時 30 分
◎石巻市北上地域の復興から支援と連携を考える
北上地域には集団移転や事業再生、新たな中心地の創生など、多様

り合い情報を共有し、新しい関係づくりにつながる場とします。

13：00
13：10
15：00
17：00
18：00

挨拶・主旨説明
まちづくりの支援活動紹介
「まちづくり」と「協働」意見交換／ラウンドテーブル
テーブル報告・質疑
閉会（閉会後に会場撤収、その後に懇親会、事前予約会費制）

◎震災復興活動パネル展／ 4 月 6 日㈯ 11 時〜 4 月 7 日㈰ 18 時
まちづくりをサポートしている NPOや支援団体、大学、建築専門
家団体等が活動をパネル展示し公開します。

な取組みや支援が重層化しており、その土壌の上に地域が再生されま
す。互いの考えや活動を知り繋ぎ合せることにより、その土壌はより
強固なものになると考えます。

13：00 挨拶・主旨説明
13：10 報告・活動紹介
15：00 意見交換／ラウンドテーブル

募
集
020

●

（公財）建築技術教育普及センター
において、
平成 25 年度調査・研究助成、
平成 25 年度第１回普及事業助成の
募集を開始しました
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お問合せは東北支部事務局まで：
仙台市青葉区二日町 17-21（北四ビル）

TEL：022-225-1120
http//www.jia-tohoku.org/

（公財）建築技術教育普及センターにおいては、このたび建築技術の教育・普及に資す
る公益的な調査・研究、広報普及活動に対して、標記の助成事業を実施することとし、
助成希望案件の募集を開始いたしました。
（締め切りは、平成 25 年 4 月 26 日㈮消印有効）
詳細は、
（公財）建築技術教育普及センターのホームページ（http://www.jaeic.jp/）を参
照の上、趣旨に合致する助成希望案件がございましたら、ご応募くださいますようお
願いいたします。

■新規入会承認者

承認日：2013 年 2 月 21 日

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
関東甲信越支部
東海支部
北陸支部
近畿支部
中国支部
四国支部
四国支部
四国支部

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
静岡県
石川県
大阪府
鳥取県
徳島県
徳島県
高知県

琴 雅佳
谷内田章夫
大田純穂
渡邉 誠
須藤真美
廣田裕一
渡辺 隆
竹内申一
福原和則
小林和生
杉本真理子
林 裕子
山本義夫

㈱アーキスタジオ一級建築士事務所
㈲谷内田章夫ワークショップ
㈱大田純穂建築設計研究所
㈲エヌ・オー・エー
須藤設計事務所一級建築士事務所
一級建築士事務所 廣田デザインスタジオ
渡辺隆建築設計事務所
金沢工業大学
大阪工業大学 工学部空間デザイン学科
㈱ PLUS CASA
アトリエ・クー
游・空間デザイン室
㈱ THINK 建築設計事務所

今月号はシリーズ特集「建築・都市のパラダイムシフト」において、思想家
で人類学者である中沢新一さんにお話をうかがいました。古来祭りが人々を結
びつけてきたという指摘は、目から鱗が落ちる思いでした。20 世紀の近代主義
で消し去られてきたものの中に、実は未来の建築・街づくりの大きなヒントが
眠っていて、それらをどう建築化、空間化するのかを考えるのも新しい時代を
作るきっかけになると思われました。
ピーター・クック氏の講演会が、2 月 28 日 JIA 会館で超満員の中、行われま
した。アーキグラム時代から話は始まり、後半は以後のプロジェクト、現在進
めているプロジェクト等、熱気をもって話していただきました。本誌 5 月号に
その模様が掲載されますが、やや停滞気味な日本の建築界に刺激を与えてくれ
ると思います。東北復興にしてもそうですが、新たな創造はこのような一見オ
プティミスティックで前向きな、自由なイマジネーションがないと進まないば
かりか、しかめっ面をして真面目な議論ばかりでは、前向きな発想は生まれな
いと思いました。

『JIA MAGAZINE』はJIAのHP上でPDFでもご覧いただけます。
■ 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/

JIA MAGAZINE 2013 年 3 月号
通巻 290 号
2013 年 3 月 15 日発行（毎月 1 回発行）
販売価格 500 円（本体 477 円 , 消費税 23 円）
会員の購読料は会費に含まれます。
発行人 / 筒井信也
編集長 / 古市徹雄
編集・制作 / 南風舎
発行所 社団法人 日本建築家協会（JIA）
〒 150-0001
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© 社団法人 日本建築家協会
6 月 15 日は建築家の日
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整合のとれた 3 次元モデルの環境で、
より高品質な設計および
設計図書の作成を実現

る関係者とも設計データを共有できます。
さらに、Autodesk Subscription をご契約のお客様は、統合されたクラウドベースのサービス Autodesk360
にアクセスして、フォトリアリスティックなレンダリングを作成することも可能です。

AutoCAD Revit LT Suite 2013 コマーシャル新規
希望小売価格
AutoCAD® Revit LT™ Suite 2013

Autodesk® Revit LT™ 2013

AutoCAD® LT 2013

¥ 249,900

※
円（税込）

お得なアップグレードキャンペーン実施中（2013 年 4 月 19 日まで）

Autodesk BIM. 関係者間の壁を壊して、ビジネスを推進

http://www.autodesk.co.jp/revitltsuite

AutoCAD Revit LT Suite 2013 アップグレードキャンペーン
2013 年 2 月 7 日（木）〜 2013 年 4 月 19 日（金）
7 世代以上前の AutoCAD LT をお持ちのお客様向けには AutoCAD Revit LT Suite へのアップグレードが希望小売価格から 30% 引きになる
特別価格プロモーション、1 世代前から 6 世代前の AutoCAD LT をお持ちのお客様向けには AutoCAD Revit LT Suite へのアップグレードで

26,600 円 がキャッシュバックされるキャンペーンが開始されました。AutoCAD LT をお持ちのお客様は、最新の AutoCAD LT 2013 と建築
向け BIM ツール Revit LT 2013 がセットになったお得な AutoCAD Revit LT Suite 2013 に、この機会に是非アップグレードをお願いします。

■ キャンペーン対象および価格
対象ユーザ様（購入元製品バージョン） 希望小売価格（税込）

AutoCAD LT 7 世代以上前

249,900 円

キャンペーン価格
（税込）

175,350 円 希望小売価格の約 30%OFF

● このキャンペーンの購入対象製品ならびにキャンペーンにおけるオートデスク希望小売価格は上記のとおりです。

オートデスク認定販売パートナー、販売店、
オートデスクオンラインストアから購入される場合の価格は、
直接パートナー、
販売店、
オンラインストアにお問い合わせください。
● 本キャンペーンにおいて、
現在各種

LT Suite 製品は、オンラインストアからご購入いただけません。認定販売パートナー、最寄りの販売店からご購入ください。

対象ユーザ様（購入元製品バージョン） 希望小売価格（税込）

139,650 円

26,600 円 希望小売価格の約 20% 相当

JIA 館

AutoCAD LT 1 世代前から 6 世代前まで

キャッシュバック

2013 年 3 月 15 日発行（毎月 1 回発行）通巻 290 号 1991 年 4 月 16 日第三種郵便物認可 社団法人 日本建築家協会（JIA）〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18
発行人 筒井信也 編集長 古市徹雄 編集・制作 南風舎 販売価格 500 円（本体価格 477 円、消費税 23 円）会員の購読料は会費に含まれます

AutoCAD ® Revit LT™ Suite は、直感的な 3 次元 ビルディングインフォメーション モデリング（ BIM ）が行え
る Autodesk® Revit LT™ と 、2 次元作図ツールとして普及している AutoCAD ® LT がセットになった建築向
け BIM ソリューションです。Autodesk Revit や AutoCAD プラットフォーム ベースのソフトウェアを使用す

MAGAZINE

AutoCAD® Revit LT ™ Suite2013

● キャッシュバックのご応募に際しては、
キャッシュバック応募規約を必ずご確認ください。

※詳細は下記 URL のキャンペーンページをご覧ください。

キャンペーンに
関する詳細は

http://www.autodesk.co.jp/lightitup

※ 希望小売価格は 2013 年 2 月 1 日現在の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。最新の価格は弊社 Web サイトまたはオートデスク認定販売パートナーにご確認ください。
オートデスク認定販売パートナーの販売価格はオートデスク認定販売パートナーが決定します。
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