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建築家会館です

株式会社

建 築 家のための保険
2013 年度 4 月 1 日更改・新規ご加入の

御 礼

募集事務が無事終了いたしました。

「JIA 建築家賠償責任保険」中途加入のご案内

オプションプラン

①「構造基準未達」プラン

2010 年 4月より導入

建築物に物理的滅失もしくは損傷を伴わない場合でも、構造基
準を満たさないために、法律上の損害賠償を負った場合の損害
を補償。

②「建築基準法等未達」プラン

2013 年 4月導入

建築物に物理的滅失もしくは損傷を伴わない場合でも、①の構
造計算ミスの補償以外の幅広い法令に規定される建築基準法お
よび所定の建築基準関連法令に定められている基準を満たさな
いために、法律上の損害賠償を負った場合の損害を補償。

（詳細は建築家会館へ）

5 月以降、毎月 25 日締めで新規・中途加入申込み
およびオプションプランの追加加入も、
インターネットで簡単にできます。

http://kenbai.jp/

加入申し込み・保険料の試算・事故事例閲覧などご利用ください。
またご加入後に加入証明書の印刷などが、カンタンにできます。

パンフレットをご希望の方、また詳細につきましては、下記までお問い合わせください
《JIA指定代理店》
株式会社建築家会館

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16

http://www.kenchikuka-kaikan.jp/

TEL：03-3401-6281

e-mail： info@kenchikuka-kaikan.jp
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株式会社損害保険ジャパン 営業開発2部2課
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公益社団法人への移行のお知らせ
このたび日本建築家協会は、4 月 1 日付け登記をもって公益社団法人として

新たなスタートを切りました。
今後本会は、建築家の職能理念に基づいた基準を遵守し、また建築家の資質
の向上及びその業務の進歩改善に努めるとともに、建築・地域・環境の保全と
創造及び建築文化の発展に注力して、社会へよりいっそうの貢献をしていく考
えです。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成 25 年 4 月 1 日
公益社団法人日本建築家協会
会 長
芦原 太郎

砂漠のマンハッタン—シバーム
（イエメン）
イエメンはアラビア半島の最南端部にあ
る。西は紅海、南はインド洋に面していて
早くから海のシルクロードの中継地点とし
て繁栄を極めた。紀元前、訪れた人々が豊
かなこの国を見て、
「幸福なアラビア」と呼
んだことはよく知られている。
シバームはイエメンのほぼ中央の高原地帯
にある。飛行機の窓からこのシバームを見
下ろすと、素朴な疑問に襲われるに違いな
い。
「広大な砂漠の中に何故あのように高
層の建物が肩を寄せ合うように、ひしめき
合っているのか？」香港のように土地が限
られている所なら理解できるが、周囲は広
大な砂漠に囲まれているのである。その理
由は外敵の侵略から防御するための軍事的
目的に加えて、互いに影を作り合い灼熱
の砂漠の日射から守る利点も考えられる。
個々の建物は全てこの場の土から作られた
日干し煉瓦で作られている。4 枚の壁は内
側に互いに寄り添う形になることにより、
安定した構造になる。上にいくに従い壁は
内側に傾いていきヴォリュームも削り取ら
れ 7、8 階建てを可能にする。
壁面は土壁むき出しのままのものが多い
が、上部が漆喰で真っ白に塗られているも
のもある。白い塗り物は、日射から守るた
めと考えることもできよう。住人に話を聞
くと、経済的に恵まれた者が壁を白く塗る
ことが多いそうである。つまり白い壁はス
テータスなのである。その結果、シバーム
の都市の外観は白塗りの壁と土壁が混じり
合い、絶妙なコントラストを生み、あの独
特な美しい外観を作り上げた。
はるか遠くからこの砂漠の蜃気楼の中に浮
かび上がる高層都市を眺めると、その姿は
ハドソン河の対岸から見るマンハッタンの
ようでもある。いや、それよりもはるかに
密集しているためにスケールの感覚を失
い、やがて言いようのない迫力を持つその
塊は不気味ですらある。かつて外敵がこの
量塊都市に近づいた時、その迫力と不気味
さ故に恐怖を感じたに違いないし、この都
市を作り続けてきた人達は、その外観の持
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つ力強さを計算に入れていたに違いない。

（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

環境・エネルギー・コミュニティ
仕組みを変えるデザインの力
こ話をうかがってきましたが、今回は、これからの日本の建築界の中心になっていく比較的若い世代

れまで、さまざまな人たちに「建築・都市のパラダイムシフト—ライフスタイルの転換」についてお

の 3 人の建築家、竹内昌義さん、山代悟さん、中村拓志さんをゲストにお呼びしました。それぞれに特集
のテーマに則したプレゼンテーションをしていただいたあと、座談会形式で「環境」
「参加」
「コミュニティ」
「エネルギー」
「地域性」などのキーワードについて自由に意見を述べていただきました。

（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
プレゼンテーション

———ライフスタイルの転換 ⓫

中村拓志

自然と人、社会をつなげるシステムを提案

この特集テーマに関連する作品を紹介します。
（2007 年 東京）
「Dancing trees,Singing birds」
恵比寿にあ
る集合住宅です。
敷 地には高さ
約 15m の 木 が
40m にわたって
生 えていて、 林
になっています。

になります。そこで現地の土とセメントと樹脂を少し混ぜ

は、そこに集合住宅を最大容積で建てたい、でもこの林を伐

て、手作業で施主と一緒に塗りました。その痕跡が地層のよ

採するのもしのびない…という気持ちを持っていました。そ

うに見えるので「地層の家」と名付けました。施主が一緒に

こで木を一切切らずに、極力容積を確保したものを提案しま

作業することが愛着につながると思っています。「愛着」も、

した。

ものが残っていくひとつのシステムになると思います。ま

樹木医と契約し、それぞれの木の根がどれくらい張ってい

これらをデザインしたわけではなくて、自然との関係の中

を蛇行させました。次に、木を 3 次元測量しモデリングのう

で、形や色が決まっていくプロセスは、先ほどの「Dancing

つまり自分が形をデザインするのではなく、木を除けていく
ところから形が決まっていったのです。

trees」の考え方にもつながっています。
「録 museum」（2010 年 栃木県）
2012 年度の JIA 環境建築賞を受賞した小さな私設美術

中村拓志氏
山代 悟氏 に聞く
竹内昌義氏

賃貸住宅ですが、月々の管理料を少し多めにして森をシェ

館です。クライアントからは地域の人が集まるサロンのよう

アするシステムも含めて提案しました。森の保存だけを叫ん

なカフェを併設するのがオーダーでした。幹線道路の近くに

でいても木は残りません。資本主義の容積最大と、環境保護

敷地があり、絵を静かに見るには厳しい場所だと感じました。

という相反する要求を架橋して両方が成立するようにする、

そこでこんもりとした林をつくろうと思いました。木の下に

それも建築家の重要な仕事だと思っています。

人が集まってくることは、アジアの寺院や日本の神社など、

周囲には大きな建物がありますが、木の幹がブラインドに

昔からの人の振る舞いですから。既存の常緑樹が残っていた

なるように窓を設けることで、カーテンを閉めなくても生活

北側はそれを残し、人が通るアプローチには、カツラ等の香

ができて、都心にあるとは思えないツリーハウスにも似た空

りの良い木を植えました。隣地と接するところは常緑樹で隠

間になりました。

し、南側には落葉樹を植えて夏は木陰をつくり、冬は日差し

「地層の家」
（2008 年 千葉県）

を通すというように、昔の民家のごとく庭と建築をセットに

内房の海を見渡せ、崖が近くにあり、草原がとても美しい

して良好な室内環境をつくっていく。最初に地元の山に木を

敷地。都心の高層マンションの最上階に住んでいる施主が、

見に行き、どの木をどこに置くかを決めました。そして木の

週末だけ自然と触れ合う生活をしたいと土地を買いました。

間に建物を挿入する。真ん中に入口があり右側が展示室、左

津波の心配もある場所で、もし津波が来ても、波が貫通して

側にはカフェを配置。平屋なので、下枝だけ３次元測量をし

躯体は維持されるよう、RC 造の平屋にしました。屋上の断

て、建物の形を決めました。

熱材の保護材として土を敷き、そこに野草の種をまいて、そ
の根で土の流出を防止します。
●

た、これは僕が屋根の輪郭、外装の土のムラや色、人の痕跡、

るかを確認し、構造壁をできるだけ根の位置に寄せ、地中梁
え、強風時の木の挙動を予測してボリュームを配置しました。
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コンクリートは塩害に弱いため、壁はコーティングが必要

ディベロッパー
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シンボルツリーの欅の場所はあらかじめ決めていました。
入口は高さ 1.7m 位ですが、森の中で人がかがんで木を避け

特集

て歩くのと同じ振る舞いが
生まれます。最先端の技術
を使って、精度良く計測し

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

て森の中に建築を挿入し、
木と建築が融合した空間が
生まれました。
いま住宅の第 3 世代化
で庭がどんどん小さくなり、
木を育てても、それに対価
が支払われる社会ではなく
育てられ、そこにお金が支払われる社会は、建築家がデザイ

であることは NG でしたが、ここでは木を除けるために、え

ンする社会ではないかと僕は思っています。

ぐらせています。それはとても不自由ではあるのですが、僕

「東急プラザ表参道原宿」
（2012 年 東京都）

はこの不自由さを使いこなそうと、店員や客が工夫する過程

原宿にある商業施設です。僕は樹下空間と呼んでいますが、
木漏れ日の下には特有の魅力があります。100 年前にでき

こそが、木への愛着、この場所への愛着をつくると考えたの
です。

た明治神宮の森やケヤキ並木など、この場所性を拡大して、

屋上もまた、木の根鉢のために隆起してしまいましたが、

まるで緑のアーケードの下を歩くような買い物体験をつくろ

あえてそれを利用して、すり鉢状のくぼみをつくっています。

うと考えました。ネットショッピングがこれだけ浸透してど

勾配を階段状にして、そこに座った人たちは、足のつま先を

こでも誰でもモノを買える時代に、わざわざここに来る価値

中心に向けて皆が同じ振る舞いをします。人々はすり鉢の中

をつくり出す必要があるのです。そこで、独立型ブランドブ

心を見るので、隣り合ってもあまり目を合わせることがなく

ティックが建ち並ぶ街の上に、森と一体化した建築を浮かば

なります。目と目が合わないことは、関係性が安定して、何

せたらどうかと発想しました。

か居心地の良さが生まれます。

森があることが、商業的価値になる社会をつくりたいと思

トップライトでは、エスカレーター下に木漏れ日を落とす

いました。もしこれが成功すれば、必然的に都市が緑化され

ために、樹をぎりぎりに植えて、その結果できた根鉢を利用

ていきますから。商業施設はシャワー効果が大事で、なるべ

してカウンターにしています。ここには、座ってみて初めて

く上に吸引力のあるものを持ってきて滞在時間を延ばして、

発見できるような小さな山野草をたくさん植えています。人

徐々に下ろしていく。表参道はどんどん地価が上がり、飲食

が緑に愛着を感じる仕組みにあふれた設計です。

ライフスタイルの転換 ⓫
——

なっています。大きい木が

よりも物販の方が商業効率が良いために、ショーウィンドウ
ばかりで人がいられる場所が少なくなってしまいました。そ

中村拓志（なかむら ひろし）

んななか、屋上に休憩できる緑のパブリックスペースがある

1974 年東京都生まれ。NAP 建築設計事務所代表。
1999 年明治大学大学院理工学研究科博士前期課程修了。
隈研吾建築都市設計事務所を経て 2002 年 NAP 建築設計
事務所設立。
JCD 賞 2006 大賞、2008 日本建築家協会賞、2010 新建
築賞、2011 JIA 新人賞、2012ar+d Awards 最優秀賞な
ど。代表作に、
「Dancing trees, Singing birds」、
「House
C—地層の家—」、
「録 museum」など。

ことに価値があり、この建物の吸引力になると思いました。
建築としては、日当たりの良い場所に木を植えて、建物は
それに沿うようにつくる。木に建築の方が負けているような
感じです。今までの商業施設は、商品が焼けるから窓は開け
てはいけない、空間はスクエアにすることが一般的で不整形

プレゼンテーション

山代

悟

参加する人たちの手で新たな風景をつくり出せる面白さ

私は東京でビルディングランドスケープという建築設計事

りやそれに関わるデザインに興味のある大学院、大学、高

務所を共同主宰していますが、同時に CitySwitch Japan

専の学生などが参加するイベント形式のものとしてスタート

の代表としてまちづくりをサポートしたり、大連理工大学で

し、学生たちが出雲に 1 週間滞在し、色々なものを見たり活

教えたり、さまざまな活動をしています。東京・日本の地方

動したり発表したりしていました。2011 年からは、年に複

都市・中国、これらの場所で一見全くちがう脈略でモノをつ

数回小規模なワークショップや活動を開催する形式に発展し、

くったり考えたりすることをひとつの土俵に載せて、なぜそ

2012 年には出雲市が整備する約 50㎡くらいの小さな観光

れをやっているのか、その中でどのような面白みを感じてい

施設をワークショップをしながらつくりました。来年度以降

るのか「日本の地方都市と中国で考える」ということでお話

は、僕たちも活動させてもらっている約 2,700㎡の造り酒屋

ししてみます。

の廃工場の再生のお手伝いをしたりする予定です。
同様に CitySwitchの形式で、オーストラリアのニュー

最初は、日本の地方都市出雲における CitySwitch 出雲と

キャッスルや、僕が教えている大連で授業の一環としてワー

いう、ワークッショップを中心とした活動についてです。私

クショップをしたり、2012 年からは清水港で活動を始めた

たち CitySwitch Japanのグループと、出雲建築フォーラム

りしています。

という地元の建築家グループと一緒にやっています。2008

一方で中国では、2010 年から大連理工大学建築芸術学院

年 8 月にスタートして丸 5 年の活動が終わり、昨年 12 月に

の客員教授をしていて、2010 年から 3 年間スタジオを運営

はシンポジウムを開催しました。もともとは、主にまちづく

しました。中国の大学の建築教育は、いかに大きな規模のも
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のをスピーディーにかっこよくつくるかを教える傾向が強い

を即席で形にしたも

のですが、僕はバーチャルなコピーアンドペーストではなく

のをもとに議論して

手仕事に近く手触りが分かり、手応えのあるデザインを経験

いきます。5 日間集中

してほしいと思い、今まではほとんどやられていなかった、

ワークショップをし

自分で都市空間をしっかり見てそこから自分なりの仮説を取

て仮説としてのデザ

り出す、都市を分析する訓練をして、そこで自分たちで見出

インをつくり出しま

した概念を形で表現してもらいました。2012 年からはさら

す。終わったあとシ

に発展させて、CitySwitchの活動も一緒にやっているシド

ドニーの学生はオー

ニー工科大学の友人ジョアン・ジャコビッチと協働でスタジ

ス ト ラ リ ア に 戻 り、

オをやっています。

大連の学生達は出て

大連ではスタジオの教育に加えて大連理工大学の范悦教授

きたたくさんのアイ

と一緒に BE-Dというグループを作って、実務的な設計をス

ディアを削ぎ落とし

タートしました。内モンゴルで老人文化活動中心という約 2

てデザインをまとめ

万㎡の施設や、大連で小学校を設計しています。

ていきました。

中国で設計することは、当然色々なことが日本とは違いま

最後は大連の学生

す。小学校でも運営の仕方や使い方が全く違う。何か日本式

ができあがったデ

のものを提案するというより、まず中国の状況を聞いてそれ

ザインをシドニーに

に対応する何かを返すという方向で設計しています。

持っていき、それら

敷地である廃坑を見学

一方で日本の地方都市の場合も、むしろ建築を減らしてい

をどのようにプレゼ

こうという時代ですから、こちらから新しい建築を提案する

ンテーションするか

だけではなくて、現状を受け入れながらつくっていくという

集中的にワークショップしました。ビデオも作ったりして、

場面が多くなっていると思います。それは中国での仕事と共

みんなの前で英語でスピーチして、クリティークを受けます。

通しているのかもしれません。

ワークショップ

次に「参加でつくるデザイン」の事例です。

そのような場面において、建築の平面や形の面白さの手前

CitySwitch 出雲の中で、出雲大社の参道である神門通り

の、大規模な配置の考え方や、その建築の中にどういう細か

に「神門通りおもてなしステーション」という既存住宅を改

な場所やテクスチャーや素材などを、どのようなルールで埋

修した観光交流施設を、昨年半年かけてデザイン・制作しま

め込んでいくかに興味を持っています。これが僕の建築家と

した。ガラス張りの開放的な空間にしようと決めていました

しての立ち位置かもしれません。自分がデザイナーとしてど

ので、そこに置かれる棚がデザインの焦点になることは分

う思うかよりも、中国では、使い方や要望、あるいは日本で

かっていました。そこで棚のデザインとおもてなしを考える

あれば、まちの人がどのように感じているのかを取り入れて、

ワークショップを時間をかけて市民と一緒に行いました。

ファシリテーションして形に翻訳することに徹しています。
それらを「参加がつくる風景」のデザインと考えれば、日本
の地方都市でやっていることと、中国で関わっている設計の
仕方を同時に言い表せると考えています。
「参加がつくる風景」には「参加の仕組みのデザイン」と「参
加でつくるデザイン」の 2 つがあると考えています。
「参加の仕組みのデザイン」とは、参加のためのデザインで、

原寸で検討して、一緒に考えたものを最終的に市民に組み
立ててもらい、参加することをより深めてもらいました。
棚はおもに東大のアシスタントをしている木内俊克さんが
デザインしました。市民との対話をもとにしたデザインを翻
訳して、東京でレーザーカッターで部品を切り出し、出雲に
宅急便で送って組み立てました。非常に精密に部品ができる
ので、組み立てが楽で職人的な調整があまり要りません。あ

運営などを考えたり、色々な人を巻き込んで、ものを考えた

まりスキルのない人でも、あらかじめ考えてあげればできま

り議論したりするイノベーションデザインの手法を取り入れ

す。もちろん建築の方もいますが、子供が手伝ってくれたり、

たりするなかで、形式だけにおちいらない参加のあり方を考

面白かったのは、出雲大社の参道の道ばたで作っていたら、

えることです。

道行く観光客が興味

もうひとつの「参加でつくるデザイン」は、多様な人が関

を持って約3時間か

わってモノをつくる時に、色々な人が参加することで却って

けてつくっていって

豊かに見える、ある種の美しさが生まれる、それを我々がど

くれました。

のように演出できるかを考えています。
「参加の仕組みのデザイン」の事例を紹介します。
1 つは 2012 年の 4 月から 6 月にやった大連理工大学とシ
ドニー工科大学の協働のスタジオ CO-POLISでの事例で、大

こ の よ う な、 ま ち
づくりとデジタルデ
ザインの融合のよう

子供たちも一緒に棚をつくる

連にある約 15haの廃坑の再生です。シドニー工科大学の
u.labはいわゆるデザイン思考やイノベーションデザインな
どを学ぶラボです。建築だけではなく、経営やアートマネジ
メントなどを勉強している人たちが参加しています。一方大
連工科大学は、建築や都市計画、インダストリアルデザイン、
ランドスケープを勉強している学生がチームを組んでモノを
つくりました。
最初は中国で両大学の学生が協働でチームを作り、デザイ
ナーが使ういろいろな方法論をつかって観察し、アイディア
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出雲の「神門通りおもてなしステーション」 ガラス張りの外観

能 性 を 感 じ ま し た。

じめ僕たちでデザインや工夫をしておくことで、まちの人の

参加してもらう方法

手で思いがけず面白いものをつくることができるという経験

もいろいろなレベル

や機会をつくり出せると思っています。

があって、アイデア

山代

などを議論すること、
あとで使ってもらう
こと、つくることに

悟（やましろ さとる）

1969 年 島 根 県 生 ま れ。95 年 東 京 大 学 大 学 院 修 了。 博
士（工学）。建築意匠。95 年 -2002 年 槇総合計画事務所。
02-09 年まで東京大学大学院 助手、助教。02 年よりビル
ディングランドスケープ共同主宰。2010 年より中国大連
理工大学客員教授。

できあがった棚：くもなわ

協力してもらうことなどさまざまです。まちの人につくって

竹内昌義

正しい情報を知ってエネルギー削減を目指す仕掛け

僕は建築家であると同時に山形の東北芸術工科大学で教え
ていて、東京と山形を往復する生活をしています。2011 年

でも、情報は色々なところからインターネットを通じて
入ってきます。

3 月 11 日から 4 月の終わり頃まで、東北新幹線が動かなく

ここからはエネルギーの話をします。これは新聞記事で

なりました。さまざまな建築家がすぐに現地に行って活動を

すが、
「ドイツは 2012 年に再生可能エネルギー 25％を達成。

しているなか、他の用件がありたまたま僕はできなくて、自

2020 年までに 35％、2050 年までに 80％を目標としている。

分で色々と考えなければならない状況に追い込まれました。

でも、15 年前は 3％だった」。これはどこで調べても出てき

その 1 つとして、山形に行く途中の福島での原発事故が気に

ます。

なって仕方なかったのです。
事故の直後、どうしてこの事故が起こったのか、ツイッ

再生可能エネルギーとは風力と太陽光とバイオマスです。
この数字は結構すごいことで、つまり 2050 年になったらエ

ターなどでずいぶん調べたり、色々な人と話をしたりしまし

ネルギーが自給できるようになるということを示しています。

た。意外なことに建築家で原発事故の話をしていたのが僕だ

日本では今、化石エネルギーを海外から 20 兆円超買って

けだったのです。こういう事態になったのもある意味、僕

います。ドイツの面積は日本の約 6 割で石炭が採れるので自

らが原発の安全性など、他人任せにして、それに黙ってい

給率はもともと高いのですが。一方、日本のエネルギー自給

たからだと反省し、ある意味意識的に発言していました。そ

率は約 4％、再生可能エネルギーは約 1％です。現在は太陽

れに気がついた編集者の人がいて、それ

光発電がかなり広がってきてだいぶ増えています。これらの

をきっかけに『原発と建築家』
（2012 年、

数字は一次エネルギーをもとに考えています。ドイツでは再

学芸出版社）という本を書きました。本

生可能エネルギー率 25％を達成するのに当初は 2014 〜 18

にするということは、自分の興味のある

年ごろになると言われていましたが、エネルギーのトータル

ことを、人に会いに行って話すことが

の使用量が減ったため、繰り上がって 2012 年に達成できた

できるのです。そこで、色々なところ

のです。それは省エネルギーが構造的にできているというこ

に行って色々な人と話をしました。

とです。

最初に、建築の歴史と原発の話を建

「第 4 の革命」と、映画のタイトルになるほどですが、まず

築史が専門の松隈洋さんとしました。

農業革命で人間が食料を安定して食べられるようになって人

また、どうやって原発が壊れたのか、原子力の専門家で元東

口が増えて、産業革命で大きく飛躍し、最近は IT 革命でイン

芝の技師の後藤政志さんに話をお聞きしました。そして、元

ターネットの双方向通信ができるようになり、現在は再生可

福島県知事で、プルサーマル計画に反対したがために冤罪事

能エネルギーが第 4 の革命と言われています。

件（といわれている）で知事を下ろされてしまった佐藤栄佐久

エネルギーと建築との関係については、
「建物の消費するエ

さん。また、これからのことで、再生可能エネルギーのこと

ネルギーは日本全体で使用するエネルギーの 40％、電気に

を何人かの人に聞きました。例えば、IBMの池田一昭さんに

関しては 70％が建物で消費されている」のです。つまりエネ

スマートグリッドのこと、風力発電の林昌宏さん、コジェネ

ルギーと建築は密接な関係があり、現状、建物で使われてい

レーションのことを東京ガスの清水精太さん。あとは、僕の

るエネルギーは非常に多いのに、僕らはなかなか自覚がない。

同僚で地域のエネルギーを専門にさまざまな活動をしている

それが問題だと思います。

三浦秀一さん、最後に山口県知事選や国会議員選に出馬しエ
ネルギー全般に対して詳しい飯田哲也さんなどにです。
それは山形でエネルギーのかからないエコハウスをつくっ

ヨーロッパでは 2020 年前後にすべての新築建物が、カー
ボンニュートラルでなくてはならなくなりました。化石燃料
を使って建物から二酸化炭素を出してはいけないと法律で決

た時に、エネルギーをあまり使わなくても建物は成立するこ

められています。日本ではまだ新築建物に関する規制はなく、

とを実感したからだと思います。先ほども書きましたが、何

300㎡以上の新築工事の報告義務しかありません。国のエ

も言わないことではいけないと思います。そういう経過が

ネルギー政策を考えるときに、建物を規定していないのは日

あって、原発に対して何か問われたら、自分のスタンスを

本だけなのです。今後日本の人口が 25％ほど減ってくると

はっきりさせようと決心しました。

すると、何もしなくても必要なエネルギーは 25％減ります。

そんななか、2012 年末の衆議院選挙では、原発問題はまっ
たく争点から外れて景気回復の問題とすり替えられ、今日に
至っています。

ライフスタイルの転換 ⓫
——

プレゼンテーション

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

もらうと日曜大工のようなものになるのではなくて、あらか

特集

なものにも大きな可

ドイツと同様に再生可能エネルギーの比率が上がっていけば、
化石燃料の比率も少なくてすむといえます。
ドイツが再生可能エネルギーの比率を 15 年間で 3％から
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今のアベノミクスが「グローバリズムで、地球規模の大き
な経済」と、円安にして輸出を増やしていこうとしています。
日本の GDPは約 500 兆円ですが、その中の約 10 〜 13％、
65 〜 68 兆円を輸出入しています。その約 10 〜 13％の部
分に対して政府は注力していますが、日本の産業構造自体は、
貿易大国というよりは、内需中心の国です。貿易も大事なの
ですが、それよりもどう地方に投資し再生していくかという
地方を大事にしたローカリズムが大切なのではないかと思い
ます。経済学者の宇沢弘文さんが社会的共通資本という言葉
を使っています。また、神戸大学の内橋克人さんは、
「FEC 自
給圏」とおっしゃっていて、
「Food（食料）」
「Energy（エネル
ギー）」
「Care（ケア）」の自給を確立することが、大きな経済
に対抗するために必要だといっています。宇沢さんと内橋さ
んの共著『始まっている未来

新しい経済は可能か』
（2009

年、岩波書店）は、経済においてこれから日本がやらなけれ
ばならないことを考える際に重要な 1 冊だと思います。
色々な情報の中で、電力について実際いま日本がやらなく
てはならないのは、発送電分離や総括原価方式の撤廃、電力
山形のエコハウス

の融通化であって、それらをどう強化しスマートグリット化

25％までなぜ増やすことができたのか、これは固定価格買

していくかなのです。発電所と送電網を分けることで、電力

取制度があり、非常に高い単価で全量を国が買い取ってくれ

の自由化ができます。でも今の日本ではそれが難しい状況で

るからです。日本も同じことをやり始めましたから、そうな

す。少なくとも 4 割のエネルギーを使っている建築の関係者

ると自然に原子力発電には頼らなくても良い状態になると思

としては、知らなければならないことがたくさんありますが、

います。

それらの情報が一般の人に届いていないのが問題です。もし

だいたい住宅では暖房・給湯・家電とそれぞれ 3 分の 1 ず
つのエネルギーを使います。山形のエコハウスを作る前は、
３割ほど省エネルギーができるかどうかという水準で考えて
いたのですが、実際、必要なエネルギーは当初の３割ほどに
なりました。予想していたより、倍の省エネルギーができた
のです。そこに、再生可能エネルギーを導入するので、エネ
ルギーに関しては、完全にプラスの状態をつくることができ
ました。この経験をとおして、断熱は非常に重要なものだと
認識するに至りました。

対談

竹内昌義（たけうち まさよし）
東北芸術工科大学教授。みかんぐみ共同代表。1962 年神
奈川県生まれ。代表作に「愛・地球博トヨタグループ館」
（2005）、
「伊那東中学校」
（2009）、
「最上の老人ホーム」
（2012）、
「HOUSE-M」
（2010）など。
著書に『未来の住宅／カーボンニュートラルハウスの教科
書』
（2012 バジリコ）、
『原発と建築家』
（2012 学芸出版社）
、
『図解エコハウス』
（2012 エクスナレッジ）。

ついて、少し話していただけますか。
中村●どこでも場所を選ばずに建

古市● 3 人に非常に興味深いお話をしていただきました。

てられることは、建築家にとって

それを受けて話を展開していきたいと思います。

は非常に楽だったと思うのです。

20 世紀、近代建築において、人々は均質な空間を求

●

時に私たちの進むべき道が見えてくると思うのです。

これからの建築、これからの社会

これからの建築の大きなキーワード「環境」

006

届けられれば、脱原発が経済的に良いということ、それと同

敷地を白紙として捉えて、スケッ

めて、世界中のどんな場所でも鉄とガラスとコンクリー

チ、敷地図、配置図も、現場にい

トの同じような建築を建て、そのためには冷暖房で莫大

なくても事務所の中でただ筆を動

なエネルギーが必要になってしまい、自然と人間がどん

かしていればできるというやり方

どん切り離されてきました。それが近代建築の歴史だっ

でした。
「Dancing trees」では、敷地にもともと巨木が

たといっても過言ではありません。

たくさんありました。最先端の測量や解析の技術や人の

中村拓志氏

ところが、中村さんが手掛けられているのは、まった

いろいろな知恵やアナログの力を使って、もっと敷地の

く逆の方向で、人間と自然の距離、その中でも木と人間、

微気候や石、木、いろいろなものを前提条件として捉え

木と建築を近づけていくことを盛んに提案されています。

て、それらと対話しながら設計すれば、使う人も住む人

でも、１本１本の木の配置等にコンピューターを用いて

も、自然とのコミュニケーションが深まる、そんな機会

3 次元的に解析するのにはハイテク技術を使っているの

をつくることが非常に重要だと思います。単にソーラー

ですよね。近代建築の流れに対しての中村さんの立場に

パネルを載せた、断熱材の厚みを上げたと数字で評価す
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る関係性のところから、もう一回組み立て直していく。

中村●生活とは持続的な人間の営みです。建築を、形や

そこからが僕ら建築家の仕事なのではないかと思ってい

輪郭で評価するのではなくて、自然と持続的に関われる

ます。

かどうか、人と人が良好なコミュニティをつくれるかど

古市●どうも、近代建築はエネルギーに限界があること

うか等の観点で評価していくべきですよね。

を考えていなかった。
竹内●無尽蔵だと思っていたのでしょうね。
古市●ところが、1970 ～ 80 年代、我々はこのままいく

環境建築には意匠も大切な要素
古市●いま日本では、風土に根ざした環境問題や人と人

つきはじめた。原広司さんは、世界中の集落調査をされ

の関係が大事だという声がある一方で、新国立競技場の

た経験から地形、風土などによって建築は当然違ってく

コンペのように、ザハ・ハディドが提案したような斬新

るべきだとおっしゃっていました。その半面、非常に面

なデザインがもてはやされる面もあります。それらに環

白かったのは、建築はそれらの気候・風土だけで最終的

境がつぶされてしまうのではないかという危惧もあるわ

な形が決まるわけではなく、人間が本来持つ意匠性が加

けです。でもやはり人がデザインに魅せられる部分はな

わるものだという指摘でした。

かなか強いものがあるのではないでしょうか。

ですから、いま中村さんがやられている、その敷地が

先ほど、僕は「意匠」という言葉にこだわりましたが、

持つ特性をもとに人間と自然の距離を縮めていくところ

1990 年の初めくらいから環境建築と日本でさかんに言

から何か面白い意匠が生まれるのではないか期待があ

われ始めてから結構歴史がありますが、出てくるものが

ります。20 世紀の近代建築を超える新しい様式の大きな

つまらない。国土交通省が提示する、風を室内に入れて、

キーワードのひとつは「環境」だと思うのです。ところ

地熱を利用してという環境モデルとなる断面図がありま

が「環境」と言うと、日本の場合は設備の発想で機械の

すが、実際にそのとおりにつくっている人も多いので

効率の話になってしまいがちです。そうではなくて、建

す。そうすると新しいアイディアは出にくくなり魅力が

築家自身がつくるデザインによる環境対応の建築を中村

なくなって、誰も環境建築に対して興味を持たなくなっ

さんはどう意識されていますか。

てしまうのではないでしょうか。そういう意味では、先

中村●僕は、もしこれから新しい環境建築が生まれると

ほどの中村さんの作品などは意匠としての魅力が加わり

したら、それは意匠だけの問題ではないような気がしま

多くの人が注目するわけですね。そして「ああ、そうか。

す。もっと時間軸のある、それは生活かもしれないし、

環境って大事なんだな」という理解にもつながっていく。

人間の振る舞い方や関わり方のような関係性のデザイン

つまり、環境問題に関心をもってもらうためには最初に

かもしれませんが、そういうところに面白さを見出して

人を引きつける要素として意匠は大事だと思うのです。

いく時代になると思います。

それに、意匠がないと住む人も楽しくないでしょう。竹

古市●木々が成長していくには時間がかかるように、そ

内さんはどう思われますか。

の地域やその時の人々の考え方や住み方が時間を掛けて

竹内●僕は、いくら格好いい形をつくっても、放射能が

醸成されていく必要があるということですね。

降ってくるところでは生活したくないというのがベース

中村●環境という観点から評価するときは、サステイナ

にあります。だから自分が形をつくるときは、エネル

ビリティのように、時間の概念抜きには評価できないと

ギーとの関連も考えたいと思うわけです。

ころがありますよね。だから、もし新しいスタイルとい

建築が扱うことにはいろんなファクターがあって、そ

うか何か潮流が生まれるのだとしたら、その評価軸には

の中のひとつとしてエネルギーのことも入ってきます。

時間軸が入るという気がします。

エネルギーだけというのは偏っていて、いろいろなファ

山代●近代建築が均質な空間をつくったことに関しては、

クターがあるわけです。微気候や土地の特徴、周囲との

実際そうだと思います。以前は、均質にしたり単純化し

関係など、いろいろなファクターを合わせて考えながら、

ないと、いろいろなことがうまく扱えなかったのではな

ある調和点を目指すというのが、これからの建築なので

いでしょうか。一度にたくさんのものをつくろうとした

はないかと思います。

場合、単純化しなければ量を扱えない面もあったので

古市●それには建築家の役割が重大ですね。機械の効率

しょう。

つまりエンジニアリング的に考えるのではなく建築家が

僕も、中村さんのお話を聞いて、非常に面白かったで

いかに快適な環境をつくるかということですよね。その

すね。木の 3 次元測量のようなことは、複雑なものを単

ためには建築家が自然と人間を近づけるなどの仕掛けを

純化しないで複雑なままどうやって取り扱うかというこ

つくることが必要でしょう。

ライフスタイルの転換 ⓫
——

と、どうも地球の環境はおかしくなりそうだと薄々気が

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

でしょうか。

特集

る前に、人が自然に対して興味を持ったり豊かさを感じ

とで、それに加えて時間軸で捉えていくことは、さらに
難しいわけです。それを、いまのコンピューターや最新
の測量機械などを使いながら、静止した形としても複雑

伝統回帰ではなく現代に発展させる

で、かつ、それが時間的に変化していくものを、ひとつ

古市●例えば、夏の午後 2 時くらいに水をまく、打ち水

のアイディアもしくは形として提示できる可能性がある

をする、このような昔の人のいろいろな知恵も単にノス

ことは、非常に面白いと思いますね。さっき、中村さん

タルジックに過去に戻るのではなく現代のハイテクとう

は時間軸と生活と言われましたが、それはどういうこと

まく融合させることで、かなり有効な手段になります。
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竹内さんがいろいろなファクターと言われましたが、そ

要だと言われているほど必要ないわけです。3.11 のあっ

れを探すのも建築家が新しいデザインを探す非常に大事

た 2011 年の夏に節電がずいぶん叫ばれて僕の事務所で

なきっかけになるのではないでしょうか。

も午前中エアコンを止めました。前日の夜、エアコンを

中村●古市さんがブータンを研究しているのも、おそら

つけて密閉しておくと、翌日の午前中はだいたい涼し

くそういうところがあるのではないでしょうか。新しい

い。そうすると 3 割くらい節電できましたが、これを若

形式をつくり出すだけではなくて、新しき過去、懐かし

いスタッフが喜ぶんです。節電することがだんだん楽し

き未来というような、過去に連綿と続いていた人類や民

くなってきて、どんどんエスカレートしてくる。だから

族の営みの中にものすごい知恵があって、それを発見し

節エネルギーはまだまだいけるような気がします。つま

て再構築することはすごくクリエイティブなことで、そ

り、都市や建築のつくりかたを変化させることと同時に、

れは決して先祖戻りであったり、古いデザインだという

我々がライフスタイルを変えないといけないわけです。

のではないんですよね。

夏はもう少し暑くても、冬はもう少し寒くてもいいじゃ

それをリスペクトして建築に取り入れていく文化を僕
はつくりたいと思います。
僕が手掛けた広島の住宅（Optical Glass House, 2012）

ないかと思うのも大事ですね。
竹内●ライフスタイルはやっぱり
意識して変えなければならないと

は、都心のウナギの寝床なので、それに表庭と裏庭をつ

思います。資本主義を別にやめる

くって長屋のような建築にしました。水場もあって庭の

わけではないですが、どこまでい

温度差と打ち水的な効果で風を流すようにしています。

くんだ、どのくらいだったらい

例えば風鈴は、単に音で涼しさを演出するものではなく

いのか、そこのリミットを考え始

て、風が流れたことを知る計測装置であり観測装置です

める時期に来ているのではないで

が、ここでは、風の動きを知るために新しく超軽量なエ

しょうか。

アカーテンというものを入れました。こういうものを必
ず建築の要素に入れたり、過去の日本人が持っていた遺

竹内昌義氏

例 え ば、 中 村 さ ん が つ く っ た 木 陰 だ っ たら、同じ

30℃でも「いてもいいな」という気候になるわけです。

産を再解釈しながら何かちょっと新しい形で見せる、ま

古市さんの事務所のスタッフがどんどん面白がる状態

た、古いものをそのままうまく使うことで環境面が変

というのは、だんだん敏感になってくるということなん

わったりする建築を僕はつくっていきたいんですね。

ですよね。僕らが山形でつくったエコハウスでも、朝必

古市●つまり、過去に我々の祖先がつくり上げてきた自

ずご主人が奥さんと「きょうは何℃なんだ」という話に

然の中で生きる知恵や工夫は単純に古いものではなくて、

なって、山形はナイトパージがあるので、午前中は閉

イコールその場所の気候や、風土を表現しているものだ

めて「いつまで頑張れるかな」という会話をするそうで

と考えることができます。近代建築は、そういった地域

す。
「夫婦の会話が温度だけになっちゃったよ」とおっ

性を全部否定してきたのです。

しゃるのですが、それはすごく幸せなことで、環境に対

竹内●それを可能にしたのがエアコンなんですよね。だ

してどうコミットしていくかが促される、エネルギーに

から、エアコンがない前提に立ったときに、自然とどう

とても敏感になるのです。寒い季節には「だんだん涼し

しても付き合わざるを得ないのが民家の形で、そこはあ

くなってきたから、寝ようか」と感度を上げていくよう

る合理性があります。そこをもう一回発掘して活かすこ

にする、それは意外と幸せなライフスタイルではないで

とは必要ですが、下手をすると伝統回帰になってしまい

しょうか。我慢ではなくて敏感になることなんです。

ます。でも、昔の技術だけでいくのも違うなと思うので

古市●積極的に面白さを発見していくことでしょうか。

す。僕らは既に、鎌倉時代の「住まいは夏を旨とすべし」

山代●僕が出雲でシンポジウムや会合によく使っている

という身体感覚ではなくて、エアコンを使ったコント

旧石橋酒造は、造り酒屋だった建物なんです。そこはも

ロールされた環境の中でないといられないような身体に

ともと工場なので、冬は凍えるほど寒いし、夏はそんな

なっているのに、その伝統だけを取り出すのも、ちょっ

に暑くはないですが、冷房はありません。でもみんなそ

と気持ち悪いなという感じがします。

こをとても楽しんで使っているのです。快適でなければ
ダメだと単純化してしまうと、どこかのホールで会合す

温熱環境に左右されない快適さもある
古市●竹内さんの言うように機械で 1 年中コントロール
された人工環境の中にいることで、我々の身体は自然と

008

●

ればいいのでしょうが、寒ければ石油ストーブもつけま
すし、彼らはそういったところを逆に好んで使っている
のです。そこがとても面白いんですね。
温熱環境という意味では劣悪な場所かもしれませんが、

遊離しかなりなまっていると思います。人間が本来持っ

全然違う魅力がそこにあって、たとえ寒くても、みんな

ている自然に対する能力が落ちているような気がします。

そこでシンポジウムをやりたいという選択をしているわ

建築や都市のあり方を考える際、我々自身のライフスタ

けです。たぶん、その瞬間は暑かったり寒かったりする

イルを変えていくことも考えなければなりません。

けれど、簡単にいうと我慢しているんです。一生そこに

竹内さんのプレゼンテーションの中で、日本の人口

いるわけじゃないですしね。長時間過ごす家は快適な方

が将来的に 25 ％減ると 25 ％節エネルギーが可能とあり

がいいかもしれませんが、人が集う場所は違う環境でも

ましたが、それ以上可能ではないかと僕は思っていま

よかったりします。そこには、温熱環境だけではない快

す。そうすると化石エネルギーの消費も現在さかんに必

適さがあって、優先順位がそのつど変わっていくと思い
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射状に座って同じ方向を向いているということに僕はす

という話も、それと似ているのではないでしょうか。

ごく共感しました。コミュニケーションというと、どう

新しいコミュニティのあり方とは

すが、むしろ、みんなでボンヤリ同じものを見ながらた
たずんでいる、それもコミュニケーションだと思います。

古市●今までこの特集を続けてきて、これからの建築・

古市●一種の連帯感みたいなものなのでしょうか。

都市を考える際に、
「コミュニティ」というキーワードが

中村●人がもつ外の快適な瞬間を逃さない感性と、環境

必ず出てきました。3.11 以前は使い古された言葉で、IT

建築の持っている志向性みたいなもの、みんなが室内に
こもるからコミュニティが育たないという弊害。いま話
をしていて、環境建築とコミュニティの生成みたいなも

みんな人工環境の室内にいることです。

のがつながって、なるほどと思っています。

若い人にはコミュニティはそれほど必要ないかもしれ

古市● 1970 年代、僕がまだ学生の頃は、盛んにコミュ

ませんが、いま高齢者の孤独化やその人達が生きていく

ニティが議論されました。実際に、建築家もコミュニ

ための、あるいは支えていくための経済的な問題などが

ティスペースを提案しましたが、お仕着せ的なものに

あります。高齢者人口がどんどん増えていくなかで、や

なりがちであまりうまくいかなかった。70 年代後半から

はり建築家が何らかの提案をする必要があるのではない

「そんなものをつくったら邪魔だ」と言
80 年代に入ると、

でしょうか。孤独を感じている人は高齢者に限らず、若

われ始めてすっかり姿を消してしまいました。そしてレ

い人でもいるかと思います。例えば新宿の戸山団地では

ンタブル比に代表されるように効率一辺倒でやっていく

居住者の半数が 65 歳以上で、75 歳以上の居住者の約 6 割

ようになる。ところが今度はある段階で、効率一辺倒

が独居老人だそうです。

じゃ困る、付加価値が欲しいとなってきました。こうい

竹内●戸山団地の独居老人の問題はより深刻で、もとも

う時代になると、シェアハウスのように、ちょっとした

とコミュニティが嫌いな人が都市に集まってきて、団地

コミュニティや、何か人と人をつなぐようなものが付加

に住んで歳をとってきて、生きるか死ぬかの状態になっ

価値として求められているのではないでしょうか。

ているわけですよね。一方で東北は、地元のコミュニ

竹内●いまは全部一人でやっていくことが不可能な時代

ティがものすごく強いけれど、今度は産業構造の問題で、

になっていると思うので、コミュニティがないと社会が

仕事がなくていられなくなって出ていくという状況です。

完全に崩壊するという感じがあります。70 年代のコミュ

もう一度、どう生活をしてお金を稼ぐのかという話も含

ニティスペースは付加価値だったのかもしれませんが、

めて、コミュニティそのもの、そしてどうコミュニティ

いまは、それがないと本当に未来がなくなってしまうの

と付き合うのかを考え直さなくてはいけないですね。戸

ではないかと、住んでいる人は危惧していて、その危機

山団地の人たちがどうやったら外に出てくるのかも、場

感が何らかのものになっているのかもしれません。

所をどうつくるかという建築の力によるところもあるの

山 代 ● 例 え ば、 い わ ゆ る 典 型 的 な フ ァ ミ リ ー は、 ボ

ではないでしょうか。

リュームもそれなりに大きいし、一応家族の中で役割分

古市●居住者に「行ってみたいな」と思わせるような場

担して助け合って、閉じていてもある程度大丈夫な気が

所をつくれるかどうかですよね。

します。その一方で、高齢者や若い人の単身世帯が増加

竹内●「出てきてください」と強制的に出されることを

していて、いわゆる集合住宅のマーケットとは相容れな

たぶん一番嫌う人たちでしょうし、でも、何らかのつな

い部分が実は結構大型化しているかもしれません。

がりがほしいときに取っかかりになる場所ができればい

古市● 70 年代とは異なる状況の中で新しいコミュニ

いわけですよね。さっき山代さんの言っていたような、

ティのあり方、役割を提案し続けることが必要ですね。

寒くても造り酒屋の場所の力は大きいですよね。

中村●環境建築にもう一回戻って話すと、今までのモダ

山代●先ほどお話ししたところは、

ニズムは、自律性、自閉系だったと思いますが、環境建

いろんな人が来ていてもお互いに

築を考えるときには、どうしても持続可能性や、他者と

あまり気にならない、自分で居場

の共生や調和という他律性や開放系を志向していきます。

所を見つけられるくらい広いので

コミュニティも同様に他律性や開放系の文脈で考えてい

す。空間としての魅力はもちろん

かなければダメだし、助け合いや、気遣い、自分自身や

ですが、単純に広さというのもす
ごく大きなファクターかもしれま

ライフスタイルの転換 ⓫
——

時代が進むなか死語に近いものになっていました。コ
ミュニティを考えるとき、弊害になることのひとつが、

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

しても向き合っていなければならないと思ってしまいま

特集

ます。たとえ暑くても寒くても外に出ると気持ちがいい

自分の家族を超えた人的環境への志向ですから、どこか
山代 悟氏

せん。
どうやったらお年寄りが部屋から出てきてくれるのか、
なかなか難しいとは思いますが、出てきてくれたとして、

で環境建築の志向がコミュニティや社会のリデザインな
どにつながっていけば、すごく面白くなりますよね。
古市●結果としてつながっている。開放していけば自然
に、環境と人の関係性という動きになると思います。

どういう場所ならしばらくいてもらえるかを考えるのは
建築家の仕事でしょうね。コミュニティスペースの中で
自分だけの場所を見つけられることは、大きなテーマだ
と思いますね。
中村さんの話で、互いに見つめ合う関係じゃない、放

まず建築家がエネルギー消費を意識するべき
古市●土木を含めた建設、それらを維持するために消
費するエネルギーは日本全体の 40 ％と聞いて非常に
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ショックでしたね。最近、僕は太陽エネルギーにも若干

れを議論することに慣れていないんです。いろんな語り

抵抗があります。もちろん代替エネルギーを全面否定す

方があって、100 人で語るときにはどうしたらいいのか、

るわけではありませんが、
「代替」という言葉の持つ意味

あるいは、自分のうまく言えない気持ちをどうやって伝

は、ライフスタイルはそのまま保って人工環境で快適な

えるか、いろんな工夫が必要だと思います。建築のデザ

環境を守る部分は変えない発想だと思います。でもエネ

インも含めて、みんなで考えて、知恵を持ち寄る方法を

ルギーを節約しようと思えばライフスタイルを変えてい

もっと工夫していきたいですね。

くことも含めて建築家が提案できることは多いと思いま

竹内●僕も地方でリノベーションをやったときに、自分

す。

たちの手でやることが意外と面白くて、別に建築家だけ

例えば、フランク・ロイド・ライトのタリアセンウエ

が議論するものではないとすごく思います。だから、ど

ストには、昼は電気照明を一切使わず、テント屋根の下

うコミットしていくのかというデザインの可能性もあり

で早朝から仕事します。そして日没と同時におしまい。

ますね。

僕などは午後から仕事を始めて、夜電気をつけてやって

古市●参加の仕組みのデザインは確かにありそうですね。

いるわけですから、そういうことを少しずつ変換してい

今まで、あまりにも我々はそれを考えてきませんでした。

けばずいぶんエネルギー消費量は減らせるのではではな

中村さんがやられたように、施主と一緒に壁をつくるの

いでしょうか。極端にいえば、終電を夜 9 時にして、そ

も参加のひとつの方法ですね。それは、建築家が考えな

の代わり朝を早くする。夏は 6 時から十分に仕事ができ

ければならないことでしょう。

るんです。

山代●建築家はそれを考えるのが得意なはずですよ。例

中村●代替エネルギーは、自分たちの生活の現状肯定で

えば座って話すか、立って話すかだけでも全然違います。

あって、そこを変える意識がないといけないですよね。

出雲のワークショップでも、普通は 20 人～ 30 人を前に

竹内●正直いうと、エネルギーについて僕は 3.11 まで

しておもむろに話し始めるのですが、それだとシーンと

無自覚でしたね。車に乗るのも好きですし、エネルギー

してしまいます。そこで椅子を全部取っ払って、立って

は使えれば使ったほうがいいと思っていました。でも

話をするような台をつくると、全く変わります。

トータルで考えたときに、そのために原発を動かして、

古市●それも空間の仕掛けですよね。建築家が今までわ

危険と背中合わせだったら嫌だということです。だから、

がままに勝手なことをやりすぎたという批判もあります

別に我慢するのが好きなわけではありません。選べる情

が、残念ながらいまいち建築家は信頼がないんですね。

報が出てくれば、みんな好きにすればいいと思います。

本来、建築家はコーディネーターの能力があることを理

科学技術のために原発が必要だという人もいますし、そ

解してもらうために、我々自身も反省して努力していか

の話も分かりますが、全部の情報がフラットに並べられ

ないといけません。東北復興であまり建築家の出番がな

て「あなたはどうですか」と選択できる状況に早くなる

いのも、そういうところに責任があるのかもしれません。

といいなと思います。2 年経ってもなかなかならないし、

竹内●そこを理解している建築家の提案がまだはっきり

簡単なものじゃない、根深いなと感じています。

表に出てきていないだけで、ジワジワッとしている気は

古市●いろんな人に実状を知ってもらうのは大事なこと

しますけれどもね。時間がかかると思います。いろんな

ですね。正しい情報を出していくことが、必要になって

ところで、いろんな建築家が入って、いろいろやってい

くる。建設関係にエネルギーの 40 ％も使われている事

て、でもなかなか思うようにいかないという声が聞こえ

実を意外と建築家は知らないのではないでしょうか。少

ますが、試行錯誤が必要な期間なのではないでしょうか。

なくとも JIA 会員は全員が知るべきでしょうね。これは

中村●僕は参加型の建物をやったことはまったくないの

大きなテーマだと思います。一部の人が頑張るのではな

ですが、公共建築をつくる前の承認のためのプロセスと

く、みんなで考えないと話にならない。社会を含めた

いうイメージが僕には強くて、マスコミュニケーション

多くの人に賛同してもらうためには、内を向いて「頑張

の中で作られた世論や考え方を否定する方向にはなかな

ろう」といっても全然ダメですね。時間がかかりますが、

か行きづらいように思えるのです。だから割と一般的で

建築家が実例を示してエネルギーのことを考えると面白

平均点のものができあがるイメージがあります。今の世

い建築ができることを理解してもらうことが極めて大事

の中の仕組みをよく知って、もっと違う真実に気づいた

だと思います。

りするところからスタートしない限り、平均点になって

3.11 以後の夏の節電でみんなが実感したように。

しまいます。
山代●もちろんそういう平均点のものは山のようにあり

「参加型」でパラダイムシフトを起こす
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ますが、それでもまだ可能性を感じているのは、参加型
には話したり、調査をしたり、できるだけ条件を豊富に

山代●僕は、
「参加」というキーワードで自分の話をしま

して情報をどんどん膨らませていくさまざまなフェーズ

したが、議論の仕方や情報の共有の仕方などは、まだま

があるはずなんです。その段階を踏まないと多くの場合

だ工夫される余地が大きいと思います。例えば、ワーク

は、要望や条件がつたない形のまま翻訳されて、見当違

ショップにしても、もっとたくさん方法があるはずです

いなものができることがある。デザイナーや建築家と呼

から、それを意識的に見つけていく必要があると思いま

ばれる人たちが、
「実は、あなたが欲しいのってこうだよ

す。例えば、原発の話でいけば、賛成の人も反対の人も

ね」とひっくり返してみせて、そういうことが何回か繰

いるし、限定的賛成みたいなのもあるかもしれない。そ

り返される必要があります。
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中村●参加型でパラダイムシフトを起こすという、その
辺のスキルがすごく僕は興味があります。今まではそれ

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

までのシステムを容認するための参加型があまりにも多
かった。そこを全部仕組みからひっくり返す参加型がで
きないでしょうか。
竹内●公共建築には、ごく一般的な型にはまった要望が
条件としてありますよね。それが実際に使う人と乖離し
ていて、使う人たちが何をしてほしいのかを抽出する仕
組みがないのです。要望がちゃんと出てきたときに何が
できるのかという能力、それが建築家として僕らに求め
か、何が本当に欲しいのかを整理して掘り起こせると、

えば、材木を作るのに、わざわざ離れたところから木材

平均点ではないものが出てきて、何か新しいことができ

を買うというような問題にもつながっていきます。

る可能性もあるような気がします。

竹内●小さいコミュニティでは、多少高くても隣町の木

古市●従来のような結論ありきのワークショップ型では

を買うことが自分たちにとって大事なんだと、マインド

なく、かつ参加者が一方的にバラバラに意見を言うよう

シフトしなければなりません。

な進め方ではなく、参加者全員の意見が何かを創り出し

山代●スケールの小さいローカルな社会の中で、どう人

ていくような仕掛けがほしいですね。

やモノが移動していくかがすごく大事だと思うのと同時

山代●僕が参加型をやることは、自分の今の想像力の限

に、情報やいろいろな知恵やアイディアが世界的に交換

界をどうやったら超えられるかという興味があるからな

可能なことが、ローカルな社会を後押ししてくれると思

のです。僕自身も何か新しいものを見たいのです。一瞬

います。ほかの国での経験が日本でも何か別の形で生き

で何かひらめく人がいるかもしれないし、市民の一見馬

ることもあるかもしれません。確かに都市は人類最大の

鹿げたアイディアから思いがけないインスピレーション

発明だという気もしますが、たぶんそれは、物理的に狭

を得ることもある。それが面白いところなのです。

い、近いところでだけアイディアが交換できて人類が発

ライフスタイルの転換 ⓫
——

られる職能かもしれません。それがどのような要望なの

達するかという動きだったと思います。これからの世界

グローバルとローカルをうまく共存させる

は、必ずしも人の密集がなくてもそれが可能になるので
しょう。情報やアイディアは世界中に広域で移動しなが

中村●僕は地域社会圏のような日本の中山間地域の小さ

ら、モノやエネルギーはできるだけローカルに動くのが、

い経済圏や社会圏などに興味があります。原発のように

これからの社会なのでしょう。

自分の環境から離れた遠隔地から電力を送るような社会

竹内●私のいる山形の大学の学生がいろんなカフェを

ではない、もう少し持続可能な小さい社会圏や経済圏を

知っていて、栃木県のどこに行って、誰々に会ってきた

考えたいと思います。

というような話を時々しているのですが、インターネッ

古市●地域はこのまま放っておくと、どんどん縮小して

トの情報量がすごく行き渡っていて、なにか独特の距離

しまう、グローバルに対してのローカル、地域の可能性

感を持っていると感じます。

も大事なテーマですね。

古市●僕は、福島県の茨城県に近い棚倉町というところ

竹内●距離感がすごく大事だと思っています。今、中村

の出身で、典型的な田舎なんですが、その山の斜面にガ

さんが言った、遠くからくる電気に対しての無自覚さ、

ラス張りの喫茶店ができたのです。コーヒーもおいしい

東京が福島から電気をもらって成り立っているというこ

けれど、建築がすごく格好いいんですよ。でも僕は、こ

とを東京にいる人はそれほど自覚していないですよね。

んなところに人は入らない、絶対につぶれると予言した

そこが一番この問題の根深いところで、距離感が近い社

のです。ところがとても流行っていていつも混んでい

会ももちろん大事ですが、いま自分たちが持っているも

るそうです。みんな車で、20 ～ 30 分で来るんですって。

のの距離感をどこまで想像できるか、それがいろんな問

実は設計者が AA スクールの出身でいかにも若い人が好

題とつながると思うのです。

きそうなデザインなんです。情報時代ですから、あそこ

古市●日本では、どんどん市町村が合併しています。

のカフェがいいと誰かが言うと、インターネットで広

いってみれば、コスト削減のためのスリム化で、役所の

がっていくんですね。例えば今、ラーメンなどは、どの

庁舎が 1 個ずつ減っていくわけです。でもノルウェーな

県にはどのラーメンがあると距離に関係なく多くの人が

どは、人口 800 人の村があったり、それは、すごい豊か

知っています。そういう時代に新しい地域の再生、活性

なことです。合併は、いわゆるコミュニティの崩壊を目

化の道がありそうな気もします。

指しているわけです。

今日は様々な視点から、ご提言やご意見をいただくこ

竹内●一種のグローバル化です。

とができました。長時間にわたり、ありがとうございま

古市●ドメスティックなグローバル化です。それに対し

した。

て地域性を生かしながら地域をどのように再生していく

（2013 年 2 月 19 日

JIA 建築家会館にて収録）

のかが重要なテーマになっていくと思います。それは地
産地消であったり、いろんな形で展開するわけです。例
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南米パラグアイの建築事情

The World Report
【海外レポート】

著しい経済成長のなか、首都を中心に建築ラッシュ
山中

恵（ゴンサレス・アコスタ＆ウッド社、パラグアイ在住）

南米諸国の中でも
素朴でのんびりとし
た風土で知られるパ
ラグアイ共和国。首
都アスンシオンは、
大規模な建築物はあ
まりなく、伝統的な
スペイン瓦の屋根と
レンガ造りの建物が
大 半 を 占 め、 独 自
の文化を有してい
る。パラグアイはス
ペインに支配される
前、先住民族グアラ
ニーが住んでいる地

スペイン瓦の屋根が載るレンガ造建築が連なる

方だった。スペイン アスンシオン市の風景
人による植民地化が

始まると、スペイン人とグアラニー族の混血が進み、現在は人口

パラグアイ独立200周年
記念行事  Photo: Yluux

の 90 ％以上が混血である。公用語がグアラニー語とスペイン語
であり、先住民族であるグアラニー族の文化・言葉・血を引き継
いでることに、パラグアイの人々は誇りをもっている。

首都アスンシオン市における建築の歴史
パラグアイは、他の南米諸国と同じように植民地時代を経て、

1811 年にスペインから独立し、その後、初代元首フランシア（ホ
セ・ガスパル・ロドリゲス・デ・フランシア）の長期独裁体制下
での、政治的、経済的鎖国があった。碁盤目状の道路で形成され
た現在のアスンシオン市は、フランシアによって独断で区画整理
が推し進められ、道路予定地にある民家は全て破壊された。その
後、ロペス政権により鎖国が解かれ、近代化が進められた。コロ

パラグアイ川沿いのコスタネーラ



Photo: Yluux

ニアル建築から、その当時近代的とみなされていたクラシカル建

し、現在でも街のアイコン的存在である建物の建設が進められた。

築への移行が見られ、この時代にはアスンシオン市に鉄道が開通

旧国会議事堂、アスンシオン大聖堂、トリニダード教会、レコレ
タ墓地、霊廟、現在の大統領邸等である。いずれもヨーロッパか
ら設計者を連れてきており、ヨーロッパ様式の影響が色濃くみて
とれる。しかし 1862 年の三国同盟戦争（対アルゼンチン、ブラジ

ボリビア

ル、ウルグアイ）、1932 年のボリビアとのチャコ戦争で国は疲弊
ブラジル

パラグアイ
アスンシオン

し、国政は長い停滞期を迎える。その後、国を再建していくなか
で、ヨーロッパからの移民である建設者によるアカデミック折衷
主義の建築が街に出現していった。

1940 年代になると、ウルグアイやブラジルで教育を受けた最
初のパラグアイ人建築家が帰国し、近代の影響を受けた彼らの

アルゼンチン

建築は街の景色に変化を与えた。1957 年にはアスンシオン国立大
ウルグアイ

学建築学科が設立され、60 年代初頭に最初の卒業生達を輩出した。

70 年代からイタイプダム建設による経済ブームが起こり、それ
によって国内企業が育っていった。また、この時代に発展・進歩
の名のもとに街の歴史を刻む多くの建造物が破壊され、かろうじ
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ている。貿易センターの建設費は、5 千万ドルほどであり、建設
面積は 8 万 2 千㎡で、地下 5 階、地上 20 階の 4 棟のビルから成る。

75％のオフィスは既に売約済みで、そのうち 70％は外資系であ
る。完成予定は当初 2013 年であったが、建設が大幅に遅れ 2015
年に変更された。センター付近はかねてから商業地区で交通渋
滞・駐車場の問題もあり、都市環境への負荷が懸念されている。
Photo: Victor Manuel Baez H.
アスンシオン世界貿易センター完成予想図
（設計・施工：ゴンサレス・アコスタ＆ウッド社）

この地区はもともと、市の条例により最高 7 階建てまでしか建設

て残った建物も放置され、80 年代には、多くの歴史建造物は無残

別条例が出され、間口・敷地面積が標準より大きく、360㎡以上

な状態のまま手つかずであった。90 年代からは、歴史建造物の文

の建物面積を市民に開放する、駐車場を規定の 50 ％以上建設す

が許可されていなかったが、センター建設にあたり、市による特

化的価値の見直しがされていったが、具体的に保存に至るまでに

る等をクリアすれば、建蔽率 100％、そして 7 階以上の建物も建

は年月を要した。

設可能になった。この新しい条例は、一部の現地の建築家の間で

2011 年の独立 200 周年には、大規模な歴史建造物の改修がな

議論を巻き起こしている。しかし、長い経済の低迷期を過ぎ、こ

され、その年は公共・民間の多くの建物が国旗で彩られ、国を挙

こ数年の経済成長を象徴するかのようなセンター建設は、たびた

げて盛大な催しが 1 年間にわたって行われた。これを機に、長い

び現地の新聞でも取り上げられ、アスンシオン市にとっての経済

間アスンシオン市の課題であった、貧民層によって不法占拠され

効果が期待されている。2011 年の起工式には、ルゴ大統領が出席

ていた川沿いの地帯を市民に開放するため、プロジェクト・デ・

し、政府も全面的にバックアップしている。

ラ・コスタネーラが開始され、現在はトータル約 15kmの道路・
コスタネーラが川沿いに建設中である。不法占拠していた人々に
は、立ち退きのため賠償金が支払われ、政府は彼らのために 240
家屋を、川沿いを埋め立てたところに建設した。

2005 年ころから順調に成長を遂げてきたパラグアイの経済が、
2010 年には 14.5 ％の経済成長を記録し、国が平和な時代を迎え

アスンシオン市が抱える課題
近年の経済成長による建設ラッシュによって、アスンシオン市
の景色は様変わりしているが、街のインフラ不備、都市計画は、
今後の大きな課題だ。例えば、公共の水道に接続されているパラ

発展するなかの独立 200 周年は、国民全体による祝福ムードに

グアイの世帯はわずか 48.9％で、下水にいたっては公共下水に接

包まれた。経済の潤いは、建設ブームに火をつけ、ここ数年は

続されているのはたった 10.5％の世帯である。この問題は、たび

ショッピングモールのような大型商業施設、オフィスビル、マン

たび現地メディアでも取り上げられ、最近はアスンシオン郊外に

ション、ホテルが建設されている。国の金融機関 AFDが提供す

位置するウパカライ湖が、近辺の産業排水による深刻な汚染にさ

る低金利ローンもまた、住宅建設の数を押し上げている。

らされている。

2012 年にはルゴ大統領が更迭され政変があり、それに対し国
民の大半は国会によるクーデターであると主張し、近隣諸国も弾
劾決議が一方的で民主主義の破壊があったと批判し、南米南部共

道路整備においては、アスファルト舗装されていない道路も多
く、ピーク時の大通りは渋滞の深刻化が見られる。
ゴミの分別は首都アスンシオンにおいても義務化されておらず、

同市場（メルコスル）へのパラグアイの加盟停止が決議され、ブ

また、ゴミ処理場が、カテウラというパラグアイ川沿いの湿地帯

ラジル・アルゼンチンやチリなど南米諸国が大使を召還するなど

に位置することから、川の汚染が懸念されている。40ヘクタール

の出来事があった。しかしながら、経済制裁はなく、現在は騒ぎ

の敷地には、毎日約 800トンのゴミがゴミ収集車によって集めら

も沈静化し経済に大きな打撃はみられない。

れ、埋め立てられている。アスンシオン市のゴミを一手に引き受

ここ数年の建設ラッシュのなか、アスンシオン市で注目を集め
ているのは、アスンシオン世界貿易センターの建設である。施工

けるカテウラのゴミ収集所はあと数年で許容範囲を超えるため、
新しいゴミ処理場の建設が必要とされている。

は 2011 年に始まり、設計・施工を実施しているのは、現地の大

また、建設ブームにより、不動産会社・民間企業主体による住

手建設・設計会社、ゴンサレス・アコスタ＆ウッド社で、出資は

宅・商業・オフィスビルの建設が速いスピードで進められており、

現地不動産会社カピタリスによる。この 2 つの企業は、共にパラ

市による都市計画が不十分であるため、アスンシオンの街並みが、

グアイ人建築家ゴンサレス・アコスタ氏が陣頭指揮を執ってい

今よりいっそう統一感・調和のないものになっていくことが懸念

る。敷地は、空港へ繋がるアヴィアドーレス・デル・チャコ大通

されている。

り沿いに位置する。敷地付近は、1995 年と 1996 年に 2 つの大型

公共交通機関に関して言えば、アスンシオンの交通渋滞を緩和

のショッピングモールが建設されてから、アスンシオンの新しい

するため、現在の無秩序なバス路線から、ブラジル南部の都市ク

商業地区といわれており、空港に近いという利点があるアヴィア

リチーバを見本としたメトロバス・プロジェクトによるバス路線

ドーレス・デル・チャコ大通りは、将来のビジネス街を構築する

の整備を建設省が計画しており、米州開発銀行 BIDからの出資を

という企業側の意図によって、次々とオフィスビルが建てられ

要請するため昨年 9 月に国会で審議されたが、承認が降りず、現
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Photo: Arq. Javier Corvalan+Laboratorio de Arquitectura

ユニレーベル・ビリャ・エリサ支所
（設計：ソラノ・ベニテス）

Photo: Gabinete de Arquitectura

ウンブラクロハウス
（設計：ハビエル・コルバラン）
（上／外観、右／内観）

Photo: Leonardo Finotti

在まで実現していない。バス会社側の反対、トロリーバスや電車
を支持する権力層の人々もいて、メトロバス計画実行に歯止めが
かかっていた。今年 3 月 26 日に再度、改正版が国会に提出され、
現在審議中である。改正版ではトロリーバスを採用しており、資

テレトン拡張工事
（設計：ソラノ・ベニテス）

Photo: Gabinete de Arquitectura

金源は米州開発銀行 BID・国際開発基金 OFID・国家見返資金か
ら、投資額は合計 2 億 1290 万米ドルになる。

パラグアイのアトリエ建築家
近年の大手建設会社に代表される近代的な建築に対抗するよう
に、建築家個人の作家性を強く反映したいわゆるアトリエ系建築
設計事務所もパラグアイには多く存在し、中には南米だけでなく、
北米・ヨーロッパに活躍の場を広げる建築家達がいる。今回、執
筆するに当たって、パラグアイを代表する 3 人の建築家、ハビエ
ル・コルバラン氏、ソラノ・ベニテス氏、ホセ・クビリャ氏らの
事務所を訪れた。彼等の建築は、リサイクルを重視し、そのス
タンスは地域環境・文化を反映したサステナブルでローコストな
建築が中心である。パラグアイの建築は、灼熱の太陽・豪雨など、
亜熱帯の風土に順応するこ
とが必要とされる。赤色の

Photo: Parsa Khalili

LAの別荘
（設計：ソラノ・ベニテス）

Photo: Gabinete de Arquitectura

粘土質の土「ティエラ・ロ

リック大学建築学部を 1987 年に卒業し、ローマで都市の回復と

サ」が豊富にあることから、

修復を学んだ後、1990 年から個人でスタジオ・ラボを始める。国

さまざまなレンガ・瓦・飾

内の数々の設計コンペで 1 等賞をとっている。その中には、マン

りレンガ等があり、その他、

、ア
サナ・デ・ラ・リベラ・エクスペリメンタル劇場（1994 年）

現地の採石場で採れる石・

スンシオン市立劇場復旧案（1996 年）、フアン・デ・サラサール

木材などが建材として主流

、イ
スペイン文化センターの復旧・拡張プロジェクト（2003 年）

である。これらは、彼等の

、サン・
タイプ・ビナシオナル・ジュイ・ルパ自然公園（2003 年）

多くの作品で主に活用され

ロレンソの米・パ文化センター（2004 年）、サン・ラファエル国

ていて、現場は建材の合理

立公園の科学ステーション（2004 年）等がある。2000 年には、現

化・リサイクルのアイディ

代建築賞、2002 と 2004 年には、イベロアメリカ建築・エンジニ

アに満ちている。

アリング・ビエンナーレでファイナリストに選ばれている。1996

ハビエル・コルバラン氏
は、 ア ス ン シ オ ン・ カ ト コルバラン氏のスタジオ・ラボ入口

アスンシオン国立大学建築学部で教鞭をとっている。また、ヴェ
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年からアスンシオン・カトリック大学建築学部そして近年では、

Photo: Arq. José Cubilla & Asociados

ト・ハウス、ラス・アニタス・ハウス、テレトン拡張工事、LA
の別荘等がある。ベニテス氏いわく、
「建築学科を卒業した当時、
パラグアイ経済は低迷期で、そういった時代だったからこそロー
コスト建築のアイディアが培われていった」と言っていた。自身
の作品のクオリティを保つ秘訣を聞いたところ、
「とにかく時間を
かけること。壁だったら、建ちあがるその時まで他にいい方法を
考える。ドアや窓でも取り付けるその瞬間まで考える。そうやっ
て時間をかけて考えることで、自然とクオリティは上がっていく。
絶えず新しいことに挑戦し、失敗と成功を繰り返して経験を積み
重ねていくことが大事」とのこと。自身の今後の目標についてう
かがうと、
「人生の目標は生きること、自然とのふれあいを通じて、
人間が人間らしく生きる快適な空間を提供すること」と言ってい
たのが印象的だ。
ホセ・クビリャ氏は、1994 年にアスンシオン国立大学を卒業後、
漁師の家
（設計：ホセ・クビリャ）

Photo: Arq. José Cubilla & Asociados

アスンシオン・カトリック大学建築学部の大学院で現代建築を学
び、アルゼンチンのノルデステ大学大学院では計画実験を学んだ。
主な設計コンペでの受賞歴は、パラグアイにおける社会発展セ

ニス IUAV 建築・都市機関、ISTHMUS カリブ・ラテンアメリカ

ンターと学校設計案（2005 年）、カビルド 2007アワード設計競技

建築設計スクール、サン・パウロ市のエスコーラ・ダ・シウダー

（2007）、農牧省の復旧設計競技（2010 年）、そして 2012 年に漁師

ジの客員教授である。コルバラン氏は音楽家でもあり、事務所と

の家で第 7 回イベロアメリカビエンナーレを受賞している。また、

訪れた際には、ジャズが流れるなか、建築家を目指すコルバラン

2011 年にパラグアイ建築家協会から、傑出した建築家に贈られ

氏の息子、クロアチア・イタリアからの建築学生が仕事をしてお

るアルキテクトゥラ・エメルヘンテ賞を受賞している。アメリカ

り、とても国際的な雰囲気だった。コルバラン氏の建築作品は、

のテキサス・アウスティン大学や、メキシコのエルモシリォ、ブ

南米だけでなく、アメリカ・ヨーロッパの雑誌等で取り上げられ、

ラジルのリッテ・ドス・レイス大学建築・都市学部、アルゼンチ

さまざまな国でワークショップも頻繁に行っている。スタジオ・

ンのサンタフェ・カトリック大学等で講演を行っている。ブエノ

ラボ入口のテンプレート・ガラスをリサイクルしたパッチワーク

ス・アイレス、ヴェニス等でもワークショップを行っている。ク

風の巨大なドアが印象的で、サステナブル建築を目指す氏の思想

ビリャ氏いわく、
「美しさも大切だけれど、美しさと機能性だと、

を目の当たりにした。

機能性に重点を置いており、無駄なものを省いた経済的で環境

ソラノ・ベニテス氏は、アスンシオン国立大学を 1986 年に卒

への配慮がされた建物を設計することを重視している」とのこと。

業。1987 年に設計事務所ガビネテ・デ・アルキテクトゥラを設立

自身の代表作である、漁師の家は、パラグアイの伝統家屋である

し、現在アルベルト・マリノニ氏、グロリア・カブラル氏と事務

クラタ・ジョバイ（多機能広場であるギャラリーをはさんで、向

所をシェアしている。数々の受賞歴の中では、1999 年にパラグア

かい合って両側に寝室がある間取り）をモデルにしている。

イの国の文化に貢献し、傑出した若者に授与されるホベン・ソブ
レサリエンテ賞をパラグアイ青年会議所から贈られ、2008 年には
現代建築に貢献している若手建築家に贈られる BSI スイス・アー

パラグアイの未来

キテクチャル・アワードを受賞した。その他、2011 年にパラグア

近年、南米諸国が経済発展を遂げていく中、パラグアイも着実

イ国会より、国への貢献による名誉賞が贈られ、同年パラグアイ

に成長を続けている。経済的発展を目指す中、人々は伝統・文化

建築家協会より、
「パラグアイ独立 200 周年の建築家」として選出

に誇りをもっており、今後、街の景色・人々の暮らしががどう変

された。また、2012 年にはアメリカ建築家協会に名誉会員として

わっていくのか、パラグアイの未来に期待したい。

迎えられている。その他、ガビネテ・デ・アルキテクトゥラが、

1999 年にラテン・アメリカの建築家に授与される、ミース・ファ
ン・デル・ローエ賞・第 2 版のファイナリストに選出されている。
数々の大学で教授として迎えられ、その中には、アメリカの UC
バークレー、ハーヴァード大学もあり、その他南米を中心に約

30 校あまりの大学から招待を受け、授業をしている。代表作と
して、イトゥの休暇複合施設、ピリベブイの墓、ユニレーベル・
ビリャ・エリサ支所、エスメラルディナ・ハウス、アブ＆フォン

山中 恵（やまなか めぐみ）

1981 年にパラグアイで生ま
れ、2005 年にアスンシオン
国立大学建築学部を卒業。ア
ルゼンチン・パラグアイ・カ
リブで建築現場の経験を積み、
2009 年に早稲田大学渡辺研
究室で約 1 年間研修した。現
在はパラグアイのゴンサレ
ス・アコスタ＆ウッド建設会
社に勤務。
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地域に根付く建築とその文化的意味
坂倉準三設計による呉市庁舎・市民会館
ある日突然、それまで自分達の遊び場だった原っぱに、ブル

2011 年 9 月プロポーザルで呉市役所・市民会館の改築を知りま

ドーザーだったり、現場練りのコンクリートプラントだったり、

した。公募から提出まで 2 ヵ月足らずで提出期限を迎え、最優秀

砂利・砂・セメントタワー・ヒューム管など、建設工事に関連し

案が選出されました。残念なことは 2 位・3 位・4 位・等選出経緯

た資材や大型建設機械が持ち込まれました。いったい何が始まる

が全く市民に知らされないままに設計が進み、2013 年を迎えた 1

のかと子供心に興味津々で、その近くで工事をしていた職人さん

月には実施設計完了・現説という、150 億円近いプロジェクトと

にそれとなく尋ねると、今の市役所の建物が古く狭いのでこの場

しては極めて急ピッチでことが進められたことです。審査委員長

所に新しく建てて移転するのだと教えてくれました。

が某大学心理学の教授で建築家や建築設計を本業としている審査

それからはガキ大将の興味は遊び場の原っぱから、土工事な

員は皆無、大学で歴史を専攻する准教授・建築計画を専門とする

どで搬出される土砂山やコンクリート資材の砂利山、排水管の

教授がいたのですが、その人たちの意見が通ることは無かったよ

ヒューム管などに移り、我が物顔であたかも自分達の基地ができ

うに思えます。

たと喜んでいました。場内を駆け廻る小学生のガキ共は工事関係

結論としては、最終的に市民が納得するものが建てばそれにこ

者から幾度となく叱られ、それでも平気な顔で遊び廻っていまし

したことはないのですが、建築の文化的な意味を考えると、果た

た。当時は現在のように仮囲いなどは無く、有るのはロープを鉄

してこれで良かったのか？と疑問を感じることも確かです。

筋に結び付けた程度のものでしたから、自由に出入りすることが

現市庁舎ロビーに展示してあった現在の坂倉準三設計による建
築と、これから改築されるプロポーザルコンペ最優秀案の建物と、

できました。
地下室・地下駐車場など、地下構築物の建設に於ける根切りな

どちらに市民が軍配を挙げるのかが楽しみでなりません。ここで

どは前面道路の 8mの歩道も取り込み、今では到底考えられない

敢えて「展示してあった」というのは、数日すると現市庁舎・市

完全なオープンカットで斜めに掘り込まれていました。それはま

民会館模型が撤去されていたからです。

るで谷底深くにつづく斜面のようで、行き交う人々ものぞき込む

呉市民にとって愛着のある現市庁舎はいずれ解体されることが

ようにそばを通り抜けていました。さすがにこの付近を通るとき

決まっており、用途変更等で保存されないことが無念でなりませ

は子供心に恐怖感を覚えたことなどを鮮明に覚えています。コン

ん（ただしオリジナルと比較すると観るも無残なことになってい

クリートプラントに砂利・砂・セメント・水を投入しながら同時

るのですが）
。

にん く

に人工が猫車を押して足早に場内を駆け巡る。時に地下水を含ん

同じ時期に建った丹下健三の香川県庁舎は保存が決定していま

で膨張した根切り土などは表面がブヨブヨと波打っていて、その

す。そのことの意味と呉市の場合との対応の相違について、地域

上を足が埋まらないように走り廻るなど、新しい遊びを次々に発

に於ける文化意識の違いを感じざるを得ません。
呉市民会館は 1 月末には完全に解体されてしまった。

見していました。
小学校 3 年生時に着工してから毎日少しずつ変化し続ける現場
の様子を見ながらの日常は、子供達にとっては唯々愉しいこと
ばかりで、ふと気づくと遊び場がなくなったことへの不満など、
とっくに忘れていました。それから約 2 年が過ぎた頃、足場も解
体され呉市役所本庁舎・市民会館の全体像が見えたとき、この建
築がまるで自分の分身のように思えてなりませんでした。この
頃、父のカメラを借りて様々な位置からこの建築を撮り廻りまし
た。同時にペンライトを持って忍び込み、探検と称して竣工前の
建物内を隅々まで走り廻りました。私が小学校 5 年生の秋、呉市
役所・市民会館は竣工しました。
それは子供心に「カッコええ」と思いました。後にこの建築が
日本の有名な建築家・坂倉準三の設計によるものだと知ったのは

坂倉準三設計による現呉市庁舎・市民会館の模型（手前）とプロポーザル
コンペ最終案の模型

大学に入ってからでした。子供の頃から現在までこの建築は、建
築に理解の無い役所の維持対応で無残な姿になった今も、私に
とって自慢の建築です。

4、5 年前から今後も利用し続ける計画で、庁舎全体の空調設備
をはじめ機械設備全般並びに建築本体リフォームなどに着手し、
昨年春には床壁天井全てがスティール製籠という、竣工当時から
未更新の EVも寿命を迎え、更新を余儀なくされました。このよ
うに将来への投資をしている最中、市町村合併等に伴う特別補助
金の期限が迫っているということで、慌ただしく改築の話が動き
出したようです。
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現呉市庁舎（右奥）と市民会館（左手前）の模型
呉市民会館は 1 月末に解体された

岩本秀三（広島地域会）

April 2013

2012 年度 JIA 各賞受賞作品紹介

第 13 回

JIA 環境建築賞

JIA 環境建築賞は、長寿命、自然共生、省エネルギー、省資源・循環、継承
性などのテーマを通じて、社会資本としての建築を創造することができたか
を評価するものです。今号では 2012 年度の受賞作品を紹介します。
審査委員：小玉祐一郎（神戸芸術工科大学）
〈審査委員長〉
野原文男（日建設計） 安田幸一（東京工業大学） 宿谷昌則（東京都市大学） 中村
総評

JIAが他の建築関連 4 団体とともに、
「地球環境・建築憲章」を

勉（中村勉総合計画事務所）

ゼンテーションを経て、賞の選定を行った。

制定したのは 2000 年 6 月、長寿命、自然共生、省エネルギー、省資

一般建築部門最優秀賞の「録 museum」は、建築と環境の新しい関

源・循環、継承を具体化する活動が始まり、この環境建築賞も一定の

わり方の提案が評価された。建物の形の生成の大きな要因となった樹

役割を果たしてきた。

木の成長は、広義の環境と同様、予測不能なところがあるが、そのよ

地球環境の視点から建築を評価する LEEDや CASBEEといった評価

うな不安定な関係がもたらす緊張感とともに、人間の身体に即した空

システムが開発・制度化され、建築に携わる人々の資源やエネルギー

間構成が新鮮で魅力的だった。入賞作品は総じて、異なった地域の条

に対する意識を啓発してきた。

件や敷地の条件を深く読み、既存の要素技術の集合にとどまらぬ新し

一方で、環境建築には、このような評価のほかにも多様な評価があ

い提案が印象的であった。建物の省エネルギーの達成は高性能の建材

るとも考えられるようになってきた。環境に対する配慮は、確実に建

や設備システムの進歩と「いたちごっこ」の関係でもあるが、これら

築を変えつつあるように思われる。新しい自然観や身体感覚に基づい

に過剰に依存し、使い方を読み誤ると逆効果にもなることを感じさせ

た建築が出現し始めている。これは、際限のないエネルギーと資源の

られた。また、ユーザーの住まい方によって大きく左右されることも

供給を前提として出現した 20 世紀の都市・建築の根本的な転換となり、 あらためて感じさせられた。
これまで環境建築の普及促進の意味もあって応募の門戸は広く開か
建築と自然との関係を再構築する端緒となることを予感させる。3.11
はこのような認識をいっそう強めるものであった。
13 回目を迎えた今回の応募は、44 点の多くを数えた。環境行動ラ
ボが作成したチェックシートをも参照しながら、一般建築部門、住宅

れていたが、次回からは、審査関係者の応募が禁じられることになっ
た。ひとつの転機となるが、それだけ応募作品のレベルが充実した表
れでもあろう。次回も多くの応募を期待したい。

（小玉祐一郎）

建築部門それぞれ 6 点を選出し、11 月の JIA 大会の会場での公開プレ

一般建築部門
最優秀賞

録 museum

設計者：中村拓志（NAP 建築設計事務所）
建築主：録 museum
施工会社：丸山工業
栃木県小山市の郊外に建つ小規模の私設美術
館である。街道沿いの小さな森の中に似つか
わしくないほどの大木が立ち並び、その森に
抱かれるように小さな建築が挿入されている。
審査で訪れたとき、大木の遮光と蒸散効果
で、ひんやりとしていて、心地よい風を感じ
た。樹木の下枝を 3 次元測量して得られた曲
面屋根の内部空間には、頂部から木漏れ日の
ような光が降り注ぎ、まるで自分が大木の下
に座っているような錯覚を感じた。15 本の大
木をグリッド状に並べた後で、建築の設計を
始めたというユニークな設計方法は、体験し
たことのない環境建築を創り出し「攻めの環
境手法」として高く評価された。（安田幸一）

JIA MAGAZINE 291

April 2013 ●

017

優秀賞

陸別小学校
設計者：菅野彰一、小谷陽次郎、廣重拓司（北海道日建設計）
建築主：陸別町
施工会社：萩原・朝倉・佐藤経常建設共同企業体
陸別町は零下 30 ℃にもなる日本で最も寒い
町であり、この厳寒の環境への対応が否応な
く求められる。さらにこの 20 年間に、多く
の公共施設が造られたが、それらによる町の

梁の空間は見事である。天井があまり高すぎ

短冊状の校舎であるが、プリミティブな空間

風景が、どこまでも伸びようとするかのよう

ず、入口、図書室、音楽室などの活動の集約

の力が強く訴えかけている。温熱効果として

な水平線的デザインが共通し、美しい風景と

する 3 つの部分を膨らませ、単純な凸面でな

主張している教室棟南側の地中熱利用は距離、

なって特徴づけられてきた。陸別小学校は既

く、複雑な空間形状を創り出している。さら

深さともにあまり効果は期待できないことか

存校舎を使いながらその北側に中央管理・特

にこの多目的ホールに面する音楽室が間仕切

ら改善が必要とされる。隣の保育所との連続

別教室棟を、南側に教室棟を配置し、西から

りを開放すると舞台となってイベント時には

水平空間の風景が先に述べた陸別の町の景観

の通学路に沿って体育館との連絡路を整備し

空間が変化し、思いがけない楽しい空間体験

特徴をさらに高めていることも評価された。

た。

をもたらしてくれる。教室棟はこれに比して

中央棟内部の 3 次元に膨らんだ集成材格子

優秀賞

和光小学校・幼稚園改築工事

主動線とした構成が新しい。この外部廊下は、

設計者：中村

冬期には格子戸を閉めることで温室効果が得

建築主：学校法人 和光学園

理事長 奥平

勉）

夏期には日射遮蔽効果と自然通風が得られ、

撮影：新写真工房 堀内広治

勉（中村勉総合計画事務所）

（中村

単調な 6 教室とオープンスペースの連続した

られる。視覚的にも子供たち同士のコミュニ
ケーションの中心となり、特に運動会には親

康照
施工会社：白石建設・新菱冷熱工業・弘

たちの絶好の観覧席ともなる。この回廊廊下
形式は既設の幼稚園校舎がテラス形式であっ

電社
世田谷の低層住宅地に建つ小学校・幼稚園の

たことをうまく継承していることも、学校や

再開発計画である。ロの字型校舎で運動場を

子供たちにも受け入れやすく、都市型小学校

取り囲み、回廊式廊下や階段で 2 階レベルを

のプロトタイプとなりうる新しい環境デザイ

ンを提示したという点で高く評価された。
（安田幸一）
撮影：NARU 建築写真事務所 中塚雅晴

入賞

NEXUS HAYAMA
設計者：齋藤志津夫（日本設計）
建築主：第一三共
施工会社：清水建設
この建物は都心から程近い葉山の小高い丘の
上に建つ宿泊施設を持つ研修所である。敷地
からは、遠く相模湾の向こうに富士山を望むこ
とができるなど羨ましい限りの自然に恵まれて

随所に採用している。これらの仕掛けは何れ

ザイン力が如何なく発揮されている。審査に

いる。設計においては太陽の光や熱、風、大

も工学的に良く練られているだけでなく、建物

おいては、大変に優れた環境建築との評価を

地の温もりなどの自然の恵みを、建 築と設備

の熱需要や使い勝手との相性を十分に検討し、

得た一方で、宿泊ゾーンの計画がやや淡泊で

が一体となって最大限に享受できる仕掛けを

適切な方式を選択するなど高度な解析力とデ

はないかとの指摘があった。

入賞

東京都港区立芝浦小学校・
芝浦幼稚園

間・教室空間が印象に残る学校建築だ。建築

設計者：岩崎克也、伊藤佐恵（日建設計）

来の小学校建築の常識に比べればはるかに高

建築主：東京都港区

い性能をもつ。小学校としては少々過剰と思

施工会社：安藤・ノバック・小俣建設企

える設備もあったが、環境を配慮した様々

外皮に設えられた断熱性能・遮熱性能は、従

な設えが学校運営の中で十分に活かされれば、

業体

四季を通じて不自然でない室内環境が実現で
集合住宅・商業施設・オフィスビルなどが再

きていくだろう。そんな環境で小学校時代を

開発された芝浦地区の一角に建てられた小学

過ごす子供たちの未来は楽しみなはずだ。そ

校である。玄関を入ってすぐのところに構

の願いも込めて高く評価したい。
（宿谷昌則）

えられた大きな空間とゆったりとした廊下空
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（野原文男）

住宅建築部門
優秀賞

丈六の家
設計者：新居照和（新居建築研究所）

れ、その外側を大きな Low-E ペアガ

建築主：相原千恵子

ラスで囲っている。西側からの日差
しが丘で遮られ、心配した西日対策

撮影：北田英治

施工会社：アークホーム

1980 年に建てられた住宅を、20 年後に再生

は必要なかったそうだ。南からのダ

してからすでに 10 年が過ぎている。旧住宅

イレクトゲインの受熱と、西側の目

を中央に土蔵風に珪藻土で包み、その西側に

隠しを兼ねた緑化壁、そして通風と

幅 4m、南側に幅 2.1mの 2 層ボリュームのガ

2 層の高さによる夏の上部からの換気により、

イベートスペースを旧住宅部に内部化し、ガ

ラス空間で囲っている。この増築部分が半間

快適な環境を創り出している。また、南前庭

ラスで囲った開放的な増築部との空間の対比

ごとに 120×210 の柱を林立させ、貫とくさ

への排水浄化水による鑓水と高木緑化がもた

も秀逸である。

びの伝統木造構法で格子を組んだ構造で造ら

らす蒸発熱と日射遮蔽の効果で涼しい。プラ

優秀賞

西洞院の町家

るなどプランニングのアイディアが光る。ま

設計者：関谷昌人（PLANET Creations

瓦にすることで、建物の中央付近に自然光を

関谷昌人建築設計アトリエ）

（中村

勉）

た台所の吹き抜け上部の屋根の一部をガラス
落としている。これにより暗いイメージを払

建築主：當森信子

拭しているが、この吹き抜けは冬には室内温

施工会社：アムザ工務店

熱環境の悪化をもたらす。このため、半透明
の水平スライド式建具を、吹き抜け空間か

る。町家と言えば、暗く寒いという先入観が

ら居住域空間を切り取る高さに設けることで

あるが、明るく温かい町家に生まれ変わって

暖かい空気が上部に逃げることを防いでいる。

いる。町家の構造システムには手を入れずに、

この建具は設計者の発想に依るもので、完全

台所からトイレ、洗面、風呂の機能を玄関か

な気密性はないものの十分な機能を発揮して

ら中庭へ通じる廊下に沿ってリニアに配置す

（野原文男）
いるものと思われ称賛に価する。

撮影：喜多 章

この町家には年老いた女性が一人で棲んでい

優秀賞

母の家
設計者：吉元

学、平野恵津泰（ワーク○キューブ）

建築主：吉元

学

施工会社：ホシケン
田畑が広がるのどかな郊外の一画にあって、
設計者の 78 歳のご母堂が一人でお住まいで
ある。南側には敷地より一段高い生活道路に
近接する。走行する車の少ないこの道からは、
覆土された大きな屋根が見え、低い軒をくぐ

んぼが広がり、風が抜ける。十分な断熱を施

冷暖房方式は初の試みで、改善の余地がある

るように室内に入る。玄関もインテリアも小

し、冬は床暖房でほどほどに室温を上げ、あ

という設計者の弁には同感。道を通る子供た

柄な住み手のスケールに合わせた配慮が心地

とは炬燵で過ごされるという。住まい方に合

ちの気配を感じ、季節の変化を楽しむ、地域

よい空間だ。居間の北側にはテラス越しに田

わせた合理的な設計だ。床下空間を生かした

に溶け込んだような住宅だ。 （小玉祐一郎）

入賞

Secret garden
設計者：芦澤竜一
（芦澤竜一建築設計事務所）
建築主：富岡國利
施工会社：安松託建
この建物は、夏は外気温が日本一になるく
らいに暑く、冬は上州の空っ風（赤城おろ
し）で有名な群馬県伊勢崎市に建っている。

がもたらす屋根から室内への悪影響を最小に

味深い。一つ残念だったことは、4 隅の立方

Secret gardenの名前のとおり、12 個の立方

している。過酷な気候への対策が建築デザイ

体が RC 造のコンクリート打ち放しになって

体に囲まれた中庭空間は、空っ風を遮り、子

ンと調和しながら良くできているだけでなく、

いて、ここだけが断熱されていないが、その

供たちに絶好の遊び場を提供し、各立方体の

12 個の立方体の連続からなる建築は、オー

うちの一つの立方体が夫婦の寝室になってい

屋上は緑化され平屋ながらも夏の厳しい日射

ナーの生活様式や美意識とも合致していて興

たことである。
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JIA NEWS
書籍紹介

若手建築家・技術者の
海外進出等、国際化支援事業の
お知らせ

『建築 21 世紀はこれからだ
編集者・写真家 300 年の視点』
戦後日本の近代建築の発展は、建築雑誌の働
き抜きには考えられない。中でも『新建築』の

（一財）国際建築活動支援フォーラム（理事長・小倉善
明）では、建築を目指す若い人達の海外における活躍
のきっかけとなるよう、次の事業への助成をします。

果たした役割は誰も否定できないだろう。
本書は 1964 年から 16 年間同誌の編集長とし
て、黄金時代の建築界と歩みをともにしてきた
馬場璋造と配下の編集者とカメラマンたちの論
集である。無署名のあとがきに馬場氏の足跡が
端的に紹介されており貴重な記録になっている。

詳細は JIAのホームページをご覧下さい。

著者（掲載順、敬称略）

http://www.jia.or.jp

馬場璋造、 寺松康裕、 類洲環、
相模書房刊

中谷正人、 神子久忠、 松岡満男、

2013 年 2 月刊行

小林浩志

定価

・タイの建築現場での実務研修助成
・マドリッド欧州大学への留学助成
・海外活動自主プログラム助成

1,800 円＋税

四六判、上製本、232ページ

理事会報告
■ 2013 年 3 月 19 日

第 210 回理事会速報

各規約をそれぞれ修正の上、4 月理事懇談会で協議し、5 月理事会
で審議することが確認された。

●日

時：3 月 19 日㈫

●場

所：建築家会館 1 階大ホール（集合方式）

13 時 30 分～ 18 時 30 分

【報告事項】

1.

災害時における JIAの支援活動の円滑化に関する実証訓練報告

11 月 8 日に近畿支部で実施された「災害時における JIAの支援活
動の円滑化に関する実証訓練」について、報告が行われた。

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。

2.

中央建築士審査会の行政処分者に対する職責について
中央建築士審査会の行政処分者に対する職責について、経過報
告が行われた。

【審議事項】

1.
2.

入退会者承認

3.

会員種別変更事務に関する諸問題について、報告が行われ、

後援名義承認

①正会員への会費請求は、従前のシステムで行い、新会員・会費

9 件の JIA 後援名義使用が、全会一致で承認された。
3. 入会申込書式承認
公益社団法人移行後（4 月 1 日以降）の入会申込書について、正会
員の入会申込書については一部修正の上全会一致で承認された。
準会員の入会申込書式については、雛型案が提出され、各支部で
変更して使用することが確認された。
4. 新会員規程の軽微な変更の件
新定款との語句の統一のため、新会員規程の軽微な変更が、全
会一致で承認された。
5. 建築アーカイヴス会議 WGによる NPO 法人設立と業務移行につ
いて NPO 建築文化推進機構を設立して、建築アーカイヴス会議
の業務を同 NPO 法人に移行することが、JIAと金沢工業大学と同
NPO 法人の契約関係を確認することを前提に、全会一致で承認
された。
6. ベルコリーヌ対策会議解散の件
独立行政法人都市再生機構と正式に「覚書」を交わし、精算が終
わったことにより、ベルコリーヌ対策会議の役目が終了したため、
同会議を解散することが全会一致で承認された。
【協議事項】
1. 支部規約・地域会規約・地域会規則の制定について
支部規約・地域会規約・地域会規則の共通項目の確認が行われ、

020

会員種別変更に関する事務処理について

入会 21 名、退会 23 名、休会 2 につき全会一致で承認された。
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システム運用については 7 月から行うこと。
②シニア会員への会員種別変更については、2013 年度から適用す
る（過払い分は返納する）。
等が確認された。

4.

会員増強及び新会員対応特別委員会報告
理事会前に開催された会員増強及び新会員対応特別委員会の報
告が行われた。

2013 年度総会及び理事会・理事懇談会の日程について
2013 年度総会及び理事会・理事懇談会の日程として、下記が確
認された。
4 月 12 日理事懇談会、5 月 7 日理事会、6 月 6 日理事会、6 月 28 日
2013 年度通常総会、7 月理事懇談会、8 月理事会、9 月理事懇談会
（大会時・北海道）、10 月理事会。
それ以降は理事懇談会と理事会を交互に開催
6. JIA 全国大会（2014 年度中国支部・2015 年度北陸支部）開催地に
ついて
全国大会の開催地について、2014 年度中国支部・2015 年度北陸
支部で開催することが確認された。
7. その他
4 月 1 日以降の予算執行については、芦原会長の先任事項として
執行することが確認された。
5.

■新規入会承認者

承認日：2013 年 3 月 19 日

東北支部
東北支部
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
東海支部
北陸支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部
中国支部
中国支部
中国支部
四国支部
九州支部
沖縄支部

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

青森県
宮城県
福島県
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
愛知県
富山県
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
岡山県
岡山県
広島県
高知県
福岡県
沖縄県

堀内将人
東山 圭
清 利幸
上野 武
杉浦義孝
藤井正紀
山崎 淳
梶浦 暁
黒野有一郎
熊谷 猛
菅正太郎
西村清是
武田憲昭
原田 稔
岸本貴信
松下大輔
武村耕輔
正木繁康
田上圭一
智原聖治
久田友一

㈱堀内将人・新・建築設計
合資会社 東山設計室
一級建築士事務所 清建築設計室
㈲上野藤井建築研究所
㈱杉浦建築設計事務所
㈲上野藤井建築研究所
㈱日建設計 東京本社
㈱梶浦暁建築設計事務所
一級建築士事務所 建築クロノ
abs 一級建築士事務所
すがアトリエ
㈱浦辺設計
PROCESS5 DESIGN
㈱地域計画建築研究所大阪事務所
一級建築士事務所 CONTAINERDEISIGN
岡山理科大学
㈱武村耕輔設計事務所
㈱マキ建築設計事務所
㈲ TAG 建築設計事務所
智原聖治アトリエ
久友設計㈱

今月の特集は、少し若い世代の論客でもある建築家の竹内昌義、山代悟、中村拓志の
各氏に議論をしていただきました。それぞれに異なる方法で新しい建築・都市のあり方
を求めているのが印象的でした。プロセスは異なっても最終的には統合され、21 世紀の
ひとつの大きな流れになっていくと思いました。海外レポートは、日系パラグアイ人の
建築家の山中恵さんにパラグアイ建築事情を書いていただきました。南米も大きく変わ
ろうとしています。世界中の動きを知ることも重要になってきています。
先日、この特集で隈研吾さんにインタビューをしました。東北、日本復興を正義感や
責任感、義務感に過剰に縛られることなく、地域に伝わるモノづくりをもとに希望を持
てるような国づくりを彼の国際的なネットワーキングも生かして進める提案には大いに
興味を持ちました。詳しい内容は 5 月号に掲載されます。景気は好転していると言われ
ていますが、依然として災害地の復興が遅れている事実を忘れるわけにはいきません。
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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
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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 と建築向け BIM ツール Revit LT がセットになったお得な AutoCAD Revit LT Suite に、この機
会に是非アップグレードをお願いします。
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※ 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。

キャンペーンに
関する詳細は

JIA 館

※詳細は下記 URL のキャンペーンページをご覧ください。

東京都渋谷区神宮前 2-3-18

※ 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のメーカー希望小売価格は上記のとおりです。
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オンラインストアにお問い合わせください。
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