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アルカタイモスク・カイロ（エジプト）
イスラム教では 1 日に 5 回、モスク（イス
ラム教寺院）でメッカの方向に祈りを捧げ
る。
もともと砂漠で祈りに集中するために、
メッカの方向に合わせ周囲を壁で仕切った
のがモスクの原型である。
祈りの時間は厳格に決められている。やが
て町の中にモスクが作られるようになると
周囲の信者に祈りの時間を知らせるミナ
レットと呼ばれる搭が建てられる。
祈りの前には身を清めることが戒律になっ
ていて、どのモスクにもそのための水が必
ず用意されている。そこでモスレム（イス
ラム教徒）達は耳の裏や足の裏まで熱心に
身を清めるのである。
後世になるとモスクは装飾に彩られ華美に
なっていくのだが、イブン・トゥルーン王
が 9 世紀に創ったこのアルカタイモスクは
メソポタミアの伝統を取り入れた装飾の少
ない簡素な建物である。1 本のミナレット、
中庭、それを囲む列柱、水堂と最小限の要
素からなるシンプルなモスクである。
しかし、それらの建築エレメントは質素で
ありながら、モダニズム建築を思わせるよ
うな、幾何学からなる豊かな魅力溢れた造
形となっている。
正方形の中庭中央に置かれた水堂の建物
は、地上で正方形の平面が上にいくに従っ
て多角形になり、やがてドームへと変形し
ていく、現代でも色褪せない魅力を持った
造形である。
モスクの外側の一角に螺旋状に上がってい
くサマラーの塔を思わせるミナレットは凛
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とした気品ある風格を漂わせ、モスクの中
庭空間を見下ろし、このモスクのシンボル
となっている。
全体に装飾は抑えられているが、見上げる
と中庭回廊頂部のパラペットは抑制の効い
たイスラムの特色である凹凸形からなる。
コーランのことばと思われる、アラビア語
のカリグラフィーをそのまま彫刻にした装
飾は、決して過剰なデザインではないが、
ややユーモラスな造形はモスク全体を支配
する緊張感を和らげている。
これだけシンプルな要素で作られたモスク
でありながら、美しく強く気品に溢れた印
象を、訪れるものに与え続けている。

（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

閉塞状況を突破する力
アウトローのエネルギーに期待
こてきました。地球環境問題、グローバリズム、西洋合理主義から新しい価値観への転換、新しいラ

れまで 1 年間、特集「建築・都市のパラダイムシフト」では建築界に限らず、様々な人の話をうかがっ

イフスタイル、現代のコミュニティのあり方、自然と建築等々、多くの示唆に富んだご意見を頂きました。
読者の方からも大きな反響があり、いずれきちんとした形で整理しまとめていきたいと思います。今回は
世界を股にかけて活躍されている隈研吾さんにお話をうかがいました。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）

———ライフスタイルの転換 ⓬

東北の職人をサポート

●

思っていました。

古市●日本では、以前は盛んに ITとか、ハイテクと叫

隈●いままでとは少しちがった視点でお話しできると良

ばれてデジタル化、ヴァーチャル化の方向に突き進ん

いですね。

できましたが、3.11 以降少し雰囲気が変わってきまして、

いま、地方の話はもちろんよく出てきますが、僕は地

例えばいままでは、あまりにストレートで恥ずかしくて

方の中でも、ものづくりの人にどうやったら直結できる

言えなかったような「人と人のつながり」や、
「コミュニ

かを考えています。

ティ」という、かつては時代遅れといわれたアナログ的

古市●ものづくりというのは、職人のことでしょうか。

な言葉が盛んに聞かれるようになりました。この特集を

隈●職人たちや施工の人たちですね。僕は、90 年代の半

約 1 年続けてきて、いろいろなキーワードが出てきまし

ばから東北で仕事をすることが多かったのですが、東京

た。いままでとは流れが大きく変わってきたことは明ら

で仕事がない時に、仕事があったのは東北と四国だった

かです。地球の環境問題ももちろん絡みますが、日本は

のです。東北は、それぞれの場所が谷で隔離されたよう

頂上まで登り切って、これからは少し下山していこうと

なところで、多様性もあるし、職人も面白い人がいろい

いう考え方になっていると思います。それもネガティブ

ろいるし、コストもめちゃくちゃに安い。そういう人た

な意味ではなくて、もう少し成熟社会を目指す積極的な

ちと仕事をしていて、
「ああ、ここで仕事できるって、す

下山でしょうか。そういった議論もされてきました。隈

ごく幸せだな」と思っていたら、そこの場所が 3.11 で被

さんが最近出された『小さな建築』
（岩波新書、2013 年）

害を受けた場所とだいたい重なってしまったのです。

を拝見したり、震災後、様々な発言をされているのを聞

古市●具体的にはどのあたりでしょうか。

隈 研吾氏に聞く
002

いたりしていましたので、ぜひお話をうかがいたいと
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隈●登 米（森舞台／宮城県登米町伝統芸能伝承館、1996）

儀するようなものを作ったのですが、それを本当のこけ

と石巻（北上川運河交流館 水の洞窟、2001）と、それから、

し職人は「まだできない」と言っているから、実現でき

ずっと須賀川（乙字亭、1996）もやってきました。幸いそ

るかどうかはわからないのです。そのような職人の技を、

れほどダメージを受けたものはなかったのですが、そこ

あまりジメジメさせないで、もっとあっけらかんと世界

の職人たちは、
「もうビジョンがない」というわけなんで

につなげて、東北をあんまり暗い場所にしたくないとい

す。政府のサポートなどを待っていても全然始まらない

う気持ちで、いま動いているのです。

から、もっと具体的に職人のために、すぐできることを

古市●東北には、本来そのようなクラフトというのか、

やりたいと思って、EJP（East Japan Project）という職

職人による手仕事のすごい技術がありますが、それがだ

人サポートのプロダクトのプロジェクトを始めました。

んだん失われてきています。せっかくいい技術があって

古市●何かできあがったものはありますか。

も、使う場所がないのでしょうか。

隈●ジョイントの三方固めという、釘を使わないでどん

隈●そうなんですよ。彼らは、普通のルートでいうと、

どんジョイントを作って固めていくシステムを、僕らで

たとえば、近くの旅館のための漆器を作っているような、

寸法を出して強度計算をして、棚にも椅子にもテーブル

実に地味な仕事しか来なくて、それも、とんでもなく安

にもなるものをデザインしました。それを岩手の職人に

く、全然彼らの技術に見合わないような値段で作ってい

作ってもらって、漆の職人にも色をつけてもらいまし

たりするのです。

。このようなものをもう少し広げようと
た（CHIDORI）

古市●また、東北地方でいま問題なのは、例えば公共建

思って、宮城の和紙の職人などとも一緒にやっています

築をやろうといっても職人がいないんですってね。それ

。
（扇子、KOBOSHI）

ライフスタイルの転換 ⓬
——

北上川運河交流館 水の洞窟（宮城県石巻市、2001年）

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

森舞台 / 宮城県登米町伝統芸能伝承館（宮城県登米市、1996年）

は不況の間に職人を辞めてしまった人が多く、型枠職人

古市●栃木県でもやられていましたよね。

もずいぶん少なくなっているようです。その理由は、例

隈●ただ、栃木県の石のものは 3.11 前なのですが、EJP

えば瓦礫を片付けたほうが 1 日の収入が相当多いらしい

プロジェクトは 3.11 後に始めたものです。そういう、

のです。そうすると、長い時間培ってきた日本の強さで

職人たちとデザイナーをマッチングしてモノを作ってい

ある、ものづくりの精神がなくなってしまうかもしれま

こうと思っています。

せん。
隈●本当にそれをなくしたら、別に英語をしゃべれるわ

地方の技術をあっけらかんと世界につなぐ

けでもないし、ディベートできるわけでもないし、粘り
強く無口でありながら何かを作っていくのは、職人やも

古市●海外のデザイナーと一緒にやられているものもあ

のづくりしかない。これがなくなったら、本当にこの国

りますか。

の損失は大きいと思いますね。だからこそ、もっとその

隈●例えば、ヨーロッパのデザイナーでは、パリのブル

技術をうんと世界に開いていければいいのですが。

レック兄弟とか、デンマークのビグなどがいます。ブル

古市●それを世界につなげるというのが、隈さんらしい。

レック兄弟はフランスのプロダクトデザイナーで面白い

面白いですね。

ことをやっています。彼らは、日本人の一番いい点はお

隈●オタク的に作っていくモノを好きなファンが、世界

辞儀することだって言うんですよね。それを、ぜひ見失

に多いということを発見したのですよ。

わないで日本人に頑張ってほしいというメッセージで、

古市●例えば、どういうものでしょうか。

「お辞儀するこけし」をデザインしました。それで、自

隈●日本の竹細工みたいなものだけ集めていて、竹細工

分たちでゴム仕掛けのものをつくって、フランスから

を見るために日本に来るような人が、結構いるんですよ。

いっぱい送ってきたんです。でも、こけしの職人にその

それも知的レベルの高い人が、日本のものづくりの熱烈

図面を渡したら、
「こんなの、作ったことがねえからわか

なファンで、アメリカやフランスだけでなく、世界中に

らない」と言われて……。

分布しています。

古市●新しい技術の開発になるわけですね。

古市●別に日本が宣伝しているわけではないですよね。

隈●そうなんです。ブルレック兄弟は自分たちでこけし

隈●そうなんです。とくに宣伝していないのに、そうい

を買ってきて、勝手にゴムのジョイントを作って、お辞

うものに一方的にファンになってくれる人がいる。掘り
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EJP プロジェクト

NARUCO KOKESHI BOTTLE CAP 宮城県
鳴子温泉のこけし職人の持つろくろ引きの技
術で 1 点 1 点手作りされる、こけしの頭のか
たちをしたペットボトルキャップ。ペットボ
トルの再利用の際に使用できる。

NARUCO KOKESHI LIGHT 同じく宮城県
鳴子温泉のこけし職人が作るこけし型 LED
ライト。

宮城県鳴子温泉のこけし職人

起こせば、もっとすごい数がいるはずです。

ゲンのデザイナーから陶芸家を探してほしいといわれて、

古市●単純に仕事が増えるということだけではなくて、

いま陶芸を探そうとしています。実は東北にも陶芸家が

もちろん職人の生きがいや、プライドにもつながるし、

いろいろいるんです。彼らとすっ飛んだデザイナーがつ

若い人だってやりたがると思います。

ながっていけるといいなと思っているんです。

隈●若い人がやりたがると、またそこでデザインが面白
くなってくるし、そういう人たちがいる場所が面白い場
所になってくる。そして、今度はそこに観光したいとか、
訪ねてみたいという人も出てくるのではないでしょうか。

古市●東京大学の隈さんの研究室は外国人が多いという

観光地にある寺社を宣伝するだけではなくて、そこが実

話を聞いたことがあります。

際にクリエーションの現場であるといって観光を推進し

隈●もう外国人中心で、いま約 45 人中、30 人以上が外

ていかないといけないと思います。外国語のパンフレッ

国人です。

トを作れば何とかなるということではないんですよね。

古市●どの辺の国から来ているのでしょうか。

「あっけらかんの世界」につな
だから、EJPで地方を、

隈●ヨーロッパでいうと北欧、東欧、南欧、あと中南米

げたらどうかと思っているんですよ。もっと明るくやろ

はいますが、アメリカ、イギリス、フランスは少ないで

うよという感じなのです。どうしても東北の問題や新し

すね。簡単にいうと、英仏アメリカ抜きという感じです。

いパラダイムというと暗くなってしまいます。そうする

アジアでは中国、ベトナム、韓国からはずいぶん来ます。

と、世界の人はリスペクトはしてくれるかもしれないけ

古市●インドはどうですか。

れど、それをもっと発展させていくためにエンジョイし

隈●まだ来ていませんが、これから来るかもしれないで

てもらえるようなプロジェクトに仕立て上げるのがいい

すね。

かなと思います。

古市●僕らが丹下事務所にいた 30 年以上前、中近東で

古市●そうですね。特に長続きさせることを考えるとそ

仕事をした際に、優秀なエンジニアというのは、だいた

うですよね。いま隈さんの事務所では、日本と海外での

いインド人か、フィリピン人でした。インド人は、とに

仕事の比率は、だいたいどのくらいでしょうか。

かく優秀で構造が強いですね。

隈● 6 割くらいが海外です。

004

●

外国人が発見する日本人のすごさとは

また、インドと日本が近いと思うのは、クラフトマン

古市●例えば日本ではなく、海外の職人を見つけること

シップがすごいところです。ただ最近、日本の技術が少

はありますか。

しダメになったと言われますね。技術の開発よりも経済

隈●僕はそういうことを書いたりしているので、海外に

優先で、新しいものをつくり出すチャレンジ精神が減っ

行くと、
「こういう工房があるから、使えるか」というよ

てきたのではないでしょうか。日本の繁栄をつくり上げ

うに言われて連れていかれるようになってきました。当

てきたものづくりの精神を、EJPという形で世界と結ん

たり外れもありますけれど、面白いものも結構あります。

でいくことはとても新しい発想ですね。

古市●世界中、面白いものを作りたいというのは人間の

隈●経済は量で勝負することですから、日本はもう勝ち

本能としてあるのではないでしょうか。

目がないし、反省していてもダメですから、でもある一

隈●自分たちだけでやっていると、他人に見てもらって、

種の突き抜けた感じを日本は出していけるのではないか

本当に通用するのかなという不安があるわけです。それ

と思っているんです。だから「日本って、なんか突き抜

を第三者である僕が見にいって「これは面白いじゃん」

けた」というように、すごくローカルなものや手仕事み

とか言うと、すごい自信を持つわけです。なにかエクス

たいなものが世界とつながる感じを、今の日本だったら

チェンジしていくと、お互いにそれで自信が持てるよう

出せるのではないかなと思うのです。

なところがありますね。

古市●それは面白いですね。突き抜けたものと言えば、

古市●そのネットワークが広がっていくということが

僕らが意外に思ったものに、マンガがあります。僕らは

いいわけですよね。EJPには、いまはどのような職種が

子どもの時にマンガを読んではいけないと言われた世代

入っていますか。

でしょう。ところが、ヨーロッパへ行くと、マンガは非

隈●木工と漆と紙、それから、デンマーク・コペンハー

常に高く評価されています。要するに僕たちの感覚と全
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遠藤まし子さんと打合せをする隈研吾氏

然違うところで突き抜けたわけですよね。

ないか」みたいな話をしていましたが、却ってそれで世

隈●マンガは図像的なものと文字的なものを突然合体さ

界が注目しちゃうんですよ。三宅さんはそのつくり方を

せるみたいなところが、とても日本的ですよ。あの突き

取り入れて売っています。ペーパージャケットと言って、

抜け方はすごいです。実は日本人しか、ああいうものは

今年の 3 月から売っていますね。

作れないのではないかと思います。

隈●紙布と書いて「しふ」といいます。

古市●日本に住んでいると、例えば、いま隈さんがやら
れている EJPのクラフトマングッズだって、伝統技術や
工芸が身近すぎて新しいものづくりになるんだというこ

古市●そういうのがずっと広がっていくと、東北復興は
「楽しいじゃないか」と思うようになりますね。
隈●絶対に新しい民芸運動になりますね。

ライフスタイルの転換 ⓬
——

扇子 骨組みのない扇子。通常の扇子のよう
な骨組みではなく、白石和紙の持つ元来の強
靭さを生かし、折り方の工夫で扇ぐ動作が可
能な強さを確保。汚れにくく水にぬれても破
れない。

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

KOBOSHI 宮城県白石和紙の遠藤まし子さ
んの和紙と、福島県会津若松の張り子と呼ば
れる技術で作られている紙の徳利。防水加工
が施され、水が漏れないため一輪挿しとして
も使用できる。

とは、なかなか認識されないと思います。
「あー、いつ
ものこけしか…」というくらいに。でも外国人がやると、
ある日突然、新鮮に見えて注目されるでしょう。
「COOL

ヤンキーとオタクの知恵をデザインに

JAPAN」という BSの番組があって、外国人の眼から日

古市● 290 号に登場していただいた中沢新一さんが、歴

本の衣食住の文化を紹介するのですが、そこで僕が傑作

史的にいえば、昔から文化を作ってきたのはだいたいア

だと思ったのは、食堂に行くと見かける、寿司やラーメ

ウトローなんだとおっしゃっていました。たしかに最近

ン、カツ丼などの料理のプラスチックのサンプルを外国

流行っている、YOSAKOI ソーランを始めたのは「ヤン

人が日本土産に買って帰るというのです。隈さんが着眼

キー」たちですよね。

した、例えば東北の泥臭いクラフトマンを世界につなげ

隈●こういう閉塞した社会の中で、どうやっていったら

ることは、やっぱり世界中で仕事されている隈さんでな

スッキリするかという技を持っているのはヤンキーとオ

いとできないですね。おそらくそこにいないと、なかな

タクだと思います。だから、批判してはいけません。日

か見えてこないですよね。

本を閉塞社会から救うためのものすごい知恵を持ってい

例えば、世界ですでに注目されている日本の職人はい

ると思いますよ。僕は、ヤンキーとオタクの知恵をデザ

ますか。

インの世界に生かしていくべきだと思います。

隈●左官職人で挟土秀平氏はご存知ですか。彼らのよう

古市●中沢さんは、そういうアウトローが新しいものを

に「自分の技って意外に世界でいけるじゃないか」と発

作るのだ、エリートやインテリにはできないのだという

見した職人が出てきています。彼らは盛んに海外へレク

話を盛んにおっしゃっていましたね。

チャーに行ったりし始めています。

隈●モダニストって一種のエリート主義だったわけです。

古市●一時期、やはり左官職人の久住章さんはドイツで

エリートの持っている技術や洗練されたデザインセンス

教えていましたよね。

で変えていこうというのがモダニズムでした。エリート

隈●アーヘン工科大学で教えていました。

は、成長社会においては機能を果たしますが、社会が閉

古市●言葉が全然分からないのに、どうやって教えてい

塞状態になった時は、人の同意や同情を得にくくて、ど

るのだろうと思っていたのです。

んどん孤立していきます。江戸時代はすごい閉塞社会で

隈●アーヘンで土の小屋をつくっていましたね。彼らは

したが、ヤンキーとオタクの力で、かろうじて日本の社

自分の技が世界で通用することを発見すると、英語を

会は抜け感をつくっていたわけですよね。

しゃべれなくてもどんどん海外に行くんです。モノを見

古市●そうですね。歌舞伎はその典型かもしれませんね。

せれば、それで説得力を持つわけですから。そういう人

隈●明治になってから、歌舞伎もヤンキーではなくて文

たちを、もっと背中を押して行かせたいと思っています。

化になってしまいましたが、そもそもは、あれこそがヤ

古市●三宅一生さんが、岩手のおばあちゃんがつくる和

ンキーだったわけです。今の時代のヤンキーのエネル

紙で着物をつくっているのを見ました。

ギーを、もっとデザインに還元する仕組みがあってもい

隈● EJPで、そのおばあちゃんも仲間にしたんです。遠

いのではないかと思います。挟土氏だって、すごいヤン

藤まし子さんという宮城県白石市のおばあちゃんで、和

キーですよ。だから、ジメジメしていない。

紙で着物を作ります。

古市●ジメジメしていないのはヤンキーの条件ですよね。

古市●ご本人は「別にこんなのはどうってことないじゃ

隈●そうすると、挟土氏を慕って、みんな「教えてくだ
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CHIDORI 岩 手 県 奥 州 市 藤
里木工所と隈研吾建築都市設
計事務所のコラボレーション
でできた家具ユニット。

さい、兄貴」という感じで、すごい挟土組が元気なので

コアみたいなものがあるわけです。文化のコアがある人

す。だから、左官職人たちも、あまりかしこまって伝統

は世界で勝負しやすいのです。例えば、中国の建築家で

文化の保存なんて言わないで、ヤンキーとして左官文化

プリツカー賞をもらったワン・シュウは、中国でも少し

を広めていってもいいのではないかと思うんです。

田舎のほうにいて、ちょっと面白いことをやっていたん

古市●エリートは、どうしても基本的に冷たい人間です

です。そのコアがあったから彼は世界にガッと出られた

よね。でもヤンキーは、仲間意識がすごく強くて助け合

のですから、日本の地方の人たちはすごく世界で作品が

うんですってね。

評価されるチャンスがあると思います。

隈●そう。だからネットワークが広がっていくのです。

自分の身体の中に本当に強いコアがあるかはわかりま

古市●確かに、そういう意味で新しいものをバーッとつ

せんが、自分の少なくとも育った場所にはコアがあるわ

くる力はありますね。ネットワーキングって大事です

けだから、それをうまい形で建築化してやれば、強い建

ね。歌舞伎の「カブく」とは、もともとどういう意味で

築がつくれるのではないでしょうか。

したっけ。

古市●特に 20 世紀のモダニズム時代、建築のデザイン

隈●簡単にいうと、変な服を着るということです。

は東京を中心に動いていました。だから、なんとなく東

古市●それはつまり人と違うことをするという意味です

京の真似をするのでしょうか。中国のワン・シュウは、

ね。それがうまく職人技としてカブいていくと面白いわ

それとはまったく関係なく中国の田舎でずっとやってき

けですが、カブくチャンスがないわけですよね。それが

たわけです。そういう蓄積があって、ある日突然、世界

海外に広がっていくのもそうですが、プロの職人だけで

にパッと出てくるというのが日本でもあるといいですよ

はなくて、一般の人まで広がっていくと面白いですね。

ね。

隈●ヤンキーは別にエリート主義じゃないから、誰でも

隈●日本であれば十分に可能性があると思いますね。

参加できるのです。
古市●そうすると、それが十分にひとつの新しい復興の
力になりますね。

デザインのデフレスパイラルを打破したい
古市●日本人が得意なはずの、ものをつくるということ

地方のコアを生かして強い建築をつくる

006

●

が、最近、少しおかしくなってきています。3Kとバブ
ル時代によく聞きましたが、
「汚い」、
「きつい」、
「危険な」

古市●隈さんが設計された檮原の木橋ミュージアム（市

といわれる職種にどんどん若い人がいなくなっていきま

民交流施設）は面白いですね。町の人たちは、あれを見

した。

てすごく楽しんでいるのではないでしょうか。僕は地

隈●いまは汚いだけじゃなくて、ゼネコンなどのきれい

方の役場へ行くと、
「こういうのがいいのではないか」と

な建設業ですらも嫌われ始めていますよね。単に汚いか

いって見せられます。

ら嫌われているんじゃなくて、もっと大きな、建設業全

隈●地方都市はヤンキー的結束があるのです。
「隈、お

体のイメージが暗くなっているような気がします。

まえ、なかなかいいやつじゃん」みたいな感じで仲間に

古市●僕は、最近建築の人気がないというのは、たぶん

入れてもらえば、しめたものなのですよね。そうなると、

デザイナーの責任もあると思うんですよ。例えば東京ス

どんどんプロジェクトができますね。

カイツリーに対して、テレビやマスコミがあんなに騒い

古市●あと、阿弥陀如来の収蔵施設もありましたね。あ

でも、高さとエンジニアリングの話ばかりで、デザイン

れも地元の職人と一緒にやられていたのですか。

の話は全然出てこない。

隈●あれは下関で、地元にもうあまり左官の職人がいな

隈●そうだとしたら、若い人たちもこの業界に入りたい

かったから、久住さんを連れてきて、下関の土を使って

と思わないですよね。

やってもらいました。

古市●建築って面白いと伝える良いチャンスなのに。

古市●地方の職人だけでなく、地方の建築家はもっと自

隈●そう、せっかくのチャンスを逃しています。

信を持っていいですよね。

古市●僕らの時代は、代々木オリンピックプールをはじ

隈●日本の地方には、実はそれぞれの場所で結構文化の

め、いろいろ建築作品ができたでしょう。そうすると、
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建築は面白いんだという影響があったと思います。

民芸運動のようなものを体験していないのです。日本で

隈●バブル崩壊後の日本は、急に建築嫌いになりました

民芸運動があったことはすごいと言って、アジアの人は

よね。あれが実はデザインの力も削いだし、国力をもの

日本と一緒にやりたいという気持ちをすごく持っている

すごく削いだと思います。建築的なデザイン能力を日本

のです。

人はそもそも持っていたほうだと思います。モノの中に

僕がいま中国で建築関係の職人を見つけるのは、日本

こだわっていって、そのこだわっていったところをデザ

より難しいくらいです。いわゆるお土産ものの判子を

インにするような、しぶとさのようなものが日本人には

彫ったり、刺繍をしたりという人はいますが、建築産業

あったのに…。

の一端を担うような職人がいない。建築産業自身が完全

古市●しかも、一般の人たちがそれを楽しむという歴史

にアセンブリー産業になってしまっていますから。地面

と伝統がありましたよね。

に近い技のようなものを彼らは一方的に失って、逆に日

隈●ものすごい伝統があったわけです。ところが、バブ

本よりも無力感を持っています。だから、中国の建築産

ル崩壊以降に、建築は税金の無駄遣いだとか、環境を破

業の荒廃は、厳しいものがありますね。

ライフスタイルの転換 ⓬
——

安養寺木造阿弥陀如来坐像収蔵施設（山口県下関市、2002 年）

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

檮原 木橋ミュージアム（高知県高岡郡、2010 年）

壊するものだと言われ始めてしまった。
古市●コンクリートから人へとか。
隈●日本人は一番得意な部分を自己否定したのではない

本来はデザインが好きな日本人

でしょうか。いまの日本のデフレ的閉塞感は、その部分

古市●いま東北で問題なっていることに、お金はあるけ

がすごく強いと思います。

れども何をしていいか分からないということがあるよう

古市●自分で自分の首を絞めているような状況ですね。

なんです。

隈●いま安倍政権になって、公共事業と言っていますが、

隈●そうなんですか。もったいないですね。

もっとデザインや、ものづくりの一番得意なところにも

古市●何か新しいことをやろうとすると拒否反応があっ

う一度エネルギーがいくように変えなければならないの

てなかなか進まない。つくることへの拒否反応と言って

にそうなっていないと感じます。

もよいですね。例えばデザインという言葉を出した瞬間

古市●まさにプロポーザルも、時代をそのまま反映して

に拒否反応があるのですよ。

います。設計者に過去 5 年間に 5,000 ㎡以上の設計実績

隈●デザインという言葉がですか。

を 3 つ以上というような条件を掲げ、それは、より魅力

古市●現在、土木系の人がハードな復興計画を行ってい

的なもの、言ってみれば人々の心を豊かにするものです

ます。そこに景観のデザインとか、建築家が発言すると、

が、そういうものをつくるのはやめようと言っているよ

それはやめてくれ、デザインよりも復興が先だという話

うなものです。それは引いては、ものづくりの意欲を失

になるんですね。復興する＝人が快適に住める空間をつ

わせるものになってしまいます。その結果同じような建

くっていく＝デザインだと説明してもなかなか納得して

物がどんどん建っていき、一般の人が建築がつまらない

もらえない。そうではなくて、デザインは、みんなを楽

と思い始めてしまう。

しくするんだと、そのようにデザインを理解してもらう

隈●悪循環ですね。そういうふうに閉塞していくから、

運動が必要です。

デザインまでつまらなくなって、いよいよデザインに普

隈●デザインを誤解していますよね。

通の人が興奮しなくなってきます。建築デザインにおけ

古市●我々建築側にも若干責任があるかもしれませんね。

るデフレスパイラルみたいなものを何とかして反転させ

デザイン優先で、ちょっとやり過ぎてしまってそれが雨

ないといけません。

漏りしてしまうとか。そうすると、デザインというのは

古市●やはり実際に作っていくしかないわけでしょうね。

建築をダメにするものだみたいな、変な、極端な誤解で

作っていくと、みんなが「面白い、面白い」となってい

す。デザインというのは建築家の遊びだ、
「あいつら、ま

くのだと思います。そういう運動を、まず日本から始め

た俺たちの税金で遊んでいる」という意識があるのです

てアジアに広げていかないといけないですよね。アジア

よ。
「意匠的なものではなくて、機能的なものをつくっ

も同じような問題を抱えていると思います。

てくれ」と言われますから。

隈●問題を抱えているうえに、アジアは、今まで日本の

隈●ヨーロッパでそんなことを言ったら笑われますよね。
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浅草文化観光センター（東京都台東区、2012年）

アオーレ長岡（新潟県長岡市、2012年）

ヨーロッパだと、建築にとってデザインをしていないこ

を見ているとそう感じるのです。この前も東大、藝大、

とは、仕事をしていないことなのです。建築物は、一種

東工大合同の卒業設計の講評会に、中国の建築家チャ

の切れ味みたいなものがないと、ただモノをつくっただ

ン・ユンホーに来てもらったら、彼が、
「何で日本の学生

けでは、仕事をしたことにならない。ヨーロッパの都市

は、こんな地を這いつくばっているような暗いプロジェ

はあれだけのストックがあるわけだから、モノをつくる

クトをやっているのか」と言うんですね。
「世界で、こ

こと自身に価値があるわけではなくて、建築家はそこに

んなのを見たのはここだけだ」と。僕も暗いとは感じて

切れ味を入れ込んで初めて仕事をしたことになるわけで

いたけれど、あそこまではっきり指摘されると、
「ああ、

す。ところが、日本はコンクリートでモノをつくるこ

やっぱりこれはかなり特殊な現象なのかな」と思いまし

とそのものが価値だった時代があるから、戦後 60 年間、

た。もちろん学生たちの真面目さは理解できるけれど、

デザインをしなくても、モノをつくることがいいことだ

でも、自分たちの持っている一種の日本的な感性、つま

という感じで、動いてきたのです。

り土の感性みたいなものを、逆に世界に開く努力をして

古市●鉄とガラスとコンクリートの建築をつくり続けて

いかないと、これから本当の意味での日本再生はできな

きたことで、結果としていつしかデザインの意味が失わ

いのではないかと、僕は最近、感じ始めているのです。

れてしまったのでしょうか。結果的に我々は自分の首を

古市●確かにいまの学生は、震災のことに対して俺たち

絞めてきたような気がします。デザインと言った瞬間に、

は頑張らなきゃという、なんとなく過剰な正義感が出て

建築＝コンクリートをつくればいいと思われてしまうの

いるような気がします。それをまたマスコミが褒めるで

かもしれません。

しょう。

でも、本来、日本人はものすごくデザインが好きです

隈●だけど、正義感だけじゃ突破できないし、楽しくな

よね。

いしね。

隈●日本人は、切れ味や、とんち、ひねり、そういうこ

古市●楽しくしてはいけないのではないかという、自己

とをお互いに仲間で競い合って、そこでものすごく競っ

規制みたいなものがあって、それは、日本人が持つある

ていたわけですよ。だって、俳句は、そういう切れ味だ

弱点ではないでしょうか。

けじゃないですか。

隈●日本人は、そういうリアクションを一時期とらな

古市●俳句にしても、いろんな遊びがそうですね。

きゃいけないような回路が内蔵されているのでしょうね。

隈●全部、遊びと競争と知恵比べみたいなもので、知恵

古市●優等生観のようなものがものすごく強いと思いま

がないものは意味がないという社会だったのに、それが

す。だから、体罰なんかが問題になると、みんなが一斉

20 世紀の工業化社会で、アメリカの影響やいろんな影

に「体罰ダメだダメだ」というでしょう。

響があって、そういう日本人の持っている日本人的なデ

隈●その反省の回路も、実は、そんなに昔からあったわ

ザインに対する尊敬の気持ちが、デザインに対して一種

けじゃなくて、僕は、戦後教育のせいも大きいと思いま

のデザイン嫌いに変わってきたのでしょうね。

す。それ以前は、もっと遊技的に競争していくようなも

グラフィックデザインにしろファッションデザインに

のがあったのが、戦後教育で規制されてしまったところ

しろ、日本ほどデザインにかけて過剰なほどみんなで競

があるのではないでしょうか。

争して、知恵比べをしていたところはないのです。

古市●それは民主主義教育のことでしょうか。

古市●江戸時代からずっとそうですよね。江戸の人は、

隈●戦後のアメリカの教育です。アメリカの教育は、や

キセルひとつにしてもちょっとしたかんざしでも、知恵

はり清く正しいプロテスタント教育ですからね。

をはたらかせたりユーモアを交えたりして、多くのデザ

古市●でも日本って、そんなに清く正しくないですよ。

インを生み出してきました。

隈●全然清く正しくない。
古市●江戸時代なんかの生活を調べていくと、ものすご

真面目さや正義感だけでは突破できない
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●

くいい加減ですものね。いい加減というのは、いい意味
で、まさに「いい加減」ですから。

隈●最近学生たちと接していても、どんどん暗くなる一

隈●そういういい加減さで、災害がきても、地震がきて

方なところがあるような気がします。特に卒業設計など

も、火事がきても、津波がきても、江戸時代とかは、そ
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研吾（くま けんご）建築家

するといいかもしれませんね。

だと思いますね。

古市●しかも、外国人の有名なアーティストが来てくれ

古市●例えば日本は第二次世界大戦でやられたあと、終

て、それをメディアが取り上げる。そうすると、自分た

戦と同時に、みんな、トンカチを持ってトントンやりだ

「俺たちの伝統というのは結
ちの誇りになるわけです。

した。それも歌を歌いながら。僕は今の東北に、本当は

構世界に出せるんだ」と、それが契機になる。今、東北

それがほしいんですよ。

では、ちょっとしたきっかけがあればパーッと広がるの
ですよね。EJPのワークショップ版として、一坪の住宅

復興を通じて得たものをムーブメントに

でもいいから、地元の土や和紙を使うようなことをして
いくと、東北の復興に結構役に立つかもしれません。

古市● 3.11 の前後で、何か考え方が変わったというこ

隈●いいですね。すぐやり始めたいですね。それを、最

とはありますか。

終的には、日本発の新しいデザインの方向にできないか

隈● 3.11 の前から地方のそういうものに興味があった

と思っているのです。単に東北を復興するだけではなく

けれど、でも、それは「面白いな」
「かっこいいな」とい

て、その復興を通じて得たものを、逆に新しいデザイン

う興味だったんです。それがもう少し、歴史の流れの中

のムーブメントにできるのではないでしょうか。それを

で自分はどこにいるのかが、3.11 の後に見えてきたよう

やっていかないと、あまり気分が晴れてこないと思いま

な気がします。

す。過去を見ても復興や再生の機会は、実は、新しいデ

古市●確かに 3.11 前は、東北地方の人が、自分は東北

ザインディレクションを作るためのすごいきっかけに

人であるという意識が完全に消えかかっていましたよね。

なっています。リスボン地震の時も、そのあとにヴィ

僕らの時代は、ガンガン東北を意識していたわけですよ。

ジョネールの建築家が出てきて、なんか突き抜けて。あ

それが、今の地方の若い人はなまりがないし、東北意識

と、シカゴ大火のあともシカゴ派が出てきて突き抜けた

は確かになくなってきていました。それが 3.11 で、な

わけですし。3.11 も、そのようなものにしていくくらい

んとなく「東北、東北」と言われて意識が芽生えてきま

の気持ちで日本人は取りかかったほうがいいのではない

したよね。

でしょうか。

隈●それはすごく面白い現象ですよね。東北がひとつの

古市●それを、EJPのようなプロジェクトをやることで、

アイデンティティを持って、世界ブランドになるきっか

建築にもつなげていくということですよね。

けになりますしね。

隈●建築でもやっていくし、プロダクトも巻き込むし、

古市●福島は、いま世界中でものすごい有名なのですよ。

あとエネルギーも巻き込んでいく。電気を使わないこと

だから、隈さんみたいに、みんなで元気を出そうじゃな

も、反原発も、それが一種のデザインとして面白い、楽

いかと EJPのように具体的なアイディアを出すと説得力

しむようなものに持っていきたいと思っています。

が出てくると思います。職人と言ってしまうと、ちょっ

古市●明るく、あっけらかんとですね。今日は大変興味

とつまらないので、クリエイターと言って、クリエイ

深いお話をうかがうことができました。ありがとうござ

ターのネットワークが東北から始まった、というような。

いました。

そうすると、東北の人がプライドを持てますね。

ライフスタイルの転換 ⓬
——

隈●そうですよね。それに外国人の留学生を派遣したり

から、もう一回そういう打たれ強さやタフさが僕は必要

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

れで日本人は盛り返してきたところがあるわけです。だ

特集

隈

1954 年横浜生まれ。1979 年東京大学建築学科大学院修了。コロンビア大
学客員研究員を経て、2001 年より慶應義塾大学教授。2009 年より東京大
学教授。1997 年「森舞台 / 登米町伝統芸能伝承館」で日本建築学会賞受賞、
同年「水 / ガラス」でアメリカ建築家協会ベネディクタス賞受賞。2002 年
「那珂川町馬頭広重美術館」をはじめとする木の建築でフィンランドよりス
ピリット・オブ・ネイチャー 国際木の建築賞受賞。2010 年「根津美術
館」で毎日芸術賞受賞。近作に「歌舞伎座」
（2013）
、
「ブザンソン芸術文化
センター」
（2013）
。著書に『自然な建築』
（岩波新書）
、
『負ける建築』
（岩波
書店）
『新・ムラ論 TOKYO』
、
（集英社新書）など、多数。近著に、
『場所原論』
（市ヶ谷出版）
『小さな建築』
、
（岩波新書）
『建築家、走る』
、
（新潮社）

（2013 年 3 月 19 日

隈研吾建築都市設計事務所にて収録）

隈●そういうエクスチェンジがあるだけで、東北の人は、
うれしいようです。単にお金で援助されるよりも、自分
たちのところにいろいろな人が来てくれることが、すご
く励みになるようなのですね。
古市●こんなことができるんだと具体的に見せるのが一
番早いですよね。例えば、実際に泥の家をみんなでつ
くってみるようなワークショップをやったりすることも
必要かもしれません。
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ピーター・クック氏講演会
Bubbles, Crevices, Noses, Scoops and Swathes
2013 年 2 月 28 日

JIA 会館

司会：古市徹雄（『JIA MAGAZINE』編集長）
通訳：今村創平（アトリエ・イマム代表）

2 月28日、JIA 会館にて、イギリスの建築家ピーター・クック氏の講演会が行われました。
ピーター・クック氏は、1936 年生まれ。1960 年代、前衛建築家集団
「アーキグラム」の中心
メンバーとして活躍し、その先進的な思想と、ドローイングを多用した過激な作品は一世を
風靡しました。また教育者としても著名であり、AA スクールやロンドン大学
（UCL）バートレッ
ト校などでも、長きにわたり教鞭を取って来られました。
2002 年「アーキグラム」のメンバーとして王立英国建築家協会
（RIBA）ゴールドメダルが授与さ
れ、また、2007 年にはナイトの称号を取得。ギャヴィン・ロボサム
（Gavin Robotham）氏と共
に立ち上げたスタジオ、CRAB
（the COOK-ROBOTHAM ARCHITECTURE BUREAU）に
おいて、現在も精力的に設計活動を行っており、世界中に次々と作品が実現しています。
講演会当日は、開演前に定員をはるかに超える人数が集まり、講演は大盛況のうちに終わ
りました。77 歳という年齢を感じさせない若さあふれるその姿と、明るく魅力的な語り口に、
「アーキグラム」を同時代で知る人から学生まで、多くの参加者の心を一瞬にしてつかみまし
た。この号では、クック氏の講演の概要をお伝えします。

講

くられる伝統があったので、何か積み上げるようなタワーを考え

演

ました。また私の妻の出身地テルアビブの伝統的な要素を使って、
塔を設計したことがあります。他にもパリにいくつか緑のポット

■生い立ち
私はイギリスの海岸の近くの街で生まれ育ちました。この経験

が積み重なっているような形でつくったもの、ロンドンで水がし

が、イギリス人的な非常に生意気な私のメンタリティを形成した

たたり落ちていてそこで植物が育っていくようなタワー、テルア

のではないかと思います。小さい頃に見た、身近にあったメガス

ビブでいくつかの違う建物が積み重なって、何かひとつの塊に

トラクチュアやアール・デコの建物が一緒くたになっている光景

なっているケバブのようなものを設計したことがあります。

も、その後の私に大きな影響を与えたのだと思います。

■ヴェジテーション（Vegetation 植物化）

AA スクールに行く前に、私はある小さな地方の建築学校に行

ヴェジテーションとは、建物の表面に植物を植え付けることで

き、歴史的（伝統的）な建築を学びました。その頃住んでいた場

す。私がパートナーのギャヴィンと一緒に、数年前のヴェネツィ

所も、ビクトリアン様式などの歴史的な建物や、森があるような

アビエンナーレのために考えたのは、ロンドンの東側でヴェジ

ところでした。一方で、私はモダニズムの影響を受けており、軽

テーションを都市の中に仕掛けていくプロジェクトでした。1989

くて薄い飛行機のようなものにも憧れていました。

年に川崎のコンペに出した案でも、残念ながら勝つことはできま

■アーキグラム

せんでしたが、この時もヴェジテーションで覆い̶つまり包むも

ロンドンの AA スクールを卒業したあとに仲間たちと「アーキ
グラム」を結成し、とても奇妙な活動を始めました。色々な人た

のになっています。
■創造的なばかばかしさ

ちが参加した色々な形の冊子をつくり、それを通じてオーストリ

建築家の多くは真面目くさっています。私は創造的ばかばかし

アや日本、アメリカ、イタリアなどの人たちとも交流を持つこと

さに興味があります。以前サンタモニカに行ったとき、頭の上に

ができました。
「アーキグラム」のメンバーは 6 人で、それぞれ好

動物を載せた人の写真が新聞に掲載されていて驚きました。それ

み、考え、年齢、音楽の趣味、ガールフレンドのタイプが違う仲

は、バートレット校の学生が、頭に動物を載せるプロジェクトを

間たちの集まりでした。

やっていたことを思い出したからです。

私自身は、何か部品が寄せ集まってできたコラージュのような

「ソーセージ
5 年ほど前にウィーンでレクチャーをしたときに、

プロジェクトをつくることを楽しんでいました。そのようなプ

アーバニズム」というものを見せたところ、最後にご婦人が寄っ

ロジェクトのなかで有名なものが、
「プラグインシティ」
（Plug-in

てきて、
「あなたは、あっちに行くべきだ」と言われました。でも、

「アンチ」家
City）というものです。また、私は「アンチ」シティ、

オスロでは、実際にソーセージの街が実現しています。

具というように、
「アンチ＝何かではないもの」、つまり非常に曖

4

4

4

アーキグラムの友人、マイケル・ウェブはカナダの大学で飛行

昧なプロジェクトを手掛けていきました。

機の中でレクチャーしたことがあります。それは単に大学に飛行

■タワー（Tower 塔）

機があったからです。

残念ながら私は今まで塔の設計依頼を受けたことがありません
が、塔は何か特別なものであると考えています。
私はノルウェーによく行きますが、ノルウェーは基本的に暗い
場所なのでランタンを使って町を彩っています。積み重なってい

（1920 年代）
そして、やはり友人の C. J. リムは、20 世紀はじめ
の漫画からインスピレーションを得ています。よく見ると、その中
にイギリスのハイテク建築の起源を見ることができるのです。
■ KIOSK（小さな売店）

るランタンを見て、積み重ねて集合住宅をつくることを思いつき

私は旅行しているときに、各地の KIOSKの写真を撮ることが

ました。1980 年代にオーストラリアのブリスベンに行くことが何

大好きです。数ヵ月前に妻と一緒にチリに行ったときに撮った

度かありましたが、ブリスベンは風が吹き抜けるような建築がつ

KIOSKでは中の男性が急に犬を持ち上げて私に見せました。そう
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Graz Kunsthaus（2003

オーストリア・グラーツ）

Vallecas Housing（2011

スペイン・マドリード）

すると、まるでその KIOSKは犬がやっているように見えました。

しかし最終的には 100 家族のための住居と、下に何か新しいこ

世界にはいろいろな KIOSKがあります。ウィーンでは大きな

とをやりたいという人たちのための KIOSKをつくることができ

ホットドッグを売っていてみんな太っています。ドイツだと非常
に正確なホットドッグを売っていて、ロサンゼルスだとみんなが

ました。
分節された建物で、空気の通りが非常に良く、基本的要素に

そこで食べています。オーストラリアのクイーンズランドではみ

よってつくられています。

んな楽観的。私たちはロンドンにふさわしい KIOSKを設計しよ

■ Departments of Law and Central Administration,

うとしました。人々がそぞろ歩きする大通りとセットになって

Vienna University（2013 完成予定 オーストリア・ウィーン）
3 年半前に私たちはウィーンでコンペに勝ちました。これはと

KIOSKがあるというものです。
そして、私たちはついに歩道橋のコンペを見つけ、そこにどう

KIOSKを埋め込むかを考えました。歩道橋の上に KIOSKがあっ

ても有名なプラーター観覧車のすぐ近くにある、ウィーン経済大
学の新しいキャンパスをつくるプロジェクトです。

て、そこにバーもあるのはどうかと思ったのです。言うまでもな

左側が法学部の建物、右側が管理棟です。法学部には光が入る

く、私たちはコンペに落ちましたが、実現されたのはものすごく

いろいろなコーナーをつくっています。それはいろいろな研究室

つまらないものでした。

のあいだの隙間のようなところで、そこで予期せぬこと、何か面

■ Graz Kunsthaus（2003 オーストリア・グラーツ）

白いことが起こりそうな場を用意しています。

12 年ほど前に我々は、とても伝統的な街であるオーストリア・
グラーツのコンペに参加し、2003 年に完成しました。グラーツの

外観にはものすごく鮮やかな色を使っていて、日差しをコント
ロールするような庇が出ています。

狭い街並みを歩いていると、突然この建物に出くわします。この

2 つの建物の真ん中から中に入りますが、左側のスチューデン

建物は、
「友好的異邦人 Friendly Alien」として知られるようにな

トセンター、右側のカフェがみんなにいらっしゃいと言っている

りました。

ような表 情をもっています。反 対側の公園側のファサードには、

構成はものすごく単純で、ピンとスキン（包む皮）のとても大

ヴェジテーションが施されています。窓に取り付けられたルーバー

きな塊から成ります。ピンを通って、球体（中）に入っていきます。

は、まるで瞬きをするような、とても面白い効果を持っています。

この建物の背後には歴史的な既存の建物があります。
現代は、コンピューターを使わないことはあり得ません。アー
キグラム時代に考えたことが、いまでは違う形で実現できる可能
性があります。このクンストハウスは、決してハイテク建築とい
えるものではなく、もっと手作りの建物です。この建物には非常
に多くの駐車スペースと、いろいろなアート（芸術）を受け入れ
られるような空間が求められました。
夜になると魔術のようなことが起きます。表面には 900 の光源
があって、これが街の状況に反応して動いたり、映像を映したり
します。昼はもちろん、夜も生き生きとした顔を持っています。
多くのジャーナリストがこの建築のことを「ブロッブ」
（ふくら
んだ形 blob）と書きました。イギリスのジャーナリストは「ブ
ロッブによる攻撃 Attack of the blobs」と言いました。
以前ベルリンで 1 つめの青い建物を実現したことがあり、この

ライブラリーの中は起伏がつくられています。ライブラリーの
中にも木漏れ日があふれる、仲間同士で小さい声で話せるような
小さな場所をつくっています。
ファサードは、地上から上に層状に色をつけて、地面に近い方
が濃い色で、上の方にいくほど明るい色にしています。
構内では自転車の走行路のようにいろんなところを走ることが
できます。建物が死んだような状態ではなくて、みんなが生き生
きと動き回っているものになっています。
■ Towards Comfo-Veg（2012 SCI-Arc Gallery）
昨年ロサンゼルスの SCI-Arcでは 2 ヵ月間、コンフォ＝ベジク
ラブというものをつくって、とても楽しんでくれました。
いままではドローイングから実際のものを実現しましたが、こ
れからは実現したものからドローイングしてはどうなるか。そし
て、SCI-Arcのコンフォ＝ベジをドローイングしました。

クンストハウスは 2 つめの青い建物です。

■ Soheil Abedian School of Architecture（2013 完成予定

■ Vallecas Housing（2011 スペイン・マドリード）

オーストラリア・クイーンズランド）

これはマドリードの近くにある、3 つめの青い建物です。下で

オーストラリアでコンペに勝ったプロジェクトで、クイーンズ

は人々が自由に歩き回ることができて、最上階にはスポーツ施設

ランドの近くのボンド大学です。最初のキャンパスの計画は、磯

をつくる予定でした。

崎新さんによるものです。

実は、このプロジェクトは経済的な問題でしばらく中断してい

グラーツのプロジェクトはピンとスキン、ウィーンのプロジェ

ました。ついに実現することになりましたが、残念なことにいち

クトは動くような surfaceと小さなコーナー、そしてここでは何

ばん下につくる予定だった私の大事な KIOSKが予算の関係で削

か飛び出たものと、包み込むことがテーマになっています。

られてしまい、自由に動く窓も中止になり、最上階のスポーツ施
設も市の反対でなくなりました。

内部は真ん中に廊下があって、片側にスクープというものがあ
ります。それは何か特定な目的のある空間ではなくて、学生達が
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Departments of Law and Central Administration, Vienna University
（2013完成予定 オーストリア・ウィーン）

自由に集まって何かを自発的にやる場所です。反対側にはスタジ

Towards Comfo-Veg
（2012 SCI-Arc Gallery）

古市

クックさんが教え始めると、その学校はそれまでとがらっと

オのスペースが確保されています。入口は鼻の形をしています。

傾向が変わってしまいます。非常にアヴァンギャルドで世界に

私はどうも「鼻」が好きなようです。

影響を与えていくような教育システムを作っていきます。AA

私は建築教育に 45 年関わっていますが、建築学校には何か決

スクールにいらした時もそうでしたし、バートレット校に移ら

まったものがあるわけではありません。講評会などが行われると

れたら、それまでは保守的な学校だったのが、突然大きく変わ

ころもあります。何かやっている様子を横目で見ることができる

りました。その教育方法を教えていただけますか。

けれども、直接関わらないという状況も必要です。また、学生達

クック●子どもで居続けることが大切なことだと思います。学

それぞれが自分の時間を過ごせる色々な場所をつくります。同時

校に上がる前に私は積み木で建物をつくっていました。そうい

にここは開かれたパブリックな建物なので、色々な人がこの大学

うことが学校に行っても続き、教えるようになっても同じです。

に訪れます。例えば大きな集まりがあるときなどの、さまざまな

dividing̶何かを分ける線、何かを分けることは非常に良くない

変化にも対応できる建物です。コンペに勝つと同時に、具体的な

ことで、子どものまま学校に入って、プロジェクトをつくって、

要件に対してきちんと対応する必要があります。

その気持ちのまま教える、それらを線を引いて分ける必要はまっ

幾何学的にどういう形をうまくつくるか、反転したり逆さにし

たくないのですが、多くの学校は、何か線引きをするのが大好き

たりしてもうまく使えるような形の定義をしています。そして、

で、学校に来たから君はこれを知るべきだ、こういう建物でなけ

そこにいくつかの付加的な要素が導入されます。いくつかのパー

ればならない、これは違うんだとすべてにおいて分けようとしま

ツ（部品）がつくられることによって、気候などに対応できるよ

す。それはとてもくだらないことなのではないかと思います。

うになっています。真上から来る太陽が、どこをどのように照ら

AA スクールで教え始めたのは 27 歳の時で、ほとんど経験がな

すかをきちんと意図して設計しています。また、北側は太陽から

かったのですが、非常に大切なのは、fascinate̶魅力を感じると

守るために日除けが出ています。いま、かなりでき上がってきて

いうことで、学生がやっていることを楽しんで、自分がそこから

います。幸運なことにこの建物では、隅々まで、私たちの事務所

何かを見つけることだと思います。

CRABの言語を使って設計することができました。

建築学校の校長を務めることは、おそらくサッカーチームの監
督をするようなことかもしれません。どこに誰を配置してという

■さいごに
私たちの事務所はとても楽しいところで、アーキグラム時代の

ような、また音楽におけるコンダクター（指揮者）のようなもの

仲間がときどき遊びに来ます。東京からもいろいろな友人が来ま

かもしれません。それは全体をまとめ上げるといった意味です。

す。ぜひ私のウェブサイトとブログを見てください。

http://petercookblog.wordpress.com/

以前、メルボルンで非常に面白かったことは、オープンキッチ
ンのあるお店でお客さんから見える状態で 12 人くらいが働いて
いたのですが、シェフは真ん中に座ったまま指示をしているので
す。でもそれで全体がうまく廻っていました。そのような人と人

質疑応答

との関係をうまくコントロールしていくことが、学校で上に立つ

■司会（古市徹雄編集長）からの質疑
古市

ピーター・クックさん、ありがとうございました。日本は 2 年

人には必要なのではないでしょうか。
あと、世界中で KIOSKの形がちがうことを紹介しましたが、

前の東日本大震災から復興が思うように進まず、先の見えない

そのように、いつも何かかぎ廻っていろいろなことを感じて、う

どんよりとした空気が日本全体に漂っていますが、今日お話をう

まくそれを生かすことが大事なのではないでしょうか。

かがって、クックさんのようにパワフルに、前向きに、自由に発
想していかないとこの状況は打破できないと強く感じました。

バートレット校の話に戻します。日本同様ロンドンにもたくさ
んの建築の学校がありますが、他の学校と同じことをやってもし

クック●日本には何回も来ていまして、日本人の友人もたくさん

かたありません。他とは全然違うことをやるのが基本だと私は思

います。そこで気づいたことは、イギリス人と日本人はいくつか

います。最初にバートレット校に行ったときは、非常に古いやり

の点で非常によく似ているということです。島国であったり、何

方をしていて、それではつまらない、またすぐそばにある AA ス

かと少し距離を置くところだったり、でも実はいちばん共通して

クールではかなり実験的なことをしていましたから、さらにそう

いるところは、一見真面目な顔をして、実はその後ろで何かふざ

いったものをしていこうと思いました。

けているようなところなのではないでしょうか。私は小さい頃に

サッカーの監督が移籍するときのように、AA スクールから

戦争を体験しましたが、そのような深刻な状況にあっても、どこ

バートレット校に移ったとき、多くの才能ある人材を引き抜いて

か楽天的で、そういった特徴が、私には日本人とイギリス人両方

行きました。移ってからも、私は、あそこには面白い才能がある

に共通してあるように見えるのです。私はくそ真面目なことや、

のではないか、あいつは面白いじゃないかと鼻で常にかぎ廻って

真面目ぶっていることは大嫌いです！（テーブルを叩く）

いました。ですから、
「鼻」は非常に大事なのです。
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Soheil Abedian School of Architecture
（2013完成予定 オーストラリア・クイーンズランド）

古市

今日のプレゼンテーションでは、手描きのスケッチをたくさ

クック●大阪万博に誘ってくれたのは、丹下健三さんの下でお

ん見せていただきました。アーキグラム時代のスケッチも強烈

祭り広場を担当していた磯崎新氏です。1968 年のミラノトリエ

に印象に残っていますが、今、コンピューターをどのように使

ンナーレの時に、磯崎氏はインスタレーションを出展し、私た

われていますか。クックさんのプレゼンテーション・表現方法

ちも呼ばれていました。それが、アーキグラムと彼との 45 年に

についても教えていただけますでしょうか。

わたる付き合いの始まりです。同年、UCLAで磯崎、ロン・ヘロ

クック●とても複雑な問題ですが、じつは『Drawing』というタ

ン、私の 3 人が同時に教えることになりました。そのような経緯

イトルの本を数年前（2008）に出し、そのなかでもこの問題につ

があって、大阪万博に参加しないかと誘われました。ただ、送っ

いて非常に議論しています。動物を頭に載っけたプロジェクトを

たスケッチを東京サイドで全部作って、あとは写真だけを見たの

やったバートレット校の学生は、そのあと非常に優秀な教員に

で正直どんなものか話すことができません。私にとってもこの話

なって、ある時期からはコンピューターをものすごく使うように

はとてもデリケートなものです。スケッチをもとに第三者がすべ

なりました。デジタルを使うか使わないかの線引きは非常に難し

てつくったときに、自分の作品とは言い難いものです。ですから、

いことです。恐らく、コンピューターのように手で描く人もいれ

私たちは大阪万博について話すことはないのです。

ば、手で描くようにコンピューターで表現する人もいますし、そ

理想的なつくり方に対して、お金やその他の問題で妥協しなけ

れが完全にハイブリッドになっている世代だと思います。最初の

ればならないこともありますが、自分たちのプロジェクトに対

世代は、コンピューターで描いていることそのものに興奮してい

しての authenticity（真正さ）というのか、本当に自分たちのプロ

ましたが、描いていたものは見るに耐えないものもありました。

ジェクトであると思えることが大事だと思います。ところが、そ

でも、今の世代は手で描くかコンピューターで描くかということ

れが何らかの不本意なプロセスによってできてしまうことは、残

からは超越していて、結局はよい眼を持っているかどうかです。

念なことです。一方、同じく磯崎氏のプロジェクトである 1990

よいものをつくるためにコンピューターをどう使うか、そのよう

年の大阪での国際花と緑の博覧会では、色々な建築家がパヴィリ

に考える世代になっていると思います。

オンをつくりました。その時は、すべて図面も描き、日本でコラ

私たちの普段の生活では、ものを見たり、どこかに移動したり、
これらはほとんど水平の動きが支配的です。ところが、いまのデ

ボレーションをしましたので、これは私の作品だと思っています。
❷私は 15 年前にバートレット校で勉強しました。学校の中で教

ジタル世代の人たちは、最初から 3Dの空間をつくっていて、空

わったことが、いかにバカな建築をつくるかということでした。

間自身は面白そうに見えますが、その中での人の動きなどが、と

僕自身はかなりコンサバティブな学校で勉強した上でイギリス

きどき見られない。そうなると実際の建築にはなかなかなりづら

に行きましたから、とてもショックを受けました。そんななか、

いのです。実際の空間があるとき、そこへ行きたいと思うような

どうやって建築にジョークを加えられるかを常に考えながら設

ものがあってこそ建築になるのですが、ときどきデジタルな作品

計していました。以前は全然クックさんの実作はつくられてい

をつくる人たちの中には、そういったものに欠けていて、それら

なかったのでわからなかったのですが、もしかしたらつまらな

は建築になりにくいのです。そこが問題のような気がします。も

いかもしれない部分の設計を、どうやってエンジョイしている
のかを教えていただけますか。

ちろん私は、従来の、床がある水平の空間がよいと言っているの
ではありません。もちろん色々な空間があって、そこに色々な要

クック●いまオーストラリアでやっているプロジェクトは、コン

素が隠れていて、そこにぽんと行けるようになることをものすご

クリートの大きな壁があります。コンクリート工事の人たちがと

く楽しみにしています。でも、きちんと建築にしてほしい。もう

ても楽しんでやってくれています。実際につくる場合は、人間が

ひとつ、CGを使う人たちは、ときどきスケールが考えられてい

関わってできていきます。見ていると、建築産業は昔からあまり

ないことがあります。これは犬の 3 倍なのか、フットボール競技

変わらないやり方をしているのですが、建物の全体を見ている人

場の何倍なのか、そのようなことが考えられていない。形だけを

は、あまり新しいものに対して動じないように見えます。でも、

いじっていて、設計した本人がその空間とどうしようという関係

どちらかというと中間的な作業をする人、例えばドアノブをつ

性が全然見えてこないことは問題ではないかと思います。

くったり、電気の配線をしたりする人は細かいことに非常にナー

■参加者からの質疑

バスで、細かくチェックリストに基づいて作業していきます。要

❶以前、アーキグラムのことを勉強したときに、1970 年の大阪

は、学校にいても建築現場にいても同じことで、一緒に楽しめる

万博で丹下健三先生がつくられたスペースフレームの中に、実

誰かを探してその人間と一緒に仕事をすることが基本的なことだ

はアーキグラムのコーナーがあったと知って驚きました。あま

と思います。リスクがあったとしても思い切って前に出るような

りこの話は聞いたことがありません。どのようないきさつで、

ことが必要なのではないでしょうか。

テーマ館の一部にコーナーを設けることになったのでしょうか。

古市

その時のコンセプトや思い出などを教えていただけますか。

非常に勇気づけられる素晴らしい会になりました。ピーター・
クックさん、ありがとうございました。
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北海道の建築をつくる
3 つの地区を拠点に活躍する建築家
今年の建築家大会は北海道で開催されることになりました。そこ
で、北海道の富良野地区、函館地区、道東地区を代表して 3 名
の方に地域の特徴とそれぞれの地域に根ざした設計活動を紹介
していただきます。

雄大な自然があふれる富良野地区
今年は 1996 年以来 17 年ぶりに全国の会員を北海道にお迎えす
る年です。そこで、3 つの地区の建築自慢をしようということに
なりました。まず､ トップバッターは染谷が富良野地区を紹介い
たします。富良野といえば《北の国から》のさだまさしのハミン
グを思い起こす方も多いのではありませんか？
透きとおった空気と
鮮やかな色彩の中で建
物は、風景にとけこむよ
うにありたいと思って
い ま す。 特 に、 ラ ベ ン
ダーで有名な「ファーム
富田」の施設は花が主役
です。20 年前に水田を埋
め立て、花畑にすること

ファーム富田（中富良野）

を英断した富田忠雄氏の夢も伝えたいと思いました。毎年、ひと
つ､ ふたつと花の隙間に建てた建物が、いつの間にか 20 を超え
ました。将来計画があってのことではありませんでしたが､ 富田
氏の夢は、いつでも有り余るほどありました。遠来の客は、その
夢の魅力に引っ張られて集まってくるのかもしれません。広々と

ファーム富田（中富良野）

した風景とゆったりとした時間の中で、人々は自然に気持ちが和

道には、そんな信じられない、おおらかな風土が広がっているの

らぎ、笑顔になって帰り､ 鮭のように再来します。再来した時に、

です。

新しい建物ができていても気がつかないようであれば幸いです。

もうひとつ紹介します。隣町の上富良野にある「日本画家・後
藤純男美術館」です。十勝岳に魅せられた後藤画伯が東京藝大退

ファーム富田が縁で、
富良野周辺に私たちア

官後に居を構え、遂には 400 坪の美術館をつくり、自作の絵画を

ルクムが設計した建物

展示しています。北海道と日本画が、画伯の壮大な自然観と一体

がいくつもできました。

となり、別世界を創り上げています。ぜひとも、富良野の風に吹

16 年 前 に フ ァ ー ム 富 田

かれに来て下さい。

の 一 段 上 で、
「ラ ク レ ッ
ト」というペンションを
設 計 し た の で す が、 面

ペンション「ラクレット」（中富良野）

白 半 分 に「フ ァ ー ム 富
田はプロヴァンスだか
ら、ここはチロリアンス
タイルでは !?」と言うと、
オーナーが「うちの料理
はラクレット（スイスの
チーズ料理）に決めてる
の !!」と実現してしまい
ました。そして今年、ま

ノーザンスターロッジ（中富良野）

後藤純男美術館（上富良野）

たその上に、オーナーの自力建設による北欧の角ログを使った
「ノーザンスターロッジ」がオープンします！なんという偶然で
しょうか？まあ、すぐ上と言っても百メートル以上はあるのです
が……。プロヴァンスの上にチロル、チロルの上に北欧 !!! 北海
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染谷哲行（北海道支部・アルクム計画工房）

函館の変身に夢を託して
1988 年に函館市の西部地区（元町・末広町）が伝建地区（伝統
的建造物群保存地区）に指定され、インフラを含め建築・デザイ
ンを議論できる基盤整備が進むものと思っていたが、ミレニアム
を迎え今日に到るまでに伝建地区あるいはその周辺では、コン
バージョン・レストアもままならず解体され空き地となったり、
空き家のまま放置された建物が増加している。
そんな折、2010 年のはじめ伝建指定の住宅を所有する友人から
の相談を受けた。
「息子が東京から戻り、天然酵母のパン屋をや
りたいって言っているんだけど……」
。友人も四国出身。いくつ
かの選択肢から函館に住みたいと決断した人たちがいる。
燃えた。

『群居』創刊準備号
（1982.12.8）

和の名残のある木造洋館、内部は和室の続き間という典 型的
な指定建築物。軸組・外装は修復に徹し、インテリアは自作のパ
ン窯を中心に据え、友人の陶芸作品の展示を兼ねたギャラリー・
スタジオとしてコンバージョン。息子さん夫婦に 2 人の子供が増え、
地域の住人に必要とされるパン屋としてファンを増やし続けている。

『群居』終刊特別号（51号、2000.12.31）

ベイエリアの函館ユニオンスクエア（現
明治館）の屋根裏倉庫にアトリエを構えた

1983 年。同時期発刊の雑誌『群居』と共に
スタートを切った。アジアに目を向け、住
む＝群れ方をまちづくりの基本に掲げ、住
居の基本パーツ・構法・集住について自由
闊達な議論を展開していくといった建築
ジャーナルにおけるゲリラ誌であった。布
野修司・大野勝彦・渡辺豊和・石山修武た
ちが自論を吐き、松村秀一・野辺公一等が
正論を張るといった内容で、平野甲賀の装
丁が不釣り合いな格調を醸し出していた。
地方で住宅をベースに設計していく私に
は、議論の渦中にいるような感覚であり、
季刊で郵送される A5 判 200ページほどの
ペーパーバックに耽った。
静岡県富士市生まれの人間が、なぜこん
なところでデザインを？ 建築家が必要な
仕事なんかあるの？ 建築・デザインの仕
事に対する周囲の目はそんなものだったと
思う。
当時函館では観光地としての拠点開発が始まり、函館山麓から
ベイエリアにかけて訪れる若い世代が増え始めていた。そんな光
景をアトリエから吹き抜け越しに眺めながら函館の変身に夢を託
すようになった。
『群居』では、タウンアーキテクト・アーキテク
トビルダー論も主要なテーマであった。ほとんどの学生が地方
（田舎）などとんでもないと大都市にリクルートされていった中
で、確信はなかったとはいえ「東京では建築を考えたくない」な
どという若気の至りから始まった私の建築。函館に住む、まちに
住む人たちに元気を届けたい。
陶芸作品ギャラリー・スタジオを兼ねたパン屋「天然酵母tombolo」
伝建指定住宅をコンバージョン

小澤 武
（北海道支部函館地区委員長・小澤建築研究室）
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マイナス 30 度の道東に快適な住宅を
道東と呼ばれる地域の中核都市のひとつである釧路市で生まれ
育ち事務所を設立して 23 年が経ちます。クライアントに恵まれ
この地域で建築設計を続けています。北海道は道東の他に道央、

鶴居村の丹頂鶴

世界３大夕日：釧路

道北、道南と大きく 4 つの地域に分けられていますが、道東はそ
の 4 つの中でも釧路、十勝、網走、根室地域をひとつにした北海
道のおおよそ半分をカバーする最も大きなエリアです。
道東は他の地域と違い、メガソーラーと呼ばれる太陽光発電所
が昨年から多く建設されているほど、年間を通して日照時間が長
いのが特徴です。私が暮らす釧路地域は更に特徴的な気候として、
夏季には早朝や夜に多く発生する霧などの影響もあり、最高気温
が 25 ℃に達することは少なく冷涼な気候です。その一方、冬季
は積雪量が比較的少なく晴れることが多いのも特徴です。また、
そのことにより放射冷却現象で早朝はマイナス 15 ℃以下になる
日もあり、日中も最高気温が０℃未満の真冬日も多くあります。
北海道のどの地域も気候風土にそれぞれ特徴がありますが、冬の
寒さと室内温熱環境の戦いは共通のハードルとなっています。
現在では 1980 年代に生まれた「寒地住宅」と称される高断熱高
気密住宅が、更に性能が上がり省エネルギー住宅となってフツウ
の「家」になっています。しかし道東は住宅建築に建築家が関わ
る機会が少ない地域だけに、未だに開口部の少ない魔法瓶のよう
な外部のデザインや個性、街並みとしての景観に淋しさや物足り
なさが見える寒地住宅が多く建っています。

「陸別のKIRIZUMA」外壁の1/3が開口部でＱ値1.04の家

るい家で、もちろん冬暖
かい家。更にクライアン
トの要望は省エネ基準
の目安である数値「Ｑ値
。本州から移住し
＝ 1.0」
「終の棲家」として日本
で一番寒い陸別町を選
んだクライアントは「Ｑ
値」を要望事項の上位と
しています。この基準は
近い将来改定され一次
エネルギー消費量が省
エネ性能の目安となり、
機器やエネルギー源が
評価の基準になるよう
ですが、建築の外皮断熱

「アドリブコート」
6 つの用途を 6 個の
箱（CORT）で構成し
た家

私は 10 年程前から寒
冷地先進国である北欧生
まれのトリプル LOW-E
ガラスの木製サッシや深
夜電力を使う暖房システ
ムを取り入れ、開口部を
大きくすることと共に南
に向けて建築を敷地に置
いています。太陽の日射
エネルギーを積極的に室
内へ取り入れるためにで
す。寒冷地では熱損失の
大きい開口部の面積が物
理的な暖かさのひとつの要素となりますが、相反する要素として
心理的な暖かさである「明るさ、おおらかさ、気持ち良さ」の要
素ともなっています。ご存知の方もいると思いますが、日本で一
番寒い町も道東にある陸別町：マイナス 30 ℃の町です。今この
陸別町に住宅を計画しています。日中に照明を点けなくてすむ明
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性能＝省エネ性能を常
に考え、対応してきた室 「DANOI・IDERECO」小さくても「コレデ
内 温 熱 環 境 の 開 拓 者 で イイノダ」６人が暮らす25坪の家
ある北海道の建築家に
とっては理解しがたい改定です。
「高断熱高気密省エネ」が常識と
なった北海道の建築に学ぶことが省エネ基準の見本になるのは誰
「Ｑ値」を具体的に求めるクライアント、
が見ても明白なのですが。
なんと北海道らしい要望でしょうか。
道東には見るべき景勝地もたくさんあります。同じくらいウマ
イ物もたくさんあります。北海道大会に参加して開催地の札幌近
郊だけで過ごして帰っては本当に「もったいない……！」
。
帯広のジンギスカンに豚丼、ジャガイモにアスパラ。釧路の鮭
あっ けし

さ

ろ

にシシャモ（道東でしか水揚げされません）
。有名な厚 岸 や佐 呂
ま

間のカキに、生産量が少ない幻の釧路町のカキ。根室のサンマに
しべ ちゃ

あ かん

しら ぬか

毛ガニや花咲ガニ。標 茶 の黒牛。阿 寒 の赤牛。白 糠 のラムやサ
べつかい

フォーク、それにタコ。別海の北海シマエビやホタテ。北見の白
コロ、赤コロ（ホルモン）
。書き出したら切りがありません。北
海道大会の際はぜひウマイ道東へ寄ってからお帰
り下さい。
眞壁喜男
（北海道支部道東地区委員長・くりえいと創）

2012 年度 JIA 各賞 受賞作品紹介

第 12 回

JIA25 年賞

審査委員：芦原太郎（JIA 会長・芦原建築事務所）
〈審査委員長〉
石田敏明（表彰委員会委員長・前橋工科大学） 中原
平倉章二（平倉建築研究所） 上浪

洋（中原大久保坂口編集室） 山名善之（東京理科大学）

寛（関東甲信越支部長・構想建築設計研究所）

総 評 この 25 年賞は色々ある建築賞のなかでもユニークなもので
あり、
「長く地域の環境に貢献し、風雪に耐え美しく維持され、社会に
建築の意義を語りかけながら 25 年以上生き続けてきた建築」を表彰し、
設計・施工・維持管理に携わってきた関係者を顕彰するものである。
ここでは、建築を一人の作家の作品としてではなく、建物の設計・施
工・維持管理といった一連の行為として捉えられている。
審査の手順は、書類選考による一次審査、審査員が手分けして現地に

赴く二次審査、結果を持ち寄って 6 名の審査員全員による最終審査で
11 点の受賞作品が選定された。
審査を終えた感想としては、個々の建築にはそれぞれバラエティー豊
かな歴史や物語があり、また実に多くの人々が関わってきていること
を感じることができた。
まさに社会資産となった建築、人々に愛され社会とともにある幸せな
建築が今回の受賞作品となっているわけだ。
（芦原太郎）
撮影：淺川 敏

香川県立善通寺第一高等学校
同窓会館「静修館」
設計者：多田善昭（多田善昭建築設計事務所）
建築主：善通寺第一高等学校同窓会
施工会社：菅組
歴史的建造物のある地域を背景に量感のある
大屋根、棟持柱、芯柱など古代の高床式米倉
をイメージさせる直喩的なデザインモチーフ
を地域に向けたアイコンとして用いながら、
それらを近代的な材料特性を活かしたオリジ

曲線をデザインモチーフとして、学校の歴史

して、人々の想い、伝統や歴史を継承しよう

ナリティのあるデザインで表現している。一

と施設を利用する人々の記憶、出来事など目

とする姿勢は、地域に生きる建築家のあるべ

方、内部空間は女性のふくよかな量感のある

に見えないものを形象化している。建築を通

き姿を示している。
撮影：鈴木 悠

豊島区立熊谷守一美術館
（熊谷守一美術館）
設計者：岡

（石田敏明）

秀世（ICD 建築設計事務所）

建築主：熊谷

榧

施工会社：バウ建設
通りに面して 2 層、奥に半地下＋ 2 層。住宅
街に控えめ。画家、熊谷さんの蟻の絵が壁に
彫り込まれ、緑の木々とともに美術館として
のメッセージ。内側ブロック積み型枠とし
て外側に断熱、コンクリート打設。半地下の

強化ガラスを手前に引くディテール。内部扉

て下っていく。強烈に「ここに建つ建築」を

コーヒーショップに座ると庭が近い。窓枠が

はコンクリートの壁に引き込み。圧巻は 1 階、

意識化している。設計者のこだわりが見事に

消されて鮮やかな開口。外に合成ゴムを回し、

右奥のギャラリー、床が緩やかな曲線を描い

形になっている。

られ、建築としての骨格がさらに明瞭なもの

うか。崖上の敷地に巡らされた増築、植え込

なものにしている。一挙に建てられた建築に

になっている。周辺の緑の成長が外からの視

まれた木々の緑のなかに隠れるように巡らさ

は見ることのできない、建築の成長の歴史、

線を十分に遮るまでに成長しているためだろ

れた回廊、別棟は、この建築をさらに魅力的

25 年の時間を見る思いがする。 （中原 洋）

（中原

洋）

岡上の家
設計者：杉浦伝宗
（アーツ＆クラフツ建築研究所）
建築主：杉浦伝宗
施工会社：新東建設・古里建設工業・
渡辺健建設事務所
一瞬、ケーススタディー・ハウスを見たよう
な思いがあった。新築時の鉄骨はそのままに、
巡らされたガラスがすべて透明ガラスに変え
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東京大学工学部 6 号館を
はじめとする屋上増築
設計者：香山壽夫（香山壽夫建築研究所）
建築主：国立大学法人東京大学
施工会社：鴻池組東京支店
昭和初期に内田祥三によって設計されたネオ
ゴシック様式の校舎群で、30 年以上前から今
日まで屋上増築と大規模改修が続けられてい
る。増築当時、様式建築の上にコールテン鋼
のカマボコ型の最上階をのせる発想はとても

築と一体化した佇まいを創り出して歴史ある

ユニークなものとして目に映ったことを思い

本郷キャンパスの景観を魅力的なものにする

いることも確認できたので 25 年賞にふさわ

出す。今日、この最上階はさりげなく様式建

ことに貢献している。また、増築と改築によ

しいものである。

に映え、その華美でなくシンプルな佇まいに

経過で一定の判断が定まるものとされるが、

半世紀ちかく必要とされる。今回は特にこの

は経年によって獲得された格式をも見出すこ

リビングヘリテージとしての価値が見出され

地域に根差し生き続ける建築の文化的側面を

とができる。保全による価値は 30 年ほどの

るためには、地域のコミュニティとの経過が

評価することとした。

り今日の校舎としての役割を立派に果たして
（芦原太郎）

門司ゴルフ倶楽部
設計者：アントニン・レーモンド
（レーモンド建築設計事務所）
建築主：一般社団法人門司ゴルフ倶楽部
施工会社：竹中工務店九州支店
半世紀以上を経過しロングライフ建築の域を
超え、文化財としての価値も見出され始めて
いる。現用し続ける朱色の倶楽部ハウスは老
松の林立する「松ヶ江」に展開されるコース

（山名善之）
撮影：小沢明建築研究室

セントメリーズ・ロッジ
設計者：小沢

明（小沢明建築研究室）

建築主：セントメリーズ・インターナショナル・スクール
施工会社：清水建設
建物はスキー研修や野外活動のための教育施

るが、屋根のケラバや鉄骨フレームの線的な

設であるためメンテナンスや消費エネルギー、

要素が巧みにデザインされているため、軽や

形態デザインの関係はかなり密接でなければ

かさを併せ持っている。時間を耐え抜く、こ

ならない。建物全体は表面積を小さくするよ

の軽さの表現は確かな材料の選定や精緻な

うに機能を 4 層に積層したコンクリートのボ

ディテールに裏付けられてのことであり、納

リュームと深い軒の出を持つ尖頭アーチの大

得できる。

（石田敏明）

屋根が掛かるコンパクトな安定した構成であ

浦安市立中央図書館
設計者：小宮

朗（佐藤総合計画（旧・佐藤武夫設計事務所）
）

建築主：浦安市
施工会社：フジタ（旧・フジタ工業）
シビックセンターの一画にある中央図書館は、
その市民サービスの質の高さ故に全国から注
目され訪れる者が絶えない。この輝かしい存
在は、市民の意識の高さを反映した浦安市の
堅実な図書館に対する姿勢に起因するのは確

工者が有機的に連携しながら探求してきた市

に、市民施設の原点を彷彿させる、このよう

かであるが、それだけでなく長い時間をかけ

民サービスのための施設のあり方そのものが

な良質な建築のあり方が全国に拡がることを

て、市民、行政、図書館関係者、設計者、施

誠実であったからに他ならない。受賞を機会

願うばかりである。
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（山名善之）

撮影：藤塚光政

桜台の家
設計者：阿部

勤（アルテック）

建築主：個人
施工会社：東興建設
時が移り、家族の状況の変容は住まいの「佇
まい」を変えていく。建築が、時の流れに沿
い、存在感を保ち続けていくためには、その
場に対して変わるもの、変わらないものを見
極める設計者の意識、感覚が大切になる。明
瞭なプランニング、壁の存在感と、ダイナ

の基本的な計画意図、空間の質の確かさが、

クリート壁と、時間をかけて育てられた植栽

ミックな断面計画、更に光と影、風の流れの

時々の生活の行為、佇まいを豊かに許容し続

とが、この場の柔らかな環境を象徴している。

差異が、多くの抑揚ある場を形つくり、そ

けてきたことを高く評価したい。外周のコン

（平倉章二）
写真提供：サントリーホール

サントリーホール
設計者：佐野正一・佐野吉彦・木村佐近・稲垣雅夫・桂川清彦・棈木賢一
（安井建築設計事務所）
建築主：サントリーホールディングス／サントリーホール
施工会社：鹿島建設
開業以来 5 年ごとに改修を重ね、20 年経った

2007 年には 5 ヵ月間の長期休館を取り全館改
修工事を行っている。ユニバーサルデザイン
や新しい演出や音楽空間の試みに対し最新技

匠については竣工当初を忠実に再現してイ

ホールの音が落ち着いてきたと評価されてお

術を導入し対応しているが、ホールの音を変

メージを維持・継承し、25 年の時の重みを感

り、良い音をキープするためにあらゆること

えないというコンセプトを堅持している。意

じさせることに成功している。25 年経って

を試みている建築である。

（上浪

寛）
撮影：三輪晃久写真研究所

新宿 NS ビル
設計者：小倉善明・浜田信義 （改修担当）水野和則（日建設計）
建築主：日本生命保険／住友不動産
施工会社：大成建設
超高層建物の最高高さ競争の時代にあって、

年まで 5 年間かけて、大規模な改修が継続的

安全な超高層をテーマに今までにない形式を

に行われ、竣工当時と同じ輝きを維持してい

提示した建築である。白木屋百貨店以来認め

る。設備的には原設計よりも効率の良いもの

られなかった多層階吹抜けの安全性を証明し、

に更新し維持費の 2 割程度削減に成功するな

建物の中に公共空間を設け、その後に続くア

ど、維持管理者の努力も評価の対象とした。

トリウム建築の先駆けとなる画期的な試みで

（上浪

寛）

あった。竣工後 25 年経った 2006 年から 2011

大阪市立東洋陶磁美術館
設計者：薬袋公明・横川隆一・中西博隆
（日建設計）
建築主：大阪市
施工会社：三井住友建設（旧・住友建設）
優れた陶磁の鑑賞は、
「自然の移ろいの中で」
心静かに、作品に向き合うことができる場で
ありたいという発注者の強い想いと、その事
を真摯に受け止め、構想し、実現する優れた
力とが、しっかりと重なり合い、いわば「共

ニング、ディテールに様々な工夫をして、質

この場に穏やかな存在感を生み出し、地域環

創」により実現し得た場であることが重要で

の高い展示空間の実現を目指した。当初の構

境と一体となって人々から愛され続けている

ある。光ダクトの計画をはじめとしてプラン

想理念、密度の高さが、時間の経過と共に、

状況から学ぶことは多い。
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■ information

JIA 建築家大会 2013 北海道
日時：2013 年 9 月 5 日㈭、6 日㈮、7 日㈯、8 日㈰
場所：札幌市教育文化会館、札幌駅前通り地下歩行空間など
大会テーマ

『拓く』
ひ ら

建築を通して、日本や北海道のアイデンティティ
を確立し、豊かな地域社会を創造して、北海道か
ら拓くことを試みます。

■ウエルカムパーティー
日時：9 月 5 日㈭ 18：00 ～
場所：札幌グランドホテル 北海道ダイニング ビッグジョッキ

大会委員長あいさつ

■大会式典
日時： 9 月 6 日㈮ 13：00 ～ 13：45
場所：札幌市教育文化会館 大ホール

大会が行われるのは北海道が秋の気配を見せ始めるころで、
まだ残暑の残る内地から来られるには、大変心地の良い季節
ですので、どうぞおいでください。北海道支部を挙げて歓迎
いたします。北海道の爽やかで伸びやかな自然の風景とこの
地勢で育まれた食材のおいしさを味わってほしいと思います。
さて、北海道は、明治の開拓から考えるとわずか 160 年

■基調講演
日時： 9 月 6 日㈮ 14：00 ～ 15：30
場所：札幌市教育文化会館 大ホール
講師：関野吉晴氏（探検家、人類学者、医師）
■シンポジウム
日時： 9 月 6 日㈮ 15：45 ～ 17：30
場所：札幌市教育文化会館 大ホール
講師：村上敦氏（環境ジャーナリスト、環境コンサルタント）

の間に、積雪寒冷の地にふさわしい新しい技術を次々と導入
しながら、産業を興し、街をつくり、人を育て、日々の暮ら
しを獲得してきました。そこには、たゆまぬ試行錯誤の繰り
返しがあり、それによってこそ、多くのことを獲得できまし
た。そのため北海道の人は、新しいことへの挑戦に大変意欲
的です。
このたび、JIAが、公益社団法人となって初めての全国大

■レセプションパーティー
日時：9 月 6 日㈮ 18：00 ～
場所：東京ドームホテル札幌

会であることにも積極的に取り組むこととし、札幌駅から延
びる 400メートルの新しい地下歩行空間を使って、様々な展
示や催し物を行い、そこを利用する通勤の人、買い物の人た
ちに、JIAがあること、その在り方やその姿勢と取り組みを
理解してもらうものにしたいと考えています。さらに展示に
ついては、8 月 30 日から始まる日本建築学会の全国大会と連
動して、JIAの大会前から、広く長く告知します。 また北
ひら

海道に深く根付いている新しいものへの挑戦意欲を「拓 く」
というテーマとして掲げ、われわれ建築家が建築を通して、
北海道さらに日本のアイデンティティを確立し、豊かな地域
社会を創造して、この大会を契機に北海道から「拓く」こと
を試みます。
圓山彬雄
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JIA NEWS
2012 年度 JIA 各賞表彰式及び建築大賞受賞記念講演会のお知らせ
日

時：2013 年 5 月 31 日（金）
表彰式

16：00 〜 17：30 2012 年度 JIA 各賞表彰式
18：00 〜 19：00 2012 年度日本建築大賞受賞記念講演会
陶器浩一氏「築くということ―笑顔が集まる “みんなの場所 ”―」
会 場：建築家会館 1 階ホール
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-16
定 員：100 名
参加費：無料
参加申込：event@jia.or.jp に、表彰式・記念講演会参加希望とし、参加者氏
名（及びよみがな）、連絡先（メールアドレスあるいは FAX 番号）、一級建築
士番号（CPD 単位取得を希望する方）を明記して、E-mailでお申し込みくだ
さい。
定員を超えるお申し込みがあった場合、ご連絡をいたします。
申し込みが定員に満たない場合、当日参加も可能です。
＊ CPD 認定手続き中（講演会：1 単位の予定）
講演会

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

2011年度JIA各賞表彰式のようす

今月号の特集では隈研吾さんにインタビューしました。手に伝統技術を持った地域の職人と
コラボレーションしながら、それも海外の有名アーティストまで巻き込んで東北復興を進める
というのは、隈さんらしいアイディアです。そこから新しいブランドや東北ポップカルチャー
が生まれたら気分は盛り上がっていくと思います。気分が盛り上がっていくことはエネルギー、
活力を生み出し、今進められている土木・建築的なハードなものとは別な、新しい形での東北
復興のあり方を示してくれると思います。ヤンキーやオタクは実は社会の新しい動きを作って
いる、それらも巻き込んでいくという発想も斬新です。期待したいと思います。
また、ピーター・クック氏の JIAでのレクチャーも収録されています。日本は今まで何か重
たい空気のようなものが支配していましたが、クック氏の建築の進め方を見ていくとユーモア
をもって自由に提案していく、時には戦っていく、それらは聴衆に建築家の原点を思い起こさ
せる新鮮なものでした。

『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 088-855-6260
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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