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公益社団法人日本建築家協会

建築家会館です

株式会社

建 築 家 のための保険
JIA 建築家賠償責任保険

中途募集中！
充実のオプションも中途付帯できます

①「構造基準未達」補償

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」補償

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。

◦ JIA「ケンバイ」はインターネットでご加入手続きができます！
◦ 保険料の試算（自動計算）もできます。
◦ 中途加入・中途付帯も、インターネットで簡単にできます。

http://kenbai.jp/
※「建築家賠償責任保険インターネット操作マニュアル」をご覧ください。

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
http://www.kenchikuka-kaikan.jp/
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16

e-mail： kenchikuka_kaikan@nifty.com
TEL：03-3401-6281

《引受保険会社》
株式会社損害保険ジャパン 団体・公務開発部 第二課
〒100-8965

東京都千代田区霞ヶ関3-7-3

FAX：03-3401-8010

TEL：03-3593-6453

FAX：03-3593-6751
SJ14-01588（2014.5.12）
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JIA NEWS

国史館

建築家のスケッチ

—

の一環だった。聖跡調査の方は、古事記や日本書紀の記述にもとづいて北九
州から山陽、関西など各地を巡り、20 箇所近くで顕彰碑の建立が実現したが、
日比谷の内幸町に計画された国史館構想の方は、その後の戦況悪化のため実
現にはいたらなかった。
掲載のスケッチは、宏の没後に自宅の書斎から見つかった 2 枚で、紙袋に
は国史館と表書きされていた。国史館構想が実際にどこまで進んでいたのか
はっきりしないが、
「設計案まで決まっていた」とする記録もあり、職場では
かなり多くの図面が描かれていたにちがいない。しかも、神武天皇顕彰碑と
ともにこの時期に国が計画する建築としては、かなり伝統様式に沿った形が
求められたのではないだろうか。

2 枚のスケッチを見比べると、建物を支える円柱ピロティー以外はかなり

—

異なっており、定まった平面形状にどんな立面を与えようか、との検討では

大江
新︵大江建築アトリエ代表︶

スケッチサイズ 上 W: 19.7cm H: 13.6cm
表紙 W: 27.1cm H: 19.8cm

1938 年（昭和 13 年）、父宏は大学卒業と同時に文部省宗教局に勤務する。
そこで任じられた仕事は神武天皇の聖跡調査と国史館（歴史博物館）建設へ
の準備作業で、いずれも皇紀 2600 年（1940 年）を祝して国が企てた記念事業

大江宏の不思議なスケッチ

［大江 宏］

本部便り／ BOOK 書籍紹介／編集後記

なさそうだ。
表紙に掲載の案は、板状の棟にポツポツと独立窓がうがたれて、ル・コル
ビュジエのスイス学生会館を想い起こさせ、しかも石積みの曲面壁までそっ
くりだ。だが、頂部にはムクリのある勾配屋根が載って、和蔵のように建物
本体から浮いている。一方、本頁の案は徹底したフラットルーフで、特に中
央の棟は豆腐さながらの白い塊でしかない。これは収蔵庫なのだろうか、そ
れともまだ壁面デザインが未定の保留状態なのか。とにかく、両案とも日本
の伝統様式からかなりかけ離れている。
これらのスケッチはどうやら、職場での本務とは別に素朴な個人的想いを
描いたものらしく、
「なかなか実現に達しない国史館計画に業を煮やしての夢
の発露」だったのか、あるいは「日々強いられる堅苦しい伝統様式からの逃
避の願望」だったにちがいない、と私は秘かに考えている。
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ノマド化する社会で
建築家が生き抜く方法を探る
藻谷浩介氏に聞く

シリーズ特集「ネクスト：建築家のこれから」第 4 回目は、ベストセラー『デフレの正体』、
『里山資本主義』で知られる、日本総合研究所主席研究員の藻谷浩介さんにご登場いただ
きます。藻谷さんはご自身の足で日本中の市町村を実地調査され、問題点を分析し、地
域経済活性化やまちづくりのあり方を提唱されていて、それは私たち建築家の仕事や役
割とも深く関係しています。これからの建築や建築家像について、藻谷さんがどのよう
に考えていらっしゃるか、本誌編集アドバイザー堀越英嗣さん、広報委員長鈴木利美さ
（『JIA MAGAZINE』編集長 今村創平）
んと一緒にお話をうかがいます。

公共投資で面白い建築をつくるのは難しい

であるベネッセがお金をかけてつくる分には、不愉快
でも何でもなく、
「どんどんやれ」としかならないですね。

藻谷さんは著書『デフレの正体』
（角川書店、2010

仕上がりが同じものであっても、金の出し手、つまりス

年）で、今日の日本の社会構造の問題点を、きわめて実

ポンサーによって印象が全然変わってしまいますが、そ

証的に指摘されています。JIAは建築家の集団ですから、

れはもっともなことです。つまり、お金がない人が建築

そうした社会構造と私たちの建築設計という生業の関係

をつくること自体がおかしいじゃないかという根元的反

や、そして建築や都市が今後どうなっていくのかという

発を買います。

ことに、とても関心があります。また、景気対策として

今村

の公共事業といった話題は、我々にとって身近なもので

ら、そのために税金が使われるわけですが、その使われ

すが、藻谷さんはそれに対して根本的な疑義を出されて

方がどうか問われています。

今村

公共的な建築や社会的な建築は一定数必要ですか

います。我々建築家も一般市民と同じで、公共事業にお
金をどんどん使うことで景気対策ができるなんて、薄々
おかしいと思っているのですが、経済の知識があまりあ
りませんから、それがいいのか悪いのか分からないまま

藻谷

なんとなく状況だけが動いています。

じで、僕は長い間、建築と土木が違うことを知りません

藻谷

一般的に建築家の皆さんは、景気が良くないと、

政治学と法学の区別がつきにくい人が多いのと同

でした。マクロ経済とミクロ経済の違いが分からない人

大胆なパトロンがいなくなるので困るはずです。年代が

もたくさんいるでしょうが、マクロ経済が土木、ミクロ

上の人たちはバブルを一回経験しているので、金があっ

経済が建築のようなものです。マクロ経済学者は間違っ

てもいいものができるわけではないことを、おそらく理

たことばかり言っていますが、
「経済学者は」とよくひと

解しています。僕はユーザーの立場から言いますが、バ

括りにされるので、ミクロ経済学者は一緒にされたくな

ブル期にできた建築には、インスタレーションとしては

いと困っているのです。でも、皆さんもそういうところ

面白いものもあるかもしれませんが、ろくなものがあり

があるでしょう。
「公共投資は」と、ほとんど土木が批判

ません。現在も、公共投資でつくられた建築のなかで、

されていて建築の人たちが「俺たちは違うんだ」と言っ

面白いものはあまりありません。

ても、外から見たら同じにしか見えないわけです。

本来は市民のためにつくるはずの公共建築が結果

いっときは、そんなことを言う人はいなかったのです

的にどうなっているか見てみると、我々も、公共投資で

が、また最近になって土木の人を中心に、景気対策とし

本当に良い建築ができるのだろうかと非常に疑問を感じ

て土木事業を行うのだという話が出てきています。私は

てしまいます。

ずっと以前から言っていますが、景気対策で建築や土木

堀越

藻谷

公共建築でも「金沢 21 世紀美術館」などは、一般

事業をするという考えは一切やめるべきです。景気がど

市民の立場で利用勝手や使われ方を見ると、とてもいい

んなに悪くても、やらなければならない投資はあります。

ですね。そういう場合もあります。建築家を選んだ人間

景気対策でやるとなると、逆に景気が良くなるとやれな

が正しかったのでしょう。

くなるのです。早急にやらなければならないことをダラ

今村

一般的に公共事業にお金をかけることへの批判が

ダラやるのも、全部景気対策で考えているからです。よ

完全に世の中に定着しているために、我々建築家の側も、

く指摘されることですが、高速道路を細切れに少しずつ

この問題に対してナーバスになっていると思います。

つくって、いつまでたっても完成しないのは、要するに、

藻谷

4

景気対策で土木や建築事業をしてはいけない

仮に「地中美術館」のような贅沢な建築を公共建

景気対策として年度を越して業者に支払うためなのです。

築として直島町がつくっていたら、極めて不愉快な感じ

鈴木

目的が違ってしまっているのですね。

を多くの人に与えるはずです。でも、民間のスポンサー

藻谷

そうである限り、必ず悪い結果にしかなりません。
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ですから、断じて景気対策で工事をするべきではありま

なろうと、もともと全然期待していません。

せん。

藻谷

僕の同世代から下はそうでしょうね。もっと世代

先ほど、バブル時期の使えない建築の話が出まし

が上の建築家がつくる公共建築はどうも感心できません

たが、公共建築は、本来ならば市民のどういうニーズが

が、その大建築家の弟子である僕の友だちの世代がつく

あるかを調べたうえで丁寧につくらなければならないも

るものは、全然そうではありません。建築家も世代ごと

のを、予算ありきでハコだけつくると、使えないものに

に当然考え方が変わりますよね。50 代以下の人は少し違

なってしまいます。

う感じがします。例えば隈研吾さんの「アオーレ長岡」

今村

藻谷

でもそれは公共建築に限らないですね。新幹線の

は、まさに建築家が狙ったとおりに使われています。
それはやっぱり投資する側ではなく、使い手の存

駅などは典型です。どちらにしても新幹線駅は景観破壊

堀越

ですが、それでもあまり景観破壊にならないですむ駅と、

在を意識した建築なのです。

単に景観破壊にしかならない駅とがあります。

藻谷

そのような建築のすごいところは、いろいろと考

建築はその地域にフィットできることが本当はポ

えてつくられているので、何年か経ってから、
「こういう

イントなのですが、理念でモノをつくると抽象的なもの

狙いが裏にあったのか」ということがだんだん分かって

になってしまいますからね。

くるのです。

堀越

藻谷

全 部同じ形でしか駅をつくらなくなり、実に景観

堀越

最終利用者の視点があるかないかが大きな分かれ

破壊になるわけです。そのことに対して気合いを入れて

目になっています。

取り組むべきではないでしょうか。とにかくお金がなく

藻谷 「金沢 21 世紀美術館」も実際に見に行くと、周り

てもやらなければならないことはありますし、反対に金

の空間に建築が影響を与えていて、外の芝生を使ってい

があってもやってはいけないことはありますので、とにか

る人たちも建築とともに共生している。大変よくできて

く景気と称するものと土木・建築は、絶対に一緒にして

いますね。

はいけないのです。それは悪魔と契約するようなもので
すから、皆さんの自浄努力で排除しなければなりません。

そこからもっと下の世代の建築家になると、ソフト中
心のような人たちも出てきて、これがどこまで成り立つ
のかわかりませんが、どんどん面白いことをしています。

世代で異なる建築の考え方
鈴木

藻谷

あるところまで行ったら、モノをつくることに戻るので
しょうが、この流れは重要ですね。

最近の若手の建築家は地域密着型で、景気が良く

浩介（もたに こうすけ）

㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員。1964 年、山口

県生まれの 50 歳。平成合併前 3,200 市町村のすべて、
海外 60ヵ国をほぼ私費で訪問し、地域特性を多面的に

把握。2000 年頃より､ 地域振興や人口成熟問題に関し
精力的に研究･著作･講演を行う。2012 年より現職。

近著に、
『デフレの正体』
、第 7 回新書大賞を受賞した
『里

山資本主義』
（共に角川 One テーマ21）
、
『金融緩和の罠』

（集英社新書）
、
『しなやかな日本列島のつくりかた』
（新潮
社、7名の方との対談集）

July 2014
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土木と建築は第ゼロ次産業

りましたが、工業化の行き着いた先では戦争を起こせ
ない事態を引き起こしました。それには 2 つ理由があっ

土木と建築は、人間の存在とともに存在している

て、ひとつは、戦争をすると人が死にすぎてしまうこと

産業です。お互いに仲が悪いけれど、同時に存在してい

です。そしてもうひとつは、工業社会は激しく分業した

ます。三内丸山遺跡には、相当巨大な建築物が建ってい

結果、戦争をするとお互いに経済が壊滅するという、経

たことに間違いありません。そしてその横に、ゴミ捨て

済的相互確証破壊（Mutual Assured Economic Destruction:

藻谷

場や橋が沢に架かっていた跡がありますが、それを見て

MAED）に至ってしまいました。つまり経済的に考える

もまさに土木と建築は同時に存在しています。竪穴式住

と、いまは北朝鮮以外の国は、自国の経済が壊滅するの

居は、そもそも土木でその上に建築をつくっています。

で戦争を起こせないのです。

その時にはまだ農耕はなかったので、農耕より建築が

そういう状況の中で、化石燃料があるためにさらに生

先にあったことになります。農業を第一次産業といいま

産が自動化して、いま、世界中のほとんどの人はあまり

すが、建築・土木、そしてもうひとつ衣服をつくること

生産活動をしていません。逆の言い方をすると、生産か

は、じつは第ゼロ次産業なのです。農耕をする以前に衣

ら阻害されています。つまり、個人の生産力が非常に低

服がないと人間は死んでしまいますから。縄文時代でも

くても社会全体の生産が維持できるようになってきたの

それなりにちゃんと織物をつくっています。建物を建て

で暇になり、個人ができることがいろいろ出てきたので

て衣服を縫うことは、人間が毛皮を失い特殊進化を遂げ

す。そうすると、人間のあり方が、農業、工業と集団化

た瞬間から必要だったので、人間がサルではなくなった

していったのが、ノマドに戻ります。誰かが生産してい

時点で、建築と土木と衣服、その 3 つは根元的に重要な

る富を、うまく理屈をつけて社会のモラルを壊さない範

ものなのです。

囲でノマドをやっていられるようになってきました。ノ

そしていずれも非常に古くからあるために、土木と建

マドに戻ると結局、農業社会、工業社会がつくってきた

築と衣服はものすごく古くからデザイン化しています。

いろいろなアプリケーションを忘れて、ノマドがそもそ

機能的であればいいという段階を非常に早く卒業したと

も何を持っていたのかに帰結し、途端に家族単位や恋愛、

いうより、おそらく最初の時点からデザイン化している

すごく原始的なデザインなどの重要性が増してきます。

のでしょう。サルと人間はほとんど違わないのに、人間

ところが、建築や土木のすごいところは、農業社会・

になった瞬間にデザインを考えるという大きな違いがあ

工業社会であれ、ノマドの社会であれ、どの段階でも対

ります。衣服と建築と土木は全部デザインなのですね。

応できるところなのです。それは第一次産業以前から

どこに何を配置するか、土木ではとても重要です。そん

あったものだから対応できるのであって、これが実に恐

な崇高なものを目先の景気対策に使うことはおかしい。

ろしいところです。

医療も農耕もない社会にも存在したことなのです。

堀越 JIAでは、前の世代の頃は日本の高度成長と一緒

藻谷さんのデザインの定義はとても面白くて、著

にあって中央集権に向いたために、中央が強い組織でし

書を拝読すると、デザインは何かのシンボルや政治に使

た。ところが、全国各地に支部があって、これがいま中

うものではなくて、人びとの素朴な喜び、そういうもの

央をどんどん外して、地域のその場所に密着した活動を

を語っているような気がします。

主にしようと、ちょうど変わりつつあります。

堀越

藻谷

アルタミラ洞窟がつくられた時、そこにどういう

藻谷

日本の組織や企業のなかで、ここ 10 年くらいで

政治システムがあったのか想像してみます。たぶん食う

非常に中央集権化したところもありますが、JIAは分権

や食わずやで、そもそも貴重な燃料の油を壁画の製作に

的様相を強めている、つまり、まさにノマド化している

使ってしまったのが原因で、あの集落は滅びてしまった

わけですね。いま集権化しているところは、ノスタル

のかもしれません。でも国力を全部損耗してまで芸術作

ジーもしくは、とりあえず様子見でやっているのでしょ

品を残し、デザインする人たちがいるのですね。

う。試しに集権化して、その先に本当に成功があるのか、
黙って見てみようという行動ですね。

ノマド化する社会
藻谷

農耕社会は人間を集団化し、戦争を起こします。

そして工業社会になって、さらに戦争が非常に激しくな
6

けれども経済では、株価が一番正しい指標です。昨年
から 1 割くらい下がってきています。そうすると、経済
政策の成果が特に何もないので、
「そんなものか」という
ことになって、だんだんまた政治家も分権に向かいます。
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そのように揺らぎながら、いま社会全体としては解体す

なものだったのです。

る方向に向かっているのです。

藻谷

なるほど、大括りのデザインがあるのですね。

今村

小学校だけではなく、美術館にもあります。館長

ただ、化石燃料が尽きてくると、ノマドをやっていて
も全員が食えるという状況に終わりがきますが、建築で

室は約何㎡というような数字を覚えて、パターン化でき

は次のアプリケーションとして、エネルギーを分散化す

ることがスキルであって、おそらく以前は、それを覚え

ることを考えています。自然エネルギーが日本の 6 分の

ることが手に職をつけるために必要だったのです。とこ

1 ともいわれているドイツで何とかできるのなら、日本

ろが、そういう教科書は依然たくさんありますが、我々

でもある程度自然エネルギーを利用して何とかなるだろ

はそれを覚えてもまったく実情にフィットしていないこ

うという、ある種の読みがあるようです。

とをわかっています。例えば美術館のプロトタイプを

それは結局、住まい方も含めて、巨大都市集中電源型
から農村分散型に変えたほうがエネルギー自立ができる
という方向に変わってきたので、社会全体のデザインと

教えても、学生は「金沢 21 世紀美術館」などを見てきて、
「あれはとても良かったですね」といって、従来の考え
は全部壊されてしまいます。

してノマド化を推進することで、現代の化石燃料文明の

小学校では教室の面積から何から何まで規格が決まっ

快適性をある程度維持したまま、社会全体はある程度

ています。それから 1㎡違っても補助金が出ないような

残っている化石燃料を上手に活用し、貿易を維持してい

システムがずっと続いています。ごく一部だけ実験的な

く。世界の移動手段はいまは化石燃料に完全に依存して

ものはできますが、規格に則していないと中央からお金

いますが、そのうちバイオエタノールなどの自然エネル

が出ないというシステムは現存していますので、それを

ギーを使って船や飛行機を動かすことが実現するかもし

まず覚えなくてはいけないということが建築家にとって

れません。とにかく、狩猟民、採集民の世界プラス近代

依然としてあります。

技術のような方向に戻れないかという大きな仮説があり

藻谷

ますが、それをノマド化している建築の人たちや一部土

ると、さすがにアバンギャルドな人たちが面白い美術館

木の人たちは本当は気がついているはずです。そういう

をつくったことで、少し設計の意識が変わってきたので

大きな流れなのでしょう。

はないでしょうか。そっちのほうが面白いという人が

いまの教育の話は大変面白いですね。美術館をみ

増えたことが、結果的に 15 年くらい経ってから、ゆっ
現在も生きている設計のプロトタイプ

60 代の施主が少し変わるという流れなのでしょう。

今村 JIAが分散化していることもありますし、建築家

堀越

確かに使い手の意識が変わると違いますね。

が地域とローカルにやっていくという取組みもあります。

藻谷

でもそれにはえらく時間がかかります。

そもそも建築はその場所に合った非常にローカルなもの

今村

かつ、実績が上がったことも大きいでしょうね。

だったわけです。それが高度成長の時に、先ほど駅が全

藻谷

ところが、美術館と違って学校は最低ラインを

部同じだという話がありましたが、例えば小学校や市庁

ちゃんと備えたものでないといけません。これとこれは

舎などは、中央で設計のプロトタイプをつくって、それ

確保しなければならないけれどもそれは役所が一律に規

を全国にばらまいていったのです。

格化するものではない、というように、どのあたりに線

いまの中国はまったくそのような感じです。どの

を引くのかが難しい。とりあえず、リジッドにつくられ

街に降りたっても、全部同じにしか見えないという、す

ている制度を、根幹を殺さずにフレキシブルな制度に切

ごいことが起きています。

り替える、その先兵として建築家が役に立つはずです。

藻谷

今村
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くりと観客側の意識を変えて、ようやく不勉強な 50 代、

大学で教えていると、学生たちは結構敏感で、卒

堀越

そういう例が、いま学校建築で少しずつ出てきて

業設計などでは、みんな地域の古い小学校をリノベー

います。

ションするとか、コミュニケーションとか、そうした方

藻谷

向にものすごく関心があって、どちらかというと先生の

ニットまで違うのはあまりないのではないでしょうか。

ほうが昔からの考えを変えられないところがあったりし

堀越

ます。建築教育では設計のデザインとは別に計画学があ

くってしまおうとか、オープンの仕方をかなり変えてい

りますが、昔の計画学は、まさに「小学校は、こうデザ

るものがあります。

インをするんですよ」というプロトタイプを教えるよう

鈴木

外装だとずいぶん前からありますが、内部のユ
オープンスクールでも、L 型の壁だけで教室をつ

外と内の区別がなくて、子どもたちが自由に出入
7

りしています。

藻谷

そうなんです。じゃあ、いまでも結婚する前に下

幕張の新都心に柵のない学校がありますね。あえ

男・下女をやってくれればいいではないかということに

てこの時代に、いわば非武装中立路線みたいに柵をつく

なります。当時の人口ピラミッドを見ると 25 歳以下の

らないことで、
「周りのコミュニティが崩壊するとこの学

人の数が非常に多いのですが、お嫁にいかずに死んだ人、

校もおしまいですからから崩壊させないでね」と、逆に

あるいはお嫁にいった先で死んでしまう人、子どもを産

丸腰で示しているようで、大変分かりやすい。そのよう

んで死んでしまう人がたくさんいました。基本的に 30

な実験的なことを、どなたか建築家と意欲的な市の職員

歳まで生きる人が半分しかいないような社会だったので、

が一緒にやったのでしょうね。

その世代の労働力がとても多かったのですが、その人た

藻谷

堀越

い ま そ の よ う に 一 部 の 分 か る 人 た ち に よ る、

ちょっといいことが起きていますね。しかしそれは、地
域でのことであって都心ではほとんどあり得ません。

ちには、長く続くことにコミットさせずにテンポラリー
な仕事で何かやってもらわないと困る状況でした。
江戸時代や明治時代、戦前にかけて、小僧、丁稚、番

地方で活動している人と、都会で活動している人

頭、下男下女などがたくさんいたのはそれが理由で、そ

を単純に分けてしまうのは問題がありますが、都会にい

ういう人たちがいるために、お金がある人間は大きな屋

る人間は、どうしても経済に乗らなくてはならないとこ

敷をつくって彼らを雇用しなければならなかったのです。

今村

ろがあるわけです。それはクライアントにとってもそう

ところが、戦後人口ピラミッドが垂直になった時点で

です。以前の建築家はもうちょっとナイーブで良かった

下男下女需要がなくなりました。それにもかかわらず企

のかもしれませんが、いまは経済を意識しないといけな

業は若者をなるべく非正規労働者にしようとしますが、

くなってきました。

当然、今の 40 歳前後の人と 20 歳前後の人は 10 対 6 で半
数近く減っているので人手不足なのです。そうすると今

拡大路線の終焉

ポールなどでは外国人が下男下女として働いています。

生産年齢人口が減ると工事の総量が減る可能性が

シンガポールの場合、インドネシアに人が余っているか

高くなるという大きな流れがあります。金額的な工事と

らできたのですが、いまインドネシアで少子化が始まっ

空間的な工事に分けると、金額的には、お金さえあれば

ていまして、そのやり方が通用しなくなってきました。

工事はいくらでも発生しそうですが、とにかく絶対的に

堀越

グローバルに人口構成が変わるわけですね。

空間がそれほど必要ないという制約があります。その制

鈴木

どこまでも拡大発展的な思考ですね。

約はどこから来るのでしょうか。お金があれば、人間一

藻谷

いま人口が増加しているのはフィリピンとか、わ

人当たりもっと広い面積に住めばいいだとか、際限なく

ずかなところしかありません。じつは、中国は単純労働

空間が必要になりそうですが、それは違います。もちろ

移民を制度的に一切受け入れていません。中国はいまま

んエネルギー問題もありますが、掃除とメンテナンスの

で田舎にとても多くの人がいたので、下男下女はその人

手間が非常にかかって面倒なのです。だから金持ちでも、

たちでまかなっていました。ところが、もう田舎にも人

日本人には際限なく広い家に住みたいという欲求がなく、

がいなくなってきましたので、急速に下男下女社会がな

むしろコンパクトに住みたいという意識が大変強くなっ

くなってきたのです。上海の富裕層はシンガポールの富

てきています。つまり、まずは人口制約、次にエネル

裕層と違って、メイドを使う生活をあまりしていません。

ギー制約があって、いまはそれが同時に来ています。

日本のように中流家庭を家族で営むという方向にいって

藻谷

しかし、どうして昔はお屋敷があったのでしょうか。

います。

それには理由があって、建築家の人にはぜひ知っておい

つまり、人間がいないとメンテナンスができないとい

てほしいのですが、以前はそれを支える下女下男がいた

う最大の理由によって建築需要の空間的総量が減り、空

からなのです。下女下男は、例えば夏目漱石の小説にも

間的制約が発生します。人口減少社会では、お金があっ

出てきますが、いったいどういう生活をしていたので

たら、デザイン的な方向には使うかもしれませんが、空

しょうか。清さんみたいに最後まで主人に仕えて死んで

間を拡大する方向には使わないわけです。

きよ

いく人もいましたが、みんなが主人のために尽くしてプ
ライバシーなしで死んでいったのでしょうか。
鈴木
8

度は、外国人を入れようという発想になり、事実シンガ

お嫁にいったのではないでしょうか。

皆さんが、現在、これまでの日本と同じようなものを
つくっているドバイやマレーシアのイスカンダル計画を
見ると、埋まるわけがないと思うかもしれません。でも、
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そういう先例があってもどうして彼らはそれをやるかと
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日本で修行して海外でそれを生かす。

いうと、いまだに出生率が 3 ～ 4 もある国なので、その

また、ダウンサイジングで、そもそも建築家の数を減

限界がまったく見えていないのです。現時点では、ドバ

らさないといけないのではないかという議論もあります。

イもマレーシアも非常に人口が少なく「もっと拡大する

新潟・長岡市長の森民夫さんのように、都市計画を手掛

ぞ」とか言っていますが、よく見ると、周りは拡大が止

けていた人が政界に出ていったり、ある程度素養のある

まりつつあるわけです。高度成長時代の頃の人がドバイ

人間が他の業界に進出したり、他領域に転身したり、こ

とかへ行くと面白い仕事ができるかもしれませんが、や

のようなことはあり得ます。

はり僕らはそれはできないですね。

他には、例えば安藤忠雄さんの「地中美術館」などの

堀越

先が見えていますからね。

ように、建築のデザイン性を極めて高くして、空間的に

藻谷

一度経験して、かつそれが続かなかったのを見て

膨張せずに、収蔵品 10 個くらいの建物を高価につくる。

いる人間にとっては、大昔から存在してちゃんと続いて

個人住宅はまさにそうですね。ある程度資金がある人に、

いることにはコミットしますが、続かないことにコミッ

その範囲内でちゃんとしたお金を払ってもらって、きち

トする気はあまりありません。建築家である以上、皆さ

んとした空間を設計する。

んにブルジュ・ドバイをつくるのと、三内丸山遺跡のよ

僕らみたいな一般人から見ると、デザインされた個人

うなものをつくって 3000 年後に発掘されるのと、どっ

住宅と一般のマンションとのギャップがあまりにも大き

ちがいいですかと尋ねたら、三内丸山をつくりたいと言

くて、それを埋めるいまあるものよりももう少しいいも

うはずです。また、室生寺の五重塔にしても、薬師寺の

の、例えば木造のマンションなどはないのでしょうか。

東塔にしても、あまりの美しい完成形に、そのとおりに

業者が安かろう悪かろうでやっているものを、もう少し

再現せざるを得ない。現代人が見てもあまりにもすごい

上質な供給に変えるという方向にも建築家のやる仕事が

ものです。でも東京都庁舎が壊れたとしても、そのとお

あるような気がします。

りに再現することはおそらくないでしょう。そういう意

いずれにしても、ひとつの方向にワーッと一緒に行く

味ではインスタレーションであって、後世まで残るもの

のではなくて、チマチマ、チマチマと上下左右に侵食す

と思っていない。空間的にそれほど大きくなくても濃密

るしかないでしょう。

で、かつ濃密でなくてもいいけれどとにかくシンプルで、

鈴木

その時代時代を超えてこれはあったほうがいい、よく分

まは以前と違ってクライアント自身の住まい全体の設計

からないけれど壊さないほうがいい、そういうものが良

ニーズが高まってきています。できあがったあとどう住

い建築なのではないでしょうか。

まうか。いっそのこと一緒に洋服も選びに行きましょう

堀越

やっぱりアルタミラ洞窟と一緒で、何かを打ち捨

私が手掛けるのは個人住宅がほとんどですが、い

というくらいのフォローが必要なのです。

ててやった喜びがありますね。それは根元的な人間の力

今村

にもなりますし。

案する、いまそういうお店や本がとても多いですね。そ

一般の人たちの生活に対してライフスタイルを提

藻谷

分かる人に分かるものは必ず受け継がれます。

うしたことにとても意識が高くて、でも自分たちでは

堀越

その辺の人間の行く先が、
『里山資本主義』
（角川

ハードまではつくれないから、建築家と一緒にやろうと

書店、2013 年）に書かれていると思います。

いうニーズはあると思います。
藻谷

これから建築家はどうしていくのか

極端な話、主体性がない施主だと、
「どういう格好

をして家にいたら、さまになりますか」なんてことまで
教えてくださいということになるかもしれませんね。

人間がかけがえのないものを残せば、それは必ず

鈴木

まさしくそういう感じです。

続きます。そういう方向に皆さんがいくときに、建築家

藻谷

さらにそこから先はドイツ的にいうと、コミュニ

藻谷

はどうやって食べていけばいいのでしょうか。ひとつは、 ティ全体の統一性をどうとるのかという話に大ジャンプ
国内でマーケットが縮小する以上、海外に行く。でも、

すれば、もっと先へいくかもしれません。

海外もいずれ同じことになります。ただし「拡大路線を

堀越

こうやって収斂させるんだ」というコンサルのようなや

があると思います。藻谷さんの本でとても共感するのは、

それから、大きな問題として、エネルギーの問題

り方で食べていくのであれば、リノベーション、手仕事、 原発の問題以降、すべて電力に換算しているところがあ
小さな計画づくりなど、海外でたくさん仕事があります。 まりにもおかしい。我々建築家からすると、個別的なも
July 2014
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のの熱エネルギーをどうするかの方が重要なのです。わ

はるか昔から施主を何とかうまくつかまえて食いつない

ざわざ集約化して熱エネルギーを電気に換えて遠くまで

でいるような人が多いですよね。

送って、送った先でまた熱に換えるという、とても無駄
なことをやっています。
藻谷

何でも一度金銭に換えてから貯蔵しておくという

女性の建築家が活躍できる社会に
食べられそうもないような分野に優秀な学生が集

考え方のマクロ経済学にはまった人は、同じようなモデ

藻谷

ルをエネルギーについても求めてしまい、現状は電力価

まるという点で、医学部と建築は驚異です。

に換算するオール電化のほうがいいという考え方にいき

今村

つくのです。ところが、じつは、ご存じのとおり、熱効

まる人間が絶対にいるのです。また、いま例えば大学 3

率を上げていくには極力電力に換えずに、その場で使っ

年生くらいに発表をさせると、優秀者の半分は女性だそ

たほうがいいのです。

うです。ただし、学生数からすると私の学生時代よりは

堀越

個別に自給することと、ある地域の中で循環する

ことを考えていけばいいわけですね。
藻谷

自給率 100 を超えたら電力化して売る、大変分か

りやすい考え方です。
そして当然、土木、建築、そして生活コンサルティン

自分もそうですが、学生を見ていると、建築には

増えていますが、それでもまだ女子学生は全体の 2 割な
のです。
藻谷

少ないのですね。

堀越

でも存在感は、すでに 5 割以上ですね。

今村

ローカルできちんと丁寧に仕事をしていったりコ

グみたいなものとエネルギーは一体化していかざるを得

ミュニティをつくったり、住宅を考える場合、女性は強

ません。ドイツなどは、いま建築家イコールエネルギー

いでしょうね。

コンサルタントのようになっています。ついでに、彼ら

北欧では、かなり前から建築家の半分以上は女性だそ

はエコライフスタイルコンサルになって、食生活から、

うです。北欧はずっとクオリティ・オブ・ライフをきち

周辺の農業のやり方まで考えて、個人がいろんなことを

んとつくるという考え方でしたが、日本は、建築も土木

知っている小さいダ・ヴィンチのようですね。それが

も、中央集権的にマッチョにガンガンつくる、男性中心

ローカライズしていながら、世界的に情報をグローカル

で女性がすごく入りにくいコミュニティをつくっていた

に交換して交流している。そんなノマドの集まりのよう

のですね。いまでも女子学生が会社に入って建築ができ

な方向に建築は行くでしょう。

るかというと、もちろん数は以前より少し増えています

堀越

建築の世界では、40、50 歳は若造だと言われてい

が、まだすごくやりにくいということを聞きます。

るのです。建築家は高齢者になったほうがいろいろな経

藻谷

験を積んで良くなるという話があるにもかかわらず、い

だったりするでしょう。女性建築家で活躍している人は、

もちろん個人でやっていても仕事が来なくて大変

ま大きな組織でも 60 歳定年制のところが多い。高齢者

みんな結構強力な個性を持って頑張っています。でも、

が元気である中でも、建築の人は何かができる可能性が

普通の青年だといくらでもできるのに、いわゆる普通の

一番あるように思います。これから熟達する年齢になっ

女の子が建築をできないのは、やはり問題ですね。

たときに、それまでのモノをつくる仕事としての建築は

逆に、建築の分野には女性のすごい人が多いですけれ

減るけれど、ノマド的に地域に入ってマネジメントをす

どもね。でもこの社会構造は当然変わるはずです。それ

る立場で活躍できる可能性がありますよね。

は医者と同じで、人間の約半数以上が女性ですし、人の

高齢者には 2 種類あるのです。これはどの会社も

身体を診るときに、同性が診ないと分からないこともあ

そうですが、定年制がなかったら、早く辞めてほしい人

ります。同じように、建築に関しても、基本的には、家

を辞めさせる口実がほかにないですから大変なことにな

と金は女性が継承するという日本社会に非常に深く根ざ

ります。そのように仕方なく雇っているケース。

した風俗的伝統がありますから、女性がもっと活躍する

藻谷

それとは別に、この人には辞めずに続けてもらいたい

べきでしょう。

というケースもあるわけです。それは建築も同じで、高

堀越

度成長にコミットしたような人たちもいるでしょうが、

活を扱うのは女性ですからね。

むしろ地方のほうが、だいぶ前に高度成長は終わってい

藻谷

るので、地方の団塊世代やそれより上の建築の人たちは

男性ももちろんいますが、社会の伝統は恐ろしいもので、

メンテナンスが主になったら、明らかに日々の生
日々の生活もみたうえに、金もコントロールする

別に高度成長に乗って食べてきたわけではありませんし、 日本において現状は、女性のほうが家と金を管理してい
10
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ネクスト：建築家のこれから 4

左より、今村創平氏、鈴木利美氏、堀越英嗣氏、藻谷浩介氏

る確率が高いのです。コミュニティづくりに関しても、

やらなければいけないことですね。

コミュニケーションが基盤になると、女性のほうが発言
量が多いですね。だから建築において、少なくともフィ
フティ・フィフティで女性が入ってこないことはあり得
ないのです。6：4 くらいに逆転しても全然おかしくない。

藻谷

これからもっと多様で面白いアプリケーションが

僕は、女性がつくった女性が好む建築物を見てみたい

生まれるでしょう。まだしばらくは実験的にやってみる

ですね。小説の世界だとすでに女性のほうが主流になっ

しかありませんが、一通りマスなメタボのものが行き詰

ているような気がしますし、非常に多様な世界観を彼ら

まったので、とりあえずいまはネットワークされたノ

は展開しています。だから、建築においても同じように

マドがどこまで行けるかやってみて、30 ～ 40 年たって、

一気に世界観が多様化するはずです。これは個人差があ

その行き詰まりが非常にはっきりしてきたら、また次を

るのでしょうが、生物学的に言うと、味覚や視覚の認識

考えるべきでしょうね。

能力は女性が高い。ちょっとシンプルマインドの男性か

堀越 JIAは、まさにいま個別分散型に変わってきてい

ら見ると、色調が落ち着かないところがあるかもしれま

ます。

せんが、逆に女性は、男がつくった味気のない世界にこ

鈴木

れまでずっと耐えてきたのでしょう。同じシンプルな構

に環境の問題などの情報や技術を交換して、どうしたら

造であっても、男はどうしても垂直、水平のようにつ

より少ないエネルギーで、より効果的なものがつくれる

くっていきますが、女性はそうではないものをつくるで

のだろうかとか、そんな話をしています。せっかく JIA

しょうね。

は全国単一組織なのですから、それを活かして年に 1 回

男性の感覚は分かりませんが、おそらく女性の感

鈴木

建築家同士で小さいグループをつくって、お互い

くらい各支部の人たちとも集まっています。
まさに職能集団ですよね。僕は皆さんに勉強して

覚では、女性がものをつくる際は、自分が生きていると

藻谷

いう感覚と力だけで、あとは何も価値観も理念もないの

いただいて、ぜひエネルギーコンサルになっていただき

です。非常に何もない状況の中で相手の話を聞きながら

たい。バイオマスエネルギーをそのままガスにして燃や

モノをくっていく気がします。男性の場合は必ずフィル

すとか、そこから直接熱をとるとかいろいろな方法を試

ターがあって、価値観があって、それに合わせて自分の

してほしいですね。

中ですべて翻訳してモノをつくっているような気がしま

堀越

すね。

に入れる方法ですよね。温水、空気も含めて、いろいろ

藻谷

例えば、鳥居というものは誰が考えたのか知りま

太陽だって、太陽光発電ではなくて、太陽熱を直

できますから。

せんが、もしかしたら女性が考えたのかもしれませんよ

藻谷 「まだ値段が高い」と言われていますが、それは

ね。機能性はゼロですから。

よそから輸入したシステムだから高いのであって、いろ

堀越

領域を決めるものではあると思いますが。

藻谷

少なくとも西洋の建築には鳥居が出てこない。そ

んな方法があり得ます。
あとは、断熱も非常に重要なのではないでしょうか。

ういう訳の分からないものは多様性があって面白いじゃ

僕なんかはエネルギーをそもそも無駄遣いしないし、寒

ないですか。そのように多様性のあるものが日本の女性

いのも平気なタイプですが、そういう人にはこういう断

の建築から出てくるはずで、そういう意味で、50 年くら

熱がいいとか、選べるシステムをもっとつくってほしい

いあとに生まれればもう少し面白いものが見られたで

ですね。そしてそれらがもっとライフスタイルと一体化

しょうに、ちょっと早く生まれすぎてしまったかもしれ

していって、建築家の皆さんからすごく楽しい生活をた

ません。もちろん 50 年前に生まれた人よりは十分に面

くさん発信していただいて、人びとが「こういう楽しそ

白い社会を生きていますが、少なくとも文学や、いろい

うな生活を送りたいけれど、そうするとエコをするし

ろとリテラルな世界においてはもう女流という言葉はな

かないのよ」と言うような、そういう社会をどんどんつ

くなりましたよね。

くっていただきたいですね。

今村

女流建築家という言い方は、もうないのではない

でしょうか。

July 2014

エネルギーとライフスタイルが一体化した提案を

鈴木

まだ若干ありますね。

藻谷

それを早くなくすことを促進するのが僕の世代が

今村

今日のお話のなかには、私たち建築家がこれから

目指す方向のヒントがたくさんありました。どうもあり
がとうございました。
（2014 年 5 月 22 日

渋谷エクセルホテル東急にて収録）
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カンボジア建築事情

カンボジアで思う、建築家の可能性
小出陽子
内戦終結から 20 年余り経ったカンボジア王国。1993
年には 12 万人弱だった海外からの訪問者数は 2013 年に

じていた。

1956 年、 フ ラ ン ス か ら の 帰 国 後 は、 建 設 局 長、 都

は 420 万人に達し、海外からの直接投資額も急増した。

市計画・住宅整備局長、公共事業・通信省政務次官な

しかし、法整備をはじめとした国の基盤づくりは遅れ、

どを歴任。1965 年に設立された王立芸術大学では学長

特に、確固たるビジョンがないまま始まった首都プノン

に、1967 年には教育・芸術大臣にも就任している。その

ペンとアンコール観光都市・シェムリアップの都市開発

間、いくつかの建物の建設に関わりながら、西洋の技術

は、不安定で場当たり的な様相を強める国全体を象徴す

や近代建築の手法と、寺院や民家などカンボジアの伝統

るかのようである。

的な建築やアンコール時代の建造物の特徴を融合させよ

カンボジアの黄金時代

うと試行を重ねていた。とはいえ、欧米流の合理主義に
はなじめない部分もあったようで、当時、建築雑誌など

そのようなカンボジアの都市や建築にも、カンボジア

で情報を得た、桂離宮をはじめとする日本の美、畳割り

人自らが育て開花させた黄金時代といえる時期があった。

などの日本の設計手法、坂倉準三、前川國男、丹下健三

1955 年から 1970 年までの約 15 年間である。

といった同時代の日本の建築家に共感を持つようになる。

1955 年、フランスからの完全独立を果たしたシハヌー

1962 年には新婚旅行で日本を訪れたほどであった。そ

ク国王は、王位を父親に譲って退位し、社会主義共同体

して、日本の建築家たちが、近代建築の思想を取り入れ

を結成して総裁に就任、自ら政治の指導者に乗り出した。 ながら、日本のアイデンティティを模索していたのと同
その後のカンボジアは、王権社会主義の理念のもと、主

様な試みを、ヴァン・モリヴァンはカンボジアの地で模

にフランスとソ連から、資本主義と社会主義という 2 つ

索、実践していたのである。

の思想・制度を中立的な立場で取り入れながら、国づ

建築家ヴァン・モリヴァンにとって追い風となったの

くりがすすめられた。そして、芸術をこよなく愛したシ

は、シハヌーク殿下による新しい国家建設の夢が建築や

ハヌーク殿下の主導で、それまでのフランス統治時代に

都市に託され、大規模な公共事業が相次いで計画された

形成された都市の骨格の上に、次々と近代的な建築が建

ことである。その代表例が、1964 年に完成した（通称）

設された時代でもあった。設計者はフランス人、ソ連人、

オリンピックスタジアムである。ここで注目したいの

それにフランスやソ連の大学で建築を学んだカンボジア

は、自然との融合が図られた建物構成や力強い造形だけ

人が主流であり、当時の近代建築の精神と技術を導入し

でなく、関連する施設群をそれまでの都市軸とバサック

ながら、カンボジアの風土に合った建築を目指していた

川を意識した新しい都市軸の中で配置した都市的構成で

ことは注目に値する。

ある。同時期の日本で、例えば丹下が広島や東京で実現

当時活躍したカンボジア人建築家の一人、ヴァン・モ

した、都市を視野に入れた建築の実践を、ヴァン・モリ

リヴァン氏（1926- ）は、今でもカンボジアで “ 建築家 ”

ヴァンはカンボジアで実現していたのである。こうして、

といえばこの人しかいない、と言われるほどの存在で、

オリンピックスタジアムは単なる競技施設ではなく、
「ア

日本でもその文化的功績が認められ、2000 年に第 1 回大

ンコール時代の再来」とも言われたカンボジアの象徴と

林賞を、2013 年に第 18 回日経アジア賞を受賞している。

なる建物として華やかに誕生したのである。

ヴァン・モリヴァン氏は、1947 年、国費留学生として

その後も彼はカンボジアの伝統をもとにした独自の建

パリに渡り、エコール・デ・ボザールで建築を、エコー

築形態をさらに模索するようになる。しかし、それも長

ル・ド・ルーブルでクメール美術を学んだ。パリ在住中

く続かなかった。1971 年、アンコール時代の建物から発

には、CIAM（近代建築国際会議）に参加したり、ル・コ

想を得た、濠や空中回廊などを取り入れて設計を行った

ルビュジエのもとで働いていた都市計画家や技術者とも

現外語大学の建設を最後に、その後 20 年続くことにな

親交を深めたりしながら、近代建築運動の波を間近に感

る内戦が始まり、スイスに亡命したのだった。

カンボジア工科大学校舎（女性建築家 プノンペン大学（フランスの Leroy & Mondet による設計で 1968 年完成）
率いるソビエトグループによる設計で （左）ホール、
（右）校舎ピロティ
1964年完成）
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ヴァン・モリヴァン氏（右）
2013年5月、日経アジア賞授賞式にて
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（通称）オリンピックスタジアム（ヴァン・モリヴァン設計、1964 年完成）
（左）外観、
（右）内部

外語大学校舎（ヴァン・モリヴァン設計、1972年完成）

和平の時代到来後のカンボジアの都市と建築

特に首都プノンペンでは、中国、韓国企業を中心とした
土地開発や投資が急ピッチで進められるとともに、都市

こうして、カンボジア近代建築の創成期は、わずか

部のカンボジア人富裕層が出現し、建築ラッシュともい

15 年あまりで幕を閉じた。そして、1970 年のロン・ノ

える様相を呈している。それらの建築には、外観にある

ル将軍のクーデター以降、国内は分裂し、ポル・ポト派

傾向がみられ、例えば、オフィスや商業建築なら前面に

による大虐殺、ベトナム軍の侵攻と続いた戦乱で、カン

ガラス張りの疑似カーテンウォールをまとわせ、ホテル

ボジアの都市は壊滅した。1991 年、パリ和平協定が締結

に格式を持たせるならば王宮風の伝統屋根を載せた折衷

され、20 年にわたる内戦は終結したが、都市住民や知識

様式とし、大邸宅には前面中央に 2 層 3 層と貫く巨大な

層を中心に 200 万人もの人々が虐殺されていたため、国

柱を強調させる、といった具合である。

の復興は、担い手となる人物を一から育てることから始
まった。

最近は、高層ビル建設も始まり、ビル全体が反り返っ
た形体で “ 龍 ”を表現したものや、巨大なピラミッドを

カンボジア和平の一番の立役者は日本であったといっ

かたどったオフィスまで出現した。一方、それらの新規

ても過言ではない。日本は和平合意の実現に奔走し、ア

建物の建設に伴い、前述 “ カンボジアの黄金時代 ”に建

ジアの平和と繁栄に寄与するという戦後外交の目標を

てられた近代建築が、現在、すでに取り壊されたり、取

実現した。日本の ODA（政府開発援助）支援による道路、

り壊しの危機に直面したりしており、政府に対する批判

橋、水道、電気などのインフラ整備も進んだ。それだけ

と不満が一部の市民の間で高まっている。

でなく、1992 年にアンコール遺跡群がユネスコ世界危機
遺産に登録されたことを受け、日本政
府は、カンボジア復興支援の一つとし

日本国政府アンコール遺跡救済チーム
の修復現場

カンボジアの建築教育と建築士
カンボジアの建築教育は、意匠系は 1965 年設立のプ

て、フランスとともにアンコール遺跡

ノンペン王立芸術大学建築・都市計画学部、技術系は

修復国際協力の主導を開始した。日本

1964 年設立のカンボジア工科大学の 2 つの大学が中心と

政府チーム（JSA）の団長は、早稲田大学

なっているが、内戦中は閉鎖され、80 年代後半に本格的

建築学科の中川武教授である。このよ

に再開された。建築士の資格は、大学 5 年間の課程を修

うに、1990 年代は、最大援助供与国と

了すれば得られるが、建設省直轄の建築家協会に登録し

しても日本の存在は際立っていた。

なければ、建築申請を行うことができない。しかし、多

その後、ASEAN 加盟（1999 年）を果た

くの大規模建築や開発は、一部の政治家や役人主導で行

した頃から、カンボジアは開発段階に移行したかの感が

われるのはもちろん、一般の建物も、都市計画や建築基

ある。高い経済成長率、20 歳以下の人口が 5 割弱という

準法はあってないが如く、彼らの裁量でいかようにもな

人口構成、穏やかな国民性などから、ここにきて日系企

る、もしくはどうにもならないのが現状である。カンボ

業の投資も「チャイナプラスワン」の選択肢の一つとし

ジア人建築家の中には、大学を卒業したものの建築士と

て増えてはいるが、全体でみると日本の影は薄くなりつ

しての正式な資格をあえて取らずに、直接、建設局の役

つある。2006 年頃から直接投資が急激に拡大し、その上

人に名義を借りて建築許可を下してもらっている、とい

位 3 か国は中国、韓国、マレーシア、日本は 10 番目以

う人もいる。建築に限らず現在のカンボジアでは、表向

下に留まっているからだ。

きの道には障害が立ちふさがり、慣習化された裏道の方

また、1994 年から 2011 年までの中国からカンボジア

が通りやすいのが常なのである。

への直接投資額は約 9000 億円であるが、そのうちの

さらに、地震や台風がないカンボジアでは、構造や防

55 ％が土地やホテルなどの不動産業への投資となって

災設計への認識が希薄で、4 階建てのショップハウスや

いる。このことからもわかるように、現在、カンボジア、 ゲストハウスくらいならば、家主が材料を調達し、現場
July 2014
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内戦終了後に再開し
た王立芸術大学の第
1期 卒 業 生、 ハ ン・
ピリャック氏。 カン
ボジアの国民的建築
家ヴァン・モリヴァ
ン氏を尊 敬し、カン
ボジアの風土に適し
た建 築を模索してい
る。建物の質を確保
するため、自身の施
工チームも率いる。

を監理して見よう見まねでつくってしまう。建築許可申

王立芸術大学第6期
生のホク・ソコール
氏。昔ながらのカン
ボジア民家や文化を
尊重した建築設計を
得意分野とし、カン
ボジア在住の欧米人
からの信頼も厚い。
現 在、30人 ほ ど の
大工集団を抱えなが
ら設計活動を行う。

短期間で建物をつくらなければならないため、安易な工

請は、前述のように、建設局の役人に図面一式を揃えて

法となりがちだ。そのような建物が、昨年 6 月の選挙時

もらい許可を得るのが手っ取り早い方法で、建築家と

には、APSARAが把握しただけで 15,000 件にも上ったと

いう職能はほとんど認識されていないのが現実である。

いう。

よって、大学で建築を学び、アトリエ建築家として独立

また、1999 年頃からの観光客の増加に伴い、シェムリ

した彼らの苦労は並大抵ではないことがうかがい知れる

アップでは大型ホテルをはじめとする建物が雨後の筍の

とともに、無秩序に過密化されつつある都市部では、近

如く建設された。この間、都市整備のためのマスタープ

年、漏電による火災が多発し、増築に増築を重ねた避難

ランがいくつか発表されたが、どれも裏からの抜け道が

口のない建物の中で死亡する事例も起こっている。法整

大きく開いており、遵守されないケースも多くみられた。

備と行政側の意識改革が急務とされるが、それを期待す

こうして、街中心部は高密度化し、至る所で土地の埋め

る以前に、すでに政治家や役人と資本家の癒着が進んで

立てが行われたため、下水問題、雨期の洪水問題もにわ

がんじがらめになっているため、一般カンボジア人の間

かに浮上した。カンボジアでは雨期の終盤に激しい降雨

には、体制に対する諦めムードが漂うようになってきた。

が続くため、町に流れ込む水量は、川や下水施設の許容

混迷する都市計画、翻弄されるシェムリアップ住民

量を超えるのだ。実のところ、地元住民は年に一度のこ
の自然現象を大いに楽しんでいるのだが、行政側として

現在のカンボジアでは、公務員の給料レベルが内戦前

は、観光客に被害を与えることは、町の収入減にもつな

と比べても低いが、それにもかかわらず、国や地方自治

がり大きな痛手だ。そこで、現在は、雨期の河川水の流

体の行政機関では、部署やポストが年々増設され、権限

れを変える大規模工事が、財源が豊富な APSARA 主導の

の複雑化、不透明化が増している。例えば、シェムリ

もと、シェムリアップ川上流で行われているところであ

アップ市には、もともと土地管理、都市計画、開発を

る。しかし、昨年は、この河川工事によって都市部での

担う機関として、州と地区が存在していたが、1995 年に、 洪水は防ぐことができたが、農村部へ大量の雨水が押し
世界遺産としてのアンコール地区を管理する APSARAと

寄せることになり、貧しい農家の水田は水没し、収穫量

いう公的機関が設立され、合わせて 3 つ存在することに

が激減した。

なった。しかも、後発の APSARAの財源はアンコール遺
跡入場料で、フランス帰りの知識層を中心に組織化さ
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農村部の現実と小さな試み

れ、予算の少ない州よりも権限と実行力を伴うため、事

アンコール遺跡観光の拠点として、世界中からの観光

を複雑にしている。例えば、これらの管轄地域が重なっ

客を受け入れ、夜中まで賑わいをみせるシェムリアップ

ている市の中心部から北側は、もともと州が住居地区

の街であるが、シェムリアップ州全体の貧困率は、政府

と定め、居住民も多数いた地域であったが、1995 年以

の統計によると、26 ある州と特別市のうち、常時、下か

降、APSARAが開発禁止地区と定め、あらゆる建物、構

ら数えて 5 番前後である。観光産業の恩恵を受けるのは、

築物の建設を制限したため、その後、住民が自分の敷地

シェムリアップ州のほんの一部の都市住民のみで、しか

に少しでも手を加えようものならば、撤去部隊が出動さ

もそのほとんどは外国企業に集まるからだという。この

れるなど、地元住民との衝突が絶えないのである。しか

15 年、急速に進んだ都市と農村部の格差は、年々深刻

し、それも選挙前には、建設規制が一時的に緩和される

さの度合いを増している。

ため、一段と厄介なことになる。選挙の 2 ～ 3 か月前か

一見のどかで平和に見えるカンボジア農村だが、現在

ら、至る所で建築ラッシュとなり、建材は高騰し、建設

でも小学校での留年者・中退者数の多さは尋常ではない。

職人不足が生じるのだ。しかも、選挙結果が出るまでの

例えば、シェムリアップの町の中心部から 10キロと離
JIA MAGAZINE 305

海外レポート

村人とともに建設した橋

村人とともにつくる手作りの村道

れていないある小学校では、毎年、1 年生のうちに約 4
分の 1 の生徒が、6 年生までに 3 分の 2 以上の生徒が学校
に来なくなる。小学校 1 年生ともなれば、田仕事、牛の
世話、薪拾いなど、村の子供たちは各家庭の重要な労働
力とみなされるからだ。特に、遺跡に近ければ近いほど、
子供に観光地での物売りをさせる親も多く、それが小学
校での留年や中退につながることもわかった。また、カ
ンボジアでは、義務教育と定められている中学校の数も
極端に不足しており、近くに中学校がないその村での中
学進学率は、村全体の子供の数に対して 5％以下であっ
た。
教育面だけでなく、道路や橋などのインフラ整備も、

中学校がない農村地域に2013年10月に創設されたバイヨン中学校

ここカンボジアでは政府を頼りにできない。そのよう
な現実を知った日本国政府アンコール遺跡救済チーム

年齢は 11 歳～ 18 歳、その地域の中学校進学率は 110 ％

（JSA）で遺跡修復に携わっていた日本人駐在員有志は、

にのぼった。開校後は、学校創設の趣旨に賛同してくだ

自分たちでできることから何か始めようと、休日に村人

さる方がさらに増え、運動設備が整い、太陽光パネルで

とともに、手作りで村の道路や橋や小学校校舎建設を始

電気が供給され、日本からの中古パソコンが揃うなど、

めるようになった。1997 年頃のことである。皆、日本で

カンボジア国内では恵まれた教育施設環境となった。現

ゼネコンや設計事務所などに勤めていた建築や土木の専

在、日本以外の国からも支援の声が届き、来年にはあと

門家だったので、設計や施工技術の指導はお手の物だっ

8 教室が完成する予定だ。

た。こうして筆者も、日本からの寄付金で農村部の子供

環境が変われば人も変わる。生徒たちは「勉強が好き、

たちの栄養補てんを行ったり、支援物資を届けたりする

学校が楽しい！」と目を輝かせて授業に臨み、赴任した

ボランティアを仕事の合間に行うようになった。

校長は、自分の教育者としての今後の人生は、すべてこ

昨年は、それまで中学校がなかったその地域に、新た

の中学校に捧げると全力投球している。物質的、制度的

に中学校を創設した。学校用地は、筆者のカンボジア人

に恵まれない環境だったからこそ、磨けば輝く宝石のよ

の夫の私有地 3haを国に寄付したものだ。3 学年で 1,200

うな人材が、カンボジアのような国には沢山存在する。

人以上いるはずのこの地域の子供たち全員が通える中学

必要とされるところに建物をつくり、豊かな環境をつく

校を創設することが、最も有効的な土地の使い方だと判

ることが建築家の使命だとすれば、建築家が社会に貢献

断した。幸い、校舎建設費の大口寄付者が現れ、構想か

できる場所は、まだまだ無限にあることを実感している。

ら 1 年半で計画の半分の校舎 8 教室が完成し、開校にこ
ぎつけた。
それまでプロトタイプ化されていたカンボジアの学校
建築形式を基本に、限られた予算ではあったが、採光と
通風に配慮するなど工夫を加え、明るく快適で楽しい学
校となるべく設計を行った。そして昨年 10 月に開校し
たその中学校には、中学 1 年生 135 名が入学。それまで
中学校に行きたくても行けなかった子供も入学したため、
July 2014

小出陽子（こいで ようこ）

早 稲 田 大 学 大 学 院 で 建 築 史 を 学 び、 坂 倉 建 築
研 究 所、 宮 内 庁 な ど で の 実 務 経 験 後、1999 年 に
「UNESCO/JSA プロジェクトオフィス」の設計依頼
を受けてカンボジアに渡る。現在は、シェムリアッ
プを拠点として設計活動を行う傍ら、レストラン
経営、NGO 運営も行う。
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みやぎボイス 2014

復興住宅のこえ
せんだいメディアテーク 1F オープンスクエア

シンポジウム

「復興住宅の今を知る」2014 年 5月11日㈰ 10：00 〜14：00
「復興住宅を共創する」2014 年 5月11日㈰ 14：30 〜18：00

展示

「復興住宅パネル展」 2014 年 5月10日㈯ 13：00 〜11日㈰ 18：00
昨年、JIA 東北支部宮城地域会が中心となり開催した東日本大震災復興シンポジウム
「みやぎボイス 2013」
では、復興に関わる市民、行政、専門家、ボランティアなどが一緒に連携と協働のあり方を考えました
（『JIA MAGAZINE』293 号
（2013 年 6月）参照）
。今年も開催された
「みやぎボイス 2014」の様子を、宮城
地域会の方々に紹介していただきます。

総 括
1 年前までは、すぐ陸続きの隣町でさえ、どういった活動が
どのように行われているのか全く分からなかった。常識では信
じられないようなことが震災の特例だと言ってまかり通るよう
な話も飛び交い、ああすれば莫大な復興資金がつくと噂が流れ、
専門家が雪崩を打って押し寄せるようなことが本当に起こって
いた。何が正しいか分からず、巨大な嵐に巻き込まれているよ
うな気分だった。何をするにしてもまったくの暗中模索の状況
の中であり、とにかく、山をひとつ越えたところで活動してい
るという誰々や、川向うの誰々、遠く気仙沼で名が轟いている
らしい誰々さんをはじめ、国交省、復興庁、自治体職員、漁業
や農業で立ち上がろうとする人たちなど、復興と名の付くもの
に関わるさまざまな人々に、知らない人でも構わずに全員に案
内を出し、とにかく一堂に会し、現状について思いをぶつけよ

づくり、福祉などのジャンルを横断して議論を行うことにし

うというのが昨年のみやぎボイスであった。議論をまとめると

た。内容についてはそれぞれの担当の稿に譲るが、全体として

かいった目標を一切設定せず、もっと原始的に、誰がどこで息

は、宮城県の震災復興の現場で活動する多くの専門家、行政職

をしていて、どこで何をしているか、思いの丈を怒号とともに

員、大学教員が集まり、ここ以外のどこでも成立しないような

発し、ぶつけ合おうというのが会の趣旨であった。

豪華な顔ぶれとなった。

1 年後、状況は霧が晴れたようにクリアになりつつある。震

今回、私たちが会として慎重に議論し、気を配ったのが「実

災後 3 年たって、ようやく平常な雰囲気が戻り、山ひとつ越え

務家のシンポジウムの在り方」である。それは、研究者の主催

た隣の町でも、こことさほど違いのない状況であろうと素直に

するシンポジウムや、政治家や有識者のそれとも違うはずであ

信じることができるようになった。そしてその分だけ、被災地

る。具体的に現状を少しでも改善することに執着し、抽象的な

の抱える課題もより具体的に露わになりつつある。

思考や学究的な振り返りを避け、専門家にも一般の人にも平等

そんな状況を踏まえ、今年のみやぎボイスは、あえて「すま

に開かれ、その間を橋渡しするようなシンポジウムであること

いの再建」にテーマを絞った。被災地の状況を大まかに 3 地域

を意識した。社会システムと人間個人を繋ぎ、カタチを与える

に分類し（平野部・半島部・中心市街地）、土木・建築・まち

ことが私たち建築実務家の仕事の骨格である以上、このシンポ
ジウムもそうあるべきだと確信している。
先日、全国で活動している国の担当官から、こんな話を聞
いた。
「宮城は、去年と比べてぐんと見通しが良くなったけど、
みやぎボイスのような試みと関係があるんじゃないのかな」。
それが本当だとしたら、みやぎボイスはひとつの成果を得たの
だと思う。
それにしても、まだ、他の地域との空気感の隔たりには驚く
ばかりである。たまに取り上げられる建築雑誌等のメディアを
見渡しても、現実に取材したとは思えないバランスで記事が並
び、被災地の奥まで入り込んで取材する地方新聞は、被災者に
感情移入するあまり、大きな視点でのバランス感覚に欠けてい
るようにも見える。昨年に引き続き、この膨大な情報は一冊の
報告書にまとめられることになっている。ぜひ多くの人たちに
被災地の現状を広く知ってほしいと思う。
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（手島浩之）
JIA MAGAZINE 305

テーブル A 平野部

テーブル B 半島部

テーブル Aでは、4 月から宅地引渡しが行われている県の

テーブル Bでは、沿岸半島部における課題について、石巻

先行事例の岩沼市玉浦西地区、災害公営住宅の建設が本格化

市北上町を具体的な事例として取り上げて討議した。配置さ

している東松島と東矢本駅北地区について、おもに移転後の

れる災害公営住宅を、地域が主体となって計画から管理まで

コミュニティづくりを焦点として話し合われた。従前のコ

担ってゆく予定のにっこり団地の事例紹介をもとに議論が始

ミュニティの維持と再編において、今後起こるであろう人口

まり、地域の自立自治や、地域社会の再生産が大きなテーマ

や世帯構成の変化の中でどのようにニーズを取り込み実現し

として浮かび上がることになった。漁業者など、地域住民と

ていくのか、住民や地域の自発的な活動を促す仕組みづくり

有識者、行政とが、これだけの奥行きのある議論を、対等に

とは等、多くの課題が浮かびあがった。

（鈴木弘二）

参加者：増田聡（東北大学）、有川智（東北工業大学）、大沼正寛
（東北工業大学）、菅井秀一・菊地智男（岩沼市復興・都市整備
課）、三浦俊徳（宮城県土木部住宅課）、阿留多伎眞人（尚絅学院大
学）、石川幹子（中央大学）、三浦良太（東北圏地域づくりコンソー
シアム）、佐藤吉毅・佐藤俊輔（岩沼市被災者生活支援室）、石垣
千佳子（岩沼市子ども福祉課）、中川勝義・櫻井よしみ（玉浦西地
区まちづくり検討委員会）、小野竹一（東矢本駅北地区まちづくり
整備協議会）、関本恒久（都市再生機構宮城・福島震災復興支援本
部 住宅整備部）、大野太輔（NHK 仙台放送局）、大村道明（東松島
みらいとし機構、東北大学）、杉山昇（都市住宅とまちづくり研究
会）、難波和幸（東松島市・生活再建支援課）、足立千佳子（まちづ
くり政策フォーラム）、鈴木孝男（宮城大学）

展示

かつオープンにできた機会はほとんど例がないと思う。
（手島浩之）
参加者：米野健史（国土交通省国土技術政策総合研究所）、三井所
清典（建築士会連合会）、小野田泰明（東北大学）、平野勝也（東北
大学）、貝島桃代（筑波大学）、楢橋康英（国土交通省）、家田康典
（厚生労働省東北厚生局）、我謝賢（石巻市復興住宅課）、今野照夫
（石巻市保険年金課）・武山勝幸（石巻市北上総合支所）、鈴木健仁
他（にっこり北住民有志の会）、鈴木学他（相川の明日を考える会）、
寺島英弥（河北新報社）、牧紀男（京都大学）、竹内泰（宮城大学）

テーブル C 中心市街地
テーブル Cでは、石巻の中心市街地復興について現在進ん
でいる具体的な取組を足がかりとして、
「多様性のあるまち」

復興住宅パネル展

「段階的ゴールとプロセス」など、さまざまなキーワードと
ともに今後の市街地活性、街中経営における課題を掘り下げ
た。
「住む場所がちゃんとできていない」
「災害公営住宅の受
け入れ」
「地域の高齢化」など住宅と生活の諸問題から、
「自立
した事業がほとんど成り立たない」
「まちの起爆剤としての
仕掛け」
「ご近所再開発」といった商業地としての生き残る方
策まで、直接地域に関わる多くの実務家による活発な意見交
換がなされた。

今回は、昨年に引き続き主催団体の活動等を紹介するパ
ネル展示を行うとともに、議論の対象となる地域に関連し
た模型を新たに展示した。具体的には［テーブル A

平野

（安田直民）

参加者：榊原進（都市デザインワークス）、岩田司（建築研究所）、
北原啓司（弘前大学）、折腹実己子（仙台市地域包括ケアセンター
連絡協議会）、勝邦義（ISHINOMAKI2.0）、姥浦道生（東北大学）、
尾形和昭（街づくりまんぼう）
、苅谷智大（街づくりまんぼう）、小
林深吾（ピースボート災害ボランティアセンター）、阿部紀代子（八
幡家）、田中滋夫（都市デザイン）、西郷真理子（まちづくりカンパ
ニーシープネットワーク）、岡道夫（石巻市復興政策部）、中居浩
二（宮城県建築士会）、野原卓（横浜国立大学）、坂口大洋（仙台高
等専門学校）

部］関連として岩沼市玉浦地区の災害公営住宅案、
［テーブル

B 半島部］関連として石巻市北上地区にっこり団地の計画
案、
［テーブル C 中心市街地］関連として石巻市中心市街地
全体の大型模型などである。
これらの模型を入口に近い場所に設置して、できるだけ多
くの市民の方に見てもらうことを意図した。興味を持っても
らうという意味ではその効果は絶大で、かなりの数の方が足
を止めて模型に見入っている姿が印象的だった。そこから議
論の輪に加わるには高い心理的ハードルがあったであろうし、
模型で多くのことが伝わったようには思えないが、少なくと
も災害公営住宅とは縁の少ない一般市民に対して、被災地の
地勢や、そこで進んでいる計画の一端を紹介することができ、
意義は大きかったのではないかと考えている。
（櫻井一弥）
July 2014

震災復興シンポジウム 2013 報告書
『みやぎボイス』
（右写真）および、
『北上まちづくり委員会支援報告書

2013』を刊行しています。さらに、
今回の「みやぎボイス 2014」をま
とめた報告書を作成中です。
詳しくは、JIA 東北支部宮城地域会
事 務 局（TEL: 022-225-1120 e-mail: miyagi@jia-tohoku.

org）まで、お問い合わせ下さい。
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建築家の業務改善のための戦略づくりを担う

委

さい。

離が公共の発注形態として一番望ましいのですが、建設
業界の要請に応えるかのように、工事費や工期、高度な

森● JIAは 2013 年 4 月 1 日に公益法人に移行し、その時

施工技術の使用などの理由でいろいろな方法が出てきて

の大きなミッションのひとつが委員会再編でした。JIA

います。そのような発注形態に対して、JIAの立場を踏

を持続していくためには活動の軸足を支部や地域会に置

まえつつ自治体などの発注者に向けた簡単なパンフレッ

く必要があり、その時の本部のあり方を考えることから

トを作ろうとしています。これには、業務改善委員会の

スタートしました。

下にいくつかワーキンググループ（WG）があって、そ

20 以上あった本部委員会を再編して組織運営を担う
委員会を 9 つにまとめ、それを大きく 3 つのグループ A、

B、Cに分けています。私は、JIAの副会長として、この
A グループを担当しながら、その中のひとつ業務改善委
員会の委員長を兼務しています。
業務改善委員会はそれまでの業務・職能委員会と設計

長

―― 業務改善委員会の位置づけと活動内容を教えてくだ

共も PFIやデザインビルドなど多様化しています。本来、
透明性があって納税者に説明責任が果たせる設計施工分

員

2 つの委員会が統合した業務改善委員会

のひとつの発注方式 WGで取り組んでいます。

それぞれの WGの役割
―― 業務改善委員会にはどのくらい WGがあるのでしょ
うか。また、委員会、それぞれの WGはどのくらい
の人数で構成されていますか。

環境改革委員会が統合された委員会です。まず、委員会

森●現在 WGは IPD-WG、建賠 WG、約款 WG、発注方

の元々の成り立ちを少しお話しします。約 25 年前に新

式 WGがあります。IPD-WGは旧設計環境改革委員会時

生 JIAが発足しましたが、その頃に建設産業基本問題委

のもの、建賠 WGと約款 WGは旧業務・職能委員会時の

員会が設置されまして、そこで長年にわたって先輩たち

ものを引き継いでいます。また新たに、設計者選定やデ

が積み上げてきた知見が、委員会名称が変わっても、受

ザインビルドなどいろいろな WGがあったものをひとつ

け継がれています。継続は力なりだと思っています。

に統合して、発注方式 WGを作りました。

現在の業務改善委員会がミッションとして掲げている

業務改善委員会のメンバーは 9 名です。IPD-WGは約

のは、
「業務改善のための戦略づくりと業務改善活動の推

10 名、発注方式 WGは 4 名、約款 WGは 7 名、建賠 WG

進」です。具体的な活動内容は、①設計業務に関わる法

には保険会社の方も入っているので 13 名です。

や制度に関する研究、②業務改善のために国や他団体と

IPD-WGでは、IPD（インテグレーテッド・プロジェ

の良好な関係を構築しながら連携推進、③マーケティン

クト・デリバリー）という大きな概念を、BIMを中心に

グや事務所経営マネジメントに関する調査と提言です。

研究しています。このガイドラインも一昨年発表して冊

①の設計業務に関わる法・制度に関しては、建築士法

子にしました。BIMそのもののソフトの問題だけではな

の改正に向けて日事連（日本建築士事務所協会連合会）

く、建築生産システムにどれだけ影響が出てくるかとい

の呼びかけもあって、昨年から設計三会（日事連、日本

うことも研究して提言しています。

建築士会連合会、JIA）で国交省に働きかけ、議員立法と

建賠はもともと損害賠償の制度で、JIAは設計部門で

して国会で決議されるところまできています。我々も委

いち早くその制度をつくり、時代の先端を走って対応し

員会として支援しています。それから、建築基準法も改

ています。今まではものが壊れないと損害補償が出な

正されて今回国会を通りますが、その改正内容が議論さ

かったのを、2 年ほど前には、明らかな設計ミスでいず

れた国交省の建築基準制度部会に JIA 芦原会長、そして

れ損害が出る可能性があり、そのために手を入れなくて

日事連、士会連合会、日建連からも委員として入ってい

はいけないケースに対しても保証するようになりまし

て、この 4 会で法令四会をつくり一緒に進めてきました。 た。設計界のなかでは保険料が高い方ですが、それだけ
業務改善委員会としては、JIA 側の見解をまとめたりす

の理由があって、保証の内容は一番範囲が広いのではな

る手伝いをしてきました。

いでしょうか。とくに今回の建築士法改正で第 24 条の

②の他団体等との連携については、設計三会という

9 に損害保険加入を努力義務化することが定められるの

ベースができ、時々の課題に委員会としてサポートして

で、ますます建賠 WGの役割も大きくなるでしょう。ま

います。そして、公共建築設計懇談会という場で、国交

た、同じように約款 WGも重要な役割を担っています。

省営繕部などと設計三会で意見交換も行っています。
また、多様な発注形態に対して調査や研究もしていま
す。民間では当然さまざまな発注形態がありますが、公
18

業務改善委員会の現在の課題
―― この委員長インタビューは、もっと会員の皆さんに
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積極的に委員会活動に関わっていただき、さらに義

経営するか、労働基準法を理解しているのかなどに

務感だけではなく、やりがいを感じていただきたい

ついての教育は大学教育課程では一切ありません。

という趣旨があります。とはいえ業務改善委員会は

まったく知らないまま仕事をしている人も多いで

活動が広範囲で専門性も要求されますから、時間が

しょう。そのことのリスクは以前より明らかに大き

あるから参加するくらいの気持ちでは取り組むのは

くなっています。JIAも若手会員や学生会員を増や

難しいのではないでしょうか。

そうとしていますが、そのためにも、早いうちから

森●新しい委員にもっと入ってもらいたいと思っていま

職能を理解してもらい、スケッチがうまいことと建

すが、地道な仕事のうえ、法律を照らし合わせていく専

築家として事務所を経営することは別だということ

門性が必要な業務もありますので、継続せざるを得ない

を知らせていくことが重要だと思います。

のです。とは言っても、いかに受け継いでいくか、繋い

森●もちろんご指摘の通りで、会員サービスの一つとし

でいくかが課題です。

て必要ですね。JIAにはいろいろなネットワークがあり

―― 今は発注の形式も多様化しています。新築で建てる

ますから、事務所経営のために必要な弁護士や税理士な

だけではなく、リノベーションもあればメンテナン

ど専門家を紹介することはできるでしょう。支部にもそ

スもあるという時代です。

のような情報提供の仕組みを作り、また、会員の中には

森●確かに立地も工事パターンも違うし、お金の出所も

さまざまな経験者がいますし、会員同士で情報交換でき

複雑です。しかし唯一言えるのは、公共では、必要な税

るような勉強会などを支部・地域会でやっていくことが

金を使う時の透明性や仕事を受ける人がフェアに仕事を

大事なのではないかと思います。

とれるような仕組みでないといけないということです。
透明性と公平性がきちんと担保できなくてはならない。

委員会の活動をどうやって伝えていくか

民間事業には多様な発注形態があって、我々もそれに対

――『JIA MAGAZINE』では、建築家としての理想像を

応せざるを得ませんが、ど

掲載するだけではなく、この委員長インタビューな

んな場合であっても設計も

どを通じて、より具体的に JIAが何のために存在し

施工も最大限努力して、持

て活動しているのかを会員の方にお知らせして、そ

続性の高い建物をつくるの

の意義を改めて振り返る機会にしていただければと

が肝心なことです。

思っています。

――地方の建築家は、地域

森●多岐にわたる活動領域すべてに対応するのは難しい

に密着した仕事だけをして

ので、タイムリーなものから取り組むようにしています

いると情報が少ないですか

が、会員からするとそれも早すぎる課題だったりするの

ら結果としてできる仕事が

が現実です。個人事務所よりも組織に属していた方が早

限られてしまい、住宅など

く問題にぶつかる場合があって、例えば BIMもデザイ

の小規模なものしか手がけ

ンビルドもそうですが、委員会がすでに取り組んでいて、

なかったりしてしまいます。

会報に載せたとしても個人の方は関心がないようで、数

森●昔は特命で仕事ができましたが、現在はほとんどが

年先くらいに自分のまわりに問題が起きてはじめて過剰

競争で、また、建築家の関わる範囲が非常に広がってき

に反応する人が出てくる場合があります。そのように会

ています。いくら良いデザインやプランニングができて

員の皆さんは問題にぶつからないと興味を持たないとい

も、国の制度や法律、補助金の仕組みなどを知らなくて

う現状がありますから、早くから頭の隅に置いてもらう

は仕事ができない場合がありますが、それらをすべて理

よう、どう伝えていくか考えることも必要ですね。

解した上で仕事をするのは困難ですから、協働するか、
ある程度専門に特化していくことになるのでしょう。
その部分に関わる、業務改善委員会の活動③のマーケ

BIMについても推奨しているのではなく、世の中でこ
ういう動きがあって、建築生産の仕組みが変わりますよ
というメッセージを出しているのです。

ティングや事務所経営マネジメントに関する調査と提言

それから、今回の設計三会の共同提案で士法改正がで

については非常に難しい課題があります。委員会では設

きますが、国交省に受け止めてもらうには少なくとも設

計業務のマーケット動向を調査する WGも作ろうとしま

計三会がまとまって提言していく必要があると実感しま

したが、顧客先は会員それぞれのノウハウですし、どこ

した。これからは JIAが主導して、改めて建築基本法に

にビジネスチャンスがあるかというのもそれぞれが培っ

ついて議論していく時なのではないかと考えています。

てきた大切なノウハウです。一部の方に聞きましたが、

建築単体ではなくまちづくりも含めた法体系の整備、資

やはり、自助努力だとのことでした。ですから会員向け

格や設計監理業務などの制度設計をしてゆくための拠り

に「ここにビジネスの seed（種）がありますよ」と言うこ

所、理念法を研究しようとしています。

とはそもそも無理なのですが、会員にお知恵を借りたい

――どうもありがとうございました。

思いでいます。

（2014 年 6 月 11 日

聞き手：今村創平）

―― 例えば弁護士とどのように付き合うか、会社をどう
July 2014
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■ 本部便り

2014 年度通常総会開催
6 月 27 日㈮、建築家会館にて 2014 年度通常総会が開催されました。
提出された議案 4 件に対し質疑が行われた結果、全議案が議決され
ました。

総会は開催の成立に議決権を有する正会員の 2 分の 1 以上の参加が
必要でしたが、総会開催当日時点で委任・書面表決を含めて 56 ％あ
まりの参加となりました。

「建築士法の一部を改正する法律案」の成立について
建築 3 団体（日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、
日本建築家協会）による提案を踏まえ、議員立法として今国会に提出
された建築士法改正案が 6 月 20 日の参議院本会議で可決され、成立
しました。改正法は公布から 1 年以内に施行されます。
管理建築士の業務の明確化や免許提示の義務化などを規定し、設計
監理業の適正化と建築主に対する情報開示などが図られています。
芦原太郎会長はこの件について、
「3 会の提案が法律という一つの成
果になりうれしく思う。これをきっかけに 3 会共同で震災被災地や地
域の問題解決に取り組んでいきたい」とコメントしています。

改正可決を受け、記者会見する建築 3 団体会長（当時）
左より、三井所清典建築士会連合会会長、三栖邦博事務所協会連合
会会長、芦原太郎 JIA 会長

文化財ドクター事業の活動に対し文化庁長官から感謝状

7 月 3 日㈭、文化庁において「東日本大震災文化財等救援・修復活
動への支援及び文化財建造物等の復旧支援事業に協力した団体に対す
る文化庁長官感謝状贈呈式」が行われ、日本建築家協会は文化財ドク
ター事業活動の貢献が認められ感謝状が授与されました。
贈呈式には芦原太郎会長、文化財ドクター派遣対応会議 篠田義男
代表が参加し、感謝状を受け取りました。

贈呈された感謝状

四国・中国支部主催
「環境×建築 連続セミナー 2014 実践編」開催のお知らせ
四国・中国支部は昨年の基礎編に続き、改正省エネ法に向き合い多
様な地域性を育む方策を探り、豊かで持続可能な地域型建築の多様な
提案力養成を目的とした連続セミナーを開催します。
毎回この分野に造詣の深い、多彩な講師陣をお迎えし、地域から発
信できることをめざした講座内容を企画していますので、ぜひご参加
下さい。
第1回

8 月 2 日㈯

13：00 ～ 18：00

開催

課題「北と南の環境建築から考える」
講師：小室雅伸氏、末吉栄三氏
詳細は四国支部 HPへ
http://www.jia-shikoku.org
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BOOK 書籍紹介
『建築巡礼 四国 88 ヵ所ガイドブック vol.2』

1998 年に刊行された vol.1 につづき、四国支部が 4 年の歳月を

2014 年 3 月刊

かけて取り組んできた『建築巡礼 四国 88 ヵ所ガイドブック

著者：（公社）日本建築家協会四国支部

vol.2』が、このたび完成しました。

発行：南の風社

この本を片手に実際に歩くのも良し、また机上で眺めるのも良

頁数：68 頁、オールカラー

し。ぜひご覧ください。

判型：A4 変形判

四国地方の書店や、または Amazonなどで販売しています。

価格：本体 1,000 円＋税

並製・カバー付

編集後記

多方面で活躍されている藻谷浩介さんのことは、ご存知の

ていただきました、小出さんが拠点とされているシェムリアップ

会議でなったのですが、多忙を極める方のため、まず難しい

異なり、この国には多くの困難があります。20 世紀後半にこの国

方も多いかと思います。その藻谷さんに登場願いたいと編集
だろうと思いました。ですが、なぜ『JIA MAGAZINE』で話
をしていただきたいのか、藻谷さんのお仕事と建築家の活動
がどう繋がるのか、などを文章にしたためてお送りしたとこ

ろ、すぐさま快諾のお返事がありました。嬉しい驚きでした。
限られた時間で行われたインタビューは、ご覧いただいての
通り、読み応えのあるものです。

にある、世界遺産アンコールワットという華々しいイメージとは
で起きた人為的災禍は、いまだにカンボジアの発展に影を落とし
ています。とはいえ、現地の方々の苦労には想像力も追いつかな
いものの、建築を作るという行為が確実に社会の役に立っている
という事実に、羨ましさを覚えるのは、やはり不遜なことでしょ
うか。

今年も、みやぎボイスの報告を掲載いたしました。課題はいま

藻谷さんは、社会構造の変化を指摘し、問題を痛烈に批判

だに多いでしょうが、状況が以前よりはクリアになってとあるの

掛け、得られた実感に基づいて話をされています。ですから、

のみやぎボイスの報告書の刊行が予定されています。ぜひ多くの

します。ですが、机上の理論家ではなく、日本を隅々まで出
評論だけではなく、ご自身で見つけられた可能性についても
述べられています。

私たちも、建築と社会を取り巻く矛盾を指摘し溜飲を下げ

今村創平

るだけではなく、具体的にどう建築家として活動できるかが
問われているのでしょう。

海外レポートでは、カンボジアに 15 年以上住まわれてい

る小出陽子さんに、現地の建設や建築家の状況について書い

は、喜ばしいことです。記事の末尾に案内を載せましたが、今年
方に手にとって欲しいと思います。活動の支援ともなります。

今月号の表紙は、大江宏氏が、戦前に手がけた設計案のドロー

イングです。大江氏のキャリアは、戦後独立されたあとモダニズ
ムの作風からはじまり、その後様式的なものとの折衷へと向かう
ことが知られています。ですが、実は若いときに国のための歴史
資料館はいかにあるべきかという問いに向き合われ、このような
意匠を構想されていたことは興味深い事実です。
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