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 はじめに 

大阪が世界に誇る建築家・安藤忠雄氏が、1992 年 5 月にデン

マーク・カールスバーグ社が世界の建築の発展に貢献した建築家

を顕彰するため創設した「国際建築家賞」を受賞された時の受賞

に伴う副賞を、出身地である大阪と海外の文化交流に役立てたい

とのお気持ちから、全額を大阪府に寄贈されました。これを当財

団が府から出捐金として受領し、この御寄付の趣旨を踏まえ、安

藤忠雄・カールスバーグ賞受賞記念事業『大阪府海外短期建築・

芸術研修生招聘事業』として発足いたしました。 

当事業では、趣旨に賛同された有志の方々によってもたらされ

た寄付金や助成金等を活用して、毎秋、アジア各国より建築・芸

術を専攻している約 10名程度の生徒を大阪に招き、約１カ月間

の研修を行っています。 

 1993 年から始まったこの事業も、今年で 20 回目を迎え、これ

までに 19カ国・地域から 177 名を招聘し、アジアの有能な建築

を志す若者にとって、他では体験することが出来ない唯一無二の

プログラムとして、高い評価を得ています。 

これも一重に安藤氏をはじめとし、賛助会員、受入企業、その

他の関係機関並びにボランティアの皆様のご協力の賜物だと、改

めて謝意を述べる次第です。 

この報告書は、2012 年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招

聘事業の記録を記していますが、関係各位のみならず、2012 年

度研修生とグローバルに活躍していく日本の若き人材にとって、

少しでも参考となり、更なる相互交流へと発展していくことを希

望します。 

 

公益財団法人 大阪府国際交流財団 

理事長 

芝池幸夫 
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事業概要 
 

事業の名称  

2012 年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業 

 

事業の趣旨   

大阪出身の建築家・安藤忠雄氏をはじめ、当事業の趣 

旨に賛同された有志の方々によってもたらされた寄付 

金を活用し、建築・芸術を専攻している海外の学生を 

大阪に招き、日本の建築や芸術等を学ぶ機会を提供す 

ることによって、日本文化等に対する理解と関心を深 

めるとともに、母国の建築・芸術の発展に寄与するこ 

とを目的とする。 

 

対象者  

以下のいずれかを満たす者のうち、英語で建築に関す 

る会話が可能な、概ね 35 才までの者で、アジア諸国 

に住居する、アジア国籍保持者。 

  ・建築関連分野を専攻する修士、又は博士課程を 

   専攻している者。あるいはその課程を修了した者 

  ・建築関連分野を専攻する学士号を取得した者で、 

    建築関連分野での職務に就いている者 

 

対象国・人数 8 名 

中国、インド、インドネシア、スリランカ, タイ、 

ネパール、フィリピン、ベトナム 

 

研修期間    

平成 24 年 9 月 19 日(水) ～ 10 月 16 日(火) (28 日間) 

 

研修生受入先  

大阪府内における建築会社及び(公財)大阪府国際交流財団 

 

研修内容  

  ・受入先企業における建築現場の見学や設計部門での 

   実習 

  ・日本人若手建築家及び建築家志望学生との分科会 

  ・安藤忠雄氏設計建築物視察や関西周辺の都市景観等 

   の見学 

  ・(公財)大阪府国際交流財団ボランティア宅でのホー 

   ムステイ 

  ・国際理解教育（英語プロジェクト）への参加 

 

使用言語  

英語 

 

経費 

往復渡航費（エコノミー運賃）、宿泊費、滞在費、 

保険料などの諸経費をＯＦＩＸが負担 

  

事務局   

公益財団法人 大阪府国際交流財団 (OFIX)   

 

大阪府海外短期建築 

芸術研修生招聘事業 

 
 
 

 
 

  

 

 

        1941 大阪に生まれる 

 1962-69   独学で建築を学ぶ 

 1969 安藤忠雄建築研究所を設立 

受賞 

 1979 「住吉の長屋」(1976) で昭和 54 年度日本建築学会賞受賞 

 1985 フィンランド建築家協会から、国際的な建築賞アルヴァ・アアルト賞                  

   (第 5 回) を受賞 

 1989 1989 年度フランス建築アカデミー大賞 (ゴールドメダル) 受賞 

 1993 日本芸術院賞受賞 

 1995  1995 年度プリツカー賞受賞 

 1996  高松宮殿下記念世界文化賞受賞 

 2002  2002 年度アメリカ建築家協会 (A.I.A.) ゴールドメダル受賞 

 ローマ大学名誉博士号 

 同済大学（上海）名誉教授 

    京都賞受賞 

   2003   文化功労者  

 2005  国際建築家連合（UIA）ゴールドメダル受賞 

 2010     文化勲章受章  

名誉会員 

 2002 イギリスロイヤルアカデミーオブアーツ名誉会員 

 教職 

     1987 イェール大学客員教授 

     1988 コロンビア大学客員教授 

 1990  ハーバード大学客員教授 

 1997- 東京大学教授 

 2003- 東京大学名誉教授 

 2005 カリフォルニア大学バークレー校客員教授 

主な作品 

 1983 六甲の集合住宅 I, II (1993), III (1999) 神戸、兵庫 

 1989 光の教会 茨木、大阪 

 1992 ベネッセハウス[直島コンテンポラリーアートミュージアム＆アネックス(1995)]  

  直島、香川 

 1994  大阪府立近つ飛鳥博物館 河南、大阪 

 2000 淡路夢舞台 東浦、兵庫 

 南岳山光明寺 西条、愛媛 

    FABRICA（ベネトンアートスクール）トレヴィソ、イタリア 

 2001 ピューリッツァー美術館 セントルイス、アメリカ 

 アルマーニ・テアトロ ミラノ、イタリア 

  大阪府立狭山池博物館 大阪狭山、大阪 

 2002 兵庫県立美術館 神戸、兵庫 

 国際こども図書館 台東、東京 

 フォートワース現代美術館 フォートワース、アメリカ 

 2003  4×4 の住宅 神戸、兵庫 

 2004 地中美術館 直島、香川 

  ホンブロイッヒ／ランゲン美術館 ノイス、ドイツ 

 2006 同潤会青山アパート建替計画（表参道ヒルズ） 渋谷、東京 

        パラッツォ・グラッシ ヴェニス、イタリア 

 2007  21_21 DESIGN SIGHT 東京 

 2009 水都都市総合アドバイザー（水都大阪 2009） 

 2010  チャスカ茶屋町 梅田、大阪 

安藤忠雄氏プロフィール 
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2012 年研修日程 

日  行事 コーディネーター 宿泊先 

9/19 水 研修生来日/オリエンテーション 大阪府国際交流財団 

 

 

9/20 

 
木 

AM: 開会式、府庁表敬訪問、大阪プロモーション 

PM: 歓迎会、受入先企業訪問 

 

 受入企業 

9/21 

 
金 

安藤氏設計建築視察 （近つ飛鳥博物館、 

狭山池博物館、司馬遼太郎記念館） 

大阪府国際交流財団 

 

 

 

9/22 土 自主研修 シティルートホテル 

9/23 日   

9/24 月 実地研修 受入企業  

9/25 火    

9/26 水    

9/27 木 ディスカッション グンタ･ニチケ氏  

9/28 金 京都スタディツアー グンタ･ニチケ氏        

9/29 土 OFIX ボランティア宅でのホームステイ 大阪府国際交流財団 ホームステイ 

9/30 日    

10/1 月 実地研修 受入企業  

10/2 火   シティルートホテル 

10/3 

 

水 

 

AM: 実地研修 

PM: 安藤忠雄建築研究所 表敬訪問 

大阪府国際交流財団 

 

 

          

10/4 

10/5 

木 

金 

アジア青年・建築交流会議 ウェスティンホテル淡路 

 

10/6 土 英語プロジェクト（大阪府立大学）             

10/7 

10/8 

日 

月 

自主研修 

 

 

10/9 火 実地研修 受入企業  

10/10 水    

10/11 木   シティルートホテル 

10/12 金    

10/13 

10/14 

土 

日 

自主研修 

 

大阪府国際交流財団  

10/15 月 修了式・懇親会  

10/16 火 研修生帰国  

     

 

 

株式会社 大林組 

創業：1892年 

従業員数: 8,305名（2012年3

〒540-8584 大阪市中央区北浜東
website:  http://www.obayashi.co.jp/
 

 

 

 

株式会社 錢高組 

本店・大阪支社 

創業：1705年 

従業員数：1,178名 (2012年 

〒550-0005 大阪市西区西本町

なにわ筋ツインズウエスト 
website: http://www.zenitaka.co.jp/
 

 

 

株式会社 竹中工務店 

本社・大阪本店 

創業：1610年 

従業員数：7,570人（2012年1

〒541-0053 大阪市中央区本町

website: http://www.takenaka.co.jp/
 

 

 

大和ハウス工業株式会社 

本社・本店 

創業：1955年 

従業員数：13,592名 (2012年

〒530-8241 大阪市北区梅田3

website:  http://www.daiwahouse.co.jp/

受入企業一覧 

 

3月現在） 

大阪市中央区北浜東4番33号 
website:  http://www.obayashi.co.jp/ 

 3月31日現在) 

大阪市西区西本町2丁目2番11号 

 
http://www.zenitaka.co.jp/ 

1月現在） 

大阪市中央区本町4丁目1番13号 

bsite: http://www.takenaka.co.jp/ 

年4月1日現在） 

3丁目3番5号 

www.daiwahouse.co.jp/ 
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10/4 

10/5 

木 

金 

アジア青年・建築交流会議 ウェスティンホテル淡路 
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日 
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自主研修 
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10/14 

土 

日 

自主研修 
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10/15 月 修了式・懇親会  

10/16 火 研修生帰国  

     

 

 

株式会社 大林組 

創業：1892年 

従業員数: 8,305名（2012年3

〒540-8584 大阪市中央区北浜東
website:  http://www.obayashi.co.jp/
 

 

 

 

株式会社 錢高組 

本店・大阪支社 

創業：1705年 

従業員数：1,178名 (2012年 

〒550-0005 大阪市西区西本町

なにわ筋ツインズウエスト 
website: http://www.zenitaka.co.jp/
 

 

 

株式会社 竹中工務店 

本社・大阪本店 

創業：1610年 

従業員数：7,570人（2012年1

〒541-0053 大阪市中央区本町

website: http://www.takenaka.co.jp/
 

 

 

大和ハウス工業株式会社 

本社・本店 

創業：1955年 

従業員数：13,592名 (2012年

〒530-8241 大阪市北区梅田3

website:  http://www.daiwahouse.co.jp/

受入企業一覧 

 

3月現在） 

大阪市中央区北浜東4番33号 
website:  http://www.obayashi.co.jp/ 

 3月31日現在) 

大阪市西区西本町2丁目2番11号 

 
http://www.zenitaka.co.jp/ 

1月現在） 

大阪市中央区本町4丁目1番13号 

bsite: http://www.takenaka.co.jp/ 

年4月1日現在） 

3丁目3番5号 

www.daiwahouse.co.jp/ 
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研修生プロフィール

ヒルダ ムルティ

（東ジャワ・インドネシア）

スラバヤ工科大学

大学院生 

ラスナヤカ 

シャナカ ダナンジャーヤ

（ぺラデニヤ・スリランカ）

ぺラデニヤ大学

大学院生 

コ―キアット

キティソポンポン

（バンコク・

Integrated Field Co.

建築家 

ハリーシュ 

（ムンバイ・インド）

セプト大学 

大学院生 

 

研修生プロフィール 

ルティ アルタリナ 
（東ジャワ・インドネシア） 

スラバヤ工科大学(ITS) 

 ムディヤンセラーゲ 

ダナンジャーヤ 

（ぺラデニヤ・スリランカ） 

ぺラデニヤ大学 

コ―キアット  

キティソポンポン  

バンコク・タイ） 

Integrated Field Co., Ltd 

 ハリダサン 

（ムンバイ・インド） 

  

ブイ クウォック タン

（ハノイ・ベトナム） 

ハノイ建築大学 

建築家・講師 

 

カバタック ラクェル  

アンジェリーク モレナ 

（マニラ・フィリピン） 

Edward Co Tan＋Architects 
インテリアデザイナー 

シャクヤ  スマン       

（カトマンズ・ネパール） 

トリブバン大学 

大学院生 

リュウ スドン 

(上海・中国) 

上海市建工設計研究院 

建築家 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 研修レポートは２０１２年度研修生それぞれがプログラムの主な行事に関してまとめたものです。 

 それぞれの経験、学習したこと、そして声を綴ったものであるため、文体に差異がありますこと 

 をご了承いただきますようお願い致します。 

  
 
 

企業研修 

・大林組          ラスナヤカ ムディヤンセラーゲ シャナカ ダナンジャーヤ（スリランカ） 

・錢高組          カバタック ラクェル アンジェリーク モレナ (フィリピン) 

・竹中工務店        ハリーシュ ハリダサン（インド） 

・大和ハウス工業      シャクヤ スマン（ネパール） 

 

ディスカッション      ブイ クウォック タン（ベトナム） 

アジア青年建築交流会議   コ―キアット キティソポンポン（タイ） 

英語プロジェクト      ヒルダ ムルティ アルタリナ（インドネシア） 

その他の行事        リュウ スドン（中国） 

  

研修生レポート 
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２日おきにチームだけで会議をし、私達の考えを述べ

たりプロの方々からコメントや助言をいただいたりし

ました。専門分野の異なる仲間とひとつのチームとし

て事業を進めるのはとてもおもしろかったです。 

 

７日間以内に目標まで到達するのは大変でしたが、チ

ームワークと大林組からのサポートのおかげで到達で

きました。たいていは少なくとも１名の方が私達の作

業を見て下さり、色々とコメントや提案をして下さい

ました。私達と同様新しいことに挑戦したい、という

思いを抱いておられました。斬新的なコンセプトで建

物を設計するというビジョンを共有していたため、う

まくいきました。 

 

その７日間が過ぎると、大林組の皆さんに私達のデザ

インプロジェクトについて発表しました。大林組の部

長、チーフデザイナー、チーフエンジニアなどが私達

の発表に出席して下さり、提案に満足していただきま

した。私達研修生にとってはこれまでの人生の中で最

も幸せなひと時の一つでした。その上、一生忘れない

ような楽しい送別会は素晴らしい思い出となりまし

た。  

 

 

 

     
                

                                          建設現場にて  

    

 

誇り高く勇敢で、親切でオープンな国民を誇る国日本

が、アジアの８カ国出身の個性豊かで才能あふれる

我々研修生を２８日間の研修に招待して下さいまし

た。研修生一人一人にとって、日本に滞在した一日一

日がバラエティーに富んで価値のあるものでした。そ

んな２８日間の中でも、特に大林組で過ごした１１日

間は大変貴重なものとなりました。 
 

初日 

大林組での初日は大林組歴史館を訪問する機会に恵ま

れました。 

大林組歴史館では大林組が建設事業を開始した頃の技

術から「スカイツリー」で駆使されている最新技術ま

で概観することができました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                
               大林組歴史館 

 

 

２日目～９日目 

２日目には大林組の設計部門に配属されました。建築家、

構造エンジニア、設備エンジニアなどを含むチームに加わ

って、ある会社の寮を設計するというプロジェクトを与えら

れました。 

 

プロジェクトを始めた日に現場調査に行きましたが、実際

のプロジェクトに取り組むという実感がわきました。建築家と

設備エンジニアが一名ずつ同行して下さり、地域や環境に

ついて説明し、日本人にとって寮とはどうあるべきかについ

て説明してくださいました。帰社後はお客様の要望数項目

について指示を聞きましたが、私達のアイディアでデザイ

ン工程を進める自由が与えられた点がよかったです。テー

マは「２カ国からのコンセプトに基づいた日本の寮」です。 

企業研修：大林組 
ラスナヤカ ムディヤンセラーゲ シャナカ ダナンジャーヤ  

スリランカ 

 
 

大林組 

１０日目～１１日目 

１０日目には工事現場を見学訪問しました。現場とは大阪

駅北地区先行開発区域プロジェクトで、大林組と竹中工

務店が合同作業で４工区を同時に建設しているもので

す。このような大手企業２社が共同で、しかも半分ずつ担

当して事業を進めていく姿には驚きました。まずはこの事

業について３つの発表を聞き、デザイン、建設方法やこの

ビルに特化した工夫などの背景に対する理解を深め、そ

れから実際に現場を見学しました。 

 デザインプロジェクト 

工事現場は驚くほど清潔できれいに整っており、

作業員は全員ぬかりなく安全装備を身につけてい

ました。建物を環境的に持続可能なものにする工

夫は特に貴重で興味深いものでした。さらに感銘

を受けたのは制振装置として導入されていた油圧

ダンパーでした。私達研修生の母国ではまだ普及

していない技術なので、とても勉強になりまし

た。  

 

最終日には公共インフラの工事現場を訪問しまし

た。阪神高速道路大和川線の工事現場です。阪神

高速道路株式会社の方に、地上の線路や道路に影

響が出ないように線路下や道路下で工事をする方

法を見せていただきましたが、目からうろこでし

た。こんな面白いことを学ぶことができてよかっ

たです。 

 

最後に、私達が大林組で過ごした１１日間とそれ以外

日本に滞在した期間１７日間はまさに夢のようでした。

新しい技術、初めて接する文化、親切でオープンな

人々など、いろいろな新しい発見と出会いに満ちた研

修であったので、研修生一人一人にとって一生に一度

の貴重な体験となったと思います。こんなプログラムは

他に探してもない、唯一無二なものだと確信していま

す。この場を借りて、このような充実したプログラムを企

画し、協力して下さったすべての方にお礼を申し上げ

たいと思います。ありがとうございました。 
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企業研修：錢高組 
 カバタック ラクェル アンジェリーク

 フィリピン 

 
２０１２年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招集聘

事業を通して、８人の研修生が大阪の文化を体験し、

またプロフェッショナルとして有意義な経験を積むこ

とができました。大和ハウス工業株式会社、株式会社

大林組、株式会社竹中工務店、そして株式会社錢

という４社の受入企業に研修生が２人ずつ振

れました。研修生はみな受入企業の方々とお会いでき

る歓迎会を楽しみにしていました。私はベトナムから

来たブイ・クオック・タンさんとともに、株式会社錢

高組に振り分けられました。歓迎会では大阪設計部の

磯部さんと人事部の岩井さんとまずお会いし、後から

人事課長の豆塚さんともお会いしました。歓迎会に続

いて、通訳の川崎さんとともに錢高組の本店・大阪支

社に参りました。 

 

錢高組社屋は私達のホテルから近く、歩いて訪問しま

した。初日は地下鉄を使って通う研修生たちが私より

大阪の街を見るチャンスが多いのでは、と思ってうら

やましかったのですが、オリエンテーションで日程表

をもらったときにそんな心配は解消しました。私は建

築物の設計や製図の実習を想定していましたが日程表

の内容は私の期待とは大きく異なっていました。

の地区毎に訪問スケジュールが組まれていて、毎日が

スタディーツアーのような感じでした。オリエンテー

ションを聞いているうちに大阪の街を見物する時間が

ないのではないか、という心配が解消しました。毎日

の見学に錢高組の大阪設計部からの方の引率のも

英語通訳者もつき、訪問先に関する質問

さいました。 

 

千里の道も一歩から 

研修の初日は驚きました。難波を散策してから大阪市

内の水族館である海遊館に行く気力が

てもいませんでした。大阪設計部田中さんと

島さんと道頓堀の面白い路地を探険したほか、アメリ

カのグランド・キャニオンにヒントを得たという、

「なんばパークス」も歩きました。野球場

型大型商業施設に再生させた面白い例です。インテリ

 

アデザインを専門とする者として、日本の

ルマーチャンダイジングはコンセプトも美的センス

も非常に競争力が高いことを認識しました。天保山

エリアのサントリーミュージアムや海遊館も見学し

ました。訪れた場所は全て背景、建築家、建設時

期、当時の建設技術や設計時のコンセプトを教えて

頂きました。長い１日でしたが訪れたすべての場所

で新しい発見がありました。

 
アンジェリーク モレナ 

２０１２年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招集聘

事業を通して、８人の研修生が大阪の文化を体験し、

またプロフェッショナルとして有意義な経験を積むこ

業株式会社、株式会社

大林組、株式会社竹中工務店、そして株式会社錢高組

という４社の受入企業に研修生が２人ずつ振り分けら

した。研修生はみな受入企業の方々とお会いでき

私はベトナムから

来たブイ・クオック・タンさんとともに、株式会社錢

は大阪設計部の

磯部さんと人事部の岩井さんとまずお会いし、後から

さんともお会いしました。歓迎会に続

高組の本店・大阪支

錢高組社屋は私達のホテルから近く、歩いて訪問しま

た。初日は地下鉄を使って通う研修生たちが私より

大阪の街を見るチャンスが多いのでは、と思ってうら

すが、オリエンテーションで日程表

をもらったときにそんな心配は解消しました。私は建

築物の設計や製図の実習を想定していましたが日程表

の内容は私の期待とは大きく異なっていました。大阪

に訪問スケジュールが組まれていて、毎日が

ツアーのような感じでした。オリエンテー

ションを聞いているうちに大阪の街を見物する時間が

しました。毎日

の引率のもと、

つき、訪問先に関する質問等に答えて下

驚きました。難波を散策してから大阪市

があるなんて思っ

田中さんと通訳者五

険したほか、アメリ

カのグランド・キャニオンにヒントを得たという、

「なんばパークス」も歩きました。野球場跡地を複合

商業施設に再生させた面白い例です。インテリ

このマークからなんばパークスがかつて

野球場だったことが分かります

錢高組での研修の残りの９日間については上述内容

と概要は同じなので割愛します。研修で学んだ具体

的な内容の前に、特に印象深かった日本人の仕事観

について紹介します。これまでは日本人が必ず時間

を守ることをテレビで見聞きしていただけでした

この時間厳守の文化は私の出身地フィリピンとは正

反対で、「フィリピン時間」というように、フィリ

ピンではほとんどの人が約束時間

す。大阪に滞在していた間は受入企業の皆さんをは

じめ、時間を大事にする方が多く、必ず５分か１０

分早く着くようにしていました

精神は到着時間のみに表れるのではありません。錢

高組錢高社長様がお忙しい中

てくださった際も、時間通りに進められました。開

始・終了は時間通り、一分たりとも無駄にすること

なくとてもスムーズでした。

アデザインを専門とする者として、日本のビジュア

ルマーチャンダイジングはコンセプトも美的センス

競争力が高いことを認識しました。天保山

エリアのサントリーミュージアムや海遊館も見学し

。訪れた場所は全て背景、建築家、建設時

期、当時の建設技術や設計時のコンセプトを教えて

日でしたが訪れたすべての場所

りました。 

このマークからなんばパークスがかつて 
野球場だったことが分かります 

高組での研修の残りの９日間については上述内容

と概要は同じなので割愛します。研修で学んだ具体

的な内容の前に、特に印象深かった日本人の仕事観

。これまでは日本人が必ず時間

を守ることをテレビで見聞きしていただけでした。

この時間厳守の文化は私の出身地フィリピンとは正

反対で、「フィリピン時間」というように、フィリ

ピンではほとんどの人が約束時間より多少遅れま

す。大阪に滞在していた間は受入企業の皆さんをは

じめ、時間を大事にする方が多く、必ず５分か１０

分早く着くようにしていました。また、時間厳守の

精神は到着時間のみに表れるのではありません。錢

がお忙しい中、私達研修生と面談し

時間通りに進められました。開

始・終了は時間通り、一分たりとも無駄にすること

なくとてもスムーズでした。 

 

錢高組 

 外面になるプレキャストのパネルを上げるクレーン
 

 
そして社風、同僚に対する礼儀や仕事への使命感を挙

げると、錢高組大阪設計部の皆さんは

事を効率よく進めておられ、現場で私達研修生が質問

したことにすぐ返答ができない場合は調べた上で私達

が次訪問した時に教えて下さいました。通訳者がいて

もいなくても私達の質問に答えようと尽力して下さ

り、資料も下さいました。そして、研修の大半が

研修でしたので、毎日の研修がまさに「千里の道」で

した。私達の知の旅に同行して下さった

計部の皆さんと通訳者の尽力と真心に心打たれまし

た。まさに勤勉さと根性を体現した皆さん

 

 

プレキャストの効率性 

日本の工事は全体的に母国で見るものと完全に異な

ります。研修中に堺市で錢高組が施工中の近畿地方

整備局発注の堺地方合同庁舎新築工事を見学しまし

た。検事や弁護士が入居する役所ビルです。見学が

始まる前に錢高組の森所長から説明があり、建物に

ついての基本事項や工事の進捗具合について教えて

下さいました。保護ヘルメットを被ったら見学がい

よいよ始まりました。実際の建設作業が見えるよう

に、最上階からツアーが始まりました。コンクリー

トでできた地下２階の床以外は鉄骨でできており、

 

外面になるプレキャストのパネルを上げるクレーン 

して社風、同僚に対する礼儀や仕事への使命感を挙

げると、錢高組大阪設計部の皆さんはとても勤勉で仕

事を効率よく進めておられ、現場で私達研修生が質問

したことにすぐ返答ができない場合は調べた上で私達

した。通訳者がいて

もいなくても私達の質問に答えようと尽力して下さ

り、資料も下さいました。そして、研修の大半が社外

でしたので、毎日の研修がまさに「千里の道」で

した。私達の知の旅に同行して下さった錢高組大阪設

力と真心に心打たれまし

た。まさに勤勉さと根性を体現した皆さんでした。 

日本の工事は全体的に母国で見るものと完全に異な

堺市で錢高組が施工中の近畿地方

整備局発注の堺地方合同庁舎新築工事を見学しまし

。検事や弁護士が入居する役所ビルです。見学が

から説明があり、建物に

ついての基本事項や工事の進捗具合について教えて

下さいました。保護ヘルメットを被ったら見学がい

よいよ始まりました。実際の建設作業が見えるよう

ツアーが始まりました。コンクリー

でできており、

設備の配線や通気孔が通しやすいよう

てありました。クレーンで上げたプレキャストの

パネルを組み立てるだけであり、しかも作業を早

く簡単にする動力工具を使うので、作業

を最小限にすることができます。各階へ下りるご

とに裸の鉄骨に防火・断熱材を取り付け、電気な

どの設備機器を設置し、石膏ボードを取り付け、

外壁を塗装する過程を概観することができまし

た。工事現場にしてはとてもきれいで、資

物の一隅で積まれ、電線は絡まっておらず、道具

類はきちんと定位置に置いてありました。道から

見ると通行人の安全のために工事現場に覆いが被

さっており、現場に入った人は全員安全装備を身

につけないといけませんでした。見学していて

「安全第一」という考え方が印象に残りました。

工事現場にしては作業員から作業過程まですべて

管理が行き届いていました。

 

過去と現在が融合する関西

大阪には国内外の観光客を魅せつけるものがたく

さんあります。特に有名なのは梅田や難波のよう

なショッピングの中心地ですが、私達が訪れた中

でもなんばパークス、海遊館、梅田スカイビル

（現新梅田シティ）、

館、NHK 大阪放送局、大阪城、（アサヒビール）

大山崎山荘美術館と息をのむような安藤先生の光

の教会が印象深かったです。これらの建物は現代

的な建築ですが、大阪中の博物館や民家に日本の

伝統的な文化が残っています。伝統的な建物と現

代的な建築物が調和して大阪らしい魅力を形作っ

ているのです。難波の路

れ、大阪城の中でも歴史を垣間見ることができま

す。錢高組の来訪者や社員のための伝統的な高徳

寮が都心にあります。堺市でも昔ながらの茶屋を

随所で見かけます。このような小さな特徴がどん

どん発展していく現代の都会に伝統的な要素をち

りばめ、文化を保存する助けとなります。実は私

達の研修中は大阪だけでなく、京都、奈良や神戸

など関西の広域を見る機会に恵まれました。

設備の配線や通気孔が通しやすいように工夫がし

てありました。クレーンで上げたプレキャストの

パネルを組み立てるだけであり、しかも作業を早

く簡単にする動力工具を使うので、作業員の労力

を最小限にすることができます。各階へ下りるご

に防火・断熱材を取り付け、電気な

を設置し、石膏ボードを取り付け、

を概観することができまし

た。工事現場にしてはとてもきれいで、資材は建

物の一隅で積まれ、電線は絡まっておらず、道具

類はきちんと定位置に置いてありました。道から

見ると通行人の安全のために工事現場に覆いが被

さっており、現場に入った人は全員安全装備を身

につけないといけませんでした。見学していて

「安全第一」という考え方が印象に残りました。

工事現場にしては作業員から作業過程まですべて

管理が行き届いていました。 

過去と現在が融合する関西 

大阪には国内外の観光客を魅せつけるものがたく

さんあります。特に有名なのは梅田や難波のよう

なショッピングの中心地ですが、私達が訪れた中

でもなんばパークス、海遊館、梅田スカイビル

（現新梅田シティ）、HEP FIVE、国立国際美術

大阪放送局、大阪城、（アサヒビール）

大山崎山荘美術館と息をのむような安藤先生の光

の教会が印象深かったです。これらの建物は現代

的な建築ですが、大阪中の博物館や民家に日本の

伝統的な文化が残っています。伝統的な建物と現

代的な建築物が調和して大阪らしい魅力を形作っ

ているのです。難波の路地裏に寺院や神社が隠

れ、大阪城の中でも歴史を垣間見ることができま

す。錢高組の来訪者や社員のための伝統的な高徳

寮が都心にあります。堺市でも昔ながらの茶屋を

随所で見かけます。このような小さな特徴がどん

どん発展していく現代の都会に伝統的な要素をち

りばめ、文化を保存する助けとなります。実は私

達の研修中は大阪だけでなく、京都、奈良や神戸

域を見る機会に恵まれました。 
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２０１２年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招集聘

事業を通して、８人の研修生が大阪の文化を体験し、

またプロフェッショナルとして有意義な経験を積むこ

とができました。大和ハウス工業株式会社、株式会社

大林組、株式会社竹中工務店、そして株式会社錢

という４社の受入企業に研修生が２人ずつ振

れました。研修生はみな受入企業の方々とお会いでき

る歓迎会を楽しみにしていました。私はベトナムから

来たブイ・クオック・タンさんとともに、株式会社錢

高組に振り分けられました。歓迎会では大阪設計部の

磯部さんと人事部の岩井さんとまずお会いし、後から

人事課長の豆塚さんともお会いしました。歓迎会に続

いて、通訳の川崎さんとともに錢高組の本店・大阪支

社に参りました。 

 

錢高組社屋は私達のホテルから近く、歩いて訪問しま

した。初日は地下鉄を使って通う研修生たちが私より

大阪の街を見るチャンスが多いのでは、と思ってうら

やましかったのですが、オリエンテーションで日程表

をもらったときにそんな心配は解消しました。私は建

築物の設計や製図の実習を想定していましたが日程表

の内容は私の期待とは大きく異なっていました。

の地区毎に訪問スケジュールが組まれていて、毎日が

スタディーツアーのような感じでした。オリエンテー

ションを聞いているうちに大阪の街を見物する時間が

ないのではないか、という心配が解消しました。毎日

の見学に錢高組の大阪設計部からの方の引率のも

英語通訳者もつき、訪問先に関する質問

さいました。 

 

千里の道も一歩から 

研修の初日は驚きました。難波を散策してから大阪市

内の水族館である海遊館に行く気力が

てもいませんでした。大阪設計部田中さんと

島さんと道頓堀の面白い路地を探険したほか、アメリ

カのグランド・キャニオンにヒントを得たという、

「なんばパークス」も歩きました。野球場

型大型商業施設に再生させた面白い例です。インテリ

 

アデザインを専門とする者として、日本の

ルマーチャンダイジングはコンセプトも美的センス

も非常に競争力が高いことを認識しました。天保山

エリアのサントリーミュージアムや海遊館も見学し

ました。訪れた場所は全て背景、建築家、建設時

期、当時の建設技術や設計時のコンセプトを教えて

頂きました。長い１日でしたが訪れたすべての場所

で新しい発見がありました。

 
アンジェリーク モレナ 

２０１２年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招集聘

事業を通して、８人の研修生が大阪の文化を体験し、

またプロフェッショナルとして有意義な経験を積むこ

業株式会社、株式会社

大林組、株式会社竹中工務店、そして株式会社錢高組

という４社の受入企業に研修生が２人ずつ振り分けら

した。研修生はみな受入企業の方々とお会いでき

私はベトナムから

来たブイ・クオック・タンさんとともに、株式会社錢

は大阪設計部の

磯部さんと人事部の岩井さんとまずお会いし、後から

さんともお会いしました。歓迎会に続

高組の本店・大阪支

錢高組社屋は私達のホテルから近く、歩いて訪問しま

た。初日は地下鉄を使って通う研修生たちが私より

大阪の街を見るチャンスが多いのでは、と思ってうら

すが、オリエンテーションで日程表

をもらったときにそんな心配は解消しました。私は建

築物の設計や製図の実習を想定していましたが日程表

の内容は私の期待とは大きく異なっていました。大阪

に訪問スケジュールが組まれていて、毎日が

ツアーのような感じでした。オリエンテー

ションを聞いているうちに大阪の街を見物する時間が

しました。毎日

の引率のもと、

つき、訪問先に関する質問等に答えて下

驚きました。難波を散策してから大阪市

があるなんて思っ

田中さんと通訳者五

険したほか、アメリ

カのグランド・キャニオンにヒントを得たという、

「なんばパークス」も歩きました。野球場跡地を複合

商業施設に再生させた面白い例です。インテリ

このマークからなんばパークスがかつて

野球場だったことが分かります

錢高組での研修の残りの９日間については上述内容

と概要は同じなので割愛します。研修で学んだ具体

的な内容の前に、特に印象深かった日本人の仕事観

について紹介します。これまでは日本人が必ず時間

を守ることをテレビで見聞きしていただけでした

この時間厳守の文化は私の出身地フィリピンとは正

反対で、「フィリピン時間」というように、フィリ

ピンではほとんどの人が約束時間

す。大阪に滞在していた間は受入企業の皆さんをは

じめ、時間を大事にする方が多く、必ず５分か１０

分早く着くようにしていました

精神は到着時間のみに表れるのではありません。錢

高組錢高社長様がお忙しい中

てくださった際も、時間通りに進められました。開

始・終了は時間通り、一分たりとも無駄にすること

なくとてもスムーズでした。

アデザインを専門とする者として、日本のビジュア

ルマーチャンダイジングはコンセプトも美的センス

競争力が高いことを認識しました。天保山

エリアのサントリーミュージアムや海遊館も見学し

。訪れた場所は全て背景、建築家、建設時

期、当時の建設技術や設計時のコンセプトを教えて

日でしたが訪れたすべての場所

りました。 

このマークからなんばパークスがかつて 
野球場だったことが分かります 

高組での研修の残りの９日間については上述内容

と概要は同じなので割愛します。研修で学んだ具体

的な内容の前に、特に印象深かった日本人の仕事観

。これまでは日本人が必ず時間

を守ることをテレビで見聞きしていただけでした。

この時間厳守の文化は私の出身地フィリピンとは正

反対で、「フィリピン時間」というように、フィリ

ピンではほとんどの人が約束時間より多少遅れま

す。大阪に滞在していた間は受入企業の皆さんをは

じめ、時間を大事にする方が多く、必ず５分か１０

分早く着くようにしていました。また、時間厳守の

精神は到着時間のみに表れるのではありません。錢

がお忙しい中、私達研修生と面談し

時間通りに進められました。開

始・終了は時間通り、一分たりとも無駄にすること

なくとてもスムーズでした。 

 

錢高組 

 外面になるプレキャストのパネルを上げるクレーン
 

 
そして社風、同僚に対する礼儀や仕事への使命感を挙

げると、錢高組大阪設計部の皆さんは

事を効率よく進めておられ、現場で私達研修生が質問

したことにすぐ返答ができない場合は調べた上で私達

が次訪問した時に教えて下さいました。通訳者がいて

もいなくても私達の質問に答えようと尽力して下さ

り、資料も下さいました。そして、研修の大半が

研修でしたので、毎日の研修がまさに「千里の道」で

した。私達の知の旅に同行して下さった

計部の皆さんと通訳者の尽力と真心に心打たれまし

た。まさに勤勉さと根性を体現した皆さん

 

 

プレキャストの効率性 

日本の工事は全体的に母国で見るものと完全に異な

ります。研修中に堺市で錢高組が施工中の近畿地方

整備局発注の堺地方合同庁舎新築工事を見学しまし

た。検事や弁護士が入居する役所ビルです。見学が

始まる前に錢高組の森所長から説明があり、建物に

ついての基本事項や工事の進捗具合について教えて

下さいました。保護ヘルメットを被ったら見学がい

よいよ始まりました。実際の建設作業が見えるよう

に、最上階からツアーが始まりました。コンクリー

トでできた地下２階の床以外は鉄骨でできており、

 

外面になるプレキャストのパネルを上げるクレーン 

して社風、同僚に対する礼儀や仕事への使命感を挙

げると、錢高組大阪設計部の皆さんはとても勤勉で仕

事を効率よく進めておられ、現場で私達研修生が質問

したことにすぐ返答ができない場合は調べた上で私達

した。通訳者がいて

もいなくても私達の質問に答えようと尽力して下さ

り、資料も下さいました。そして、研修の大半が社外

でしたので、毎日の研修がまさに「千里の道」で

した。私達の知の旅に同行して下さった錢高組大阪設

力と真心に心打たれまし

た。まさに勤勉さと根性を体現した皆さんでした。 

日本の工事は全体的に母国で見るものと完全に異な

堺市で錢高組が施工中の近畿地方

整備局発注の堺地方合同庁舎新築工事を見学しまし

。検事や弁護士が入居する役所ビルです。見学が

から説明があり、建物に

ついての基本事項や工事の進捗具合について教えて

下さいました。保護ヘルメットを被ったら見学がい

よいよ始まりました。実際の建設作業が見えるよう

ツアーが始まりました。コンクリー

でできており、

設備の配線や通気孔が通しやすいよう

てありました。クレーンで上げたプレキャストの

パネルを組み立てるだけであり、しかも作業を早

く簡単にする動力工具を使うので、作業

を最小限にすることができます。各階へ下りるご

とに裸の鉄骨に防火・断熱材を取り付け、電気な

どの設備機器を設置し、石膏ボードを取り付け、

外壁を塗装する過程を概観することができまし

た。工事現場にしてはとてもきれいで、資

物の一隅で積まれ、電線は絡まっておらず、道具

類はきちんと定位置に置いてありました。道から

見ると通行人の安全のために工事現場に覆いが被

さっており、現場に入った人は全員安全装備を身

につけないといけませんでした。見学していて

「安全第一」という考え方が印象に残りました。

工事現場にしては作業員から作業過程まですべて

管理が行き届いていました。

 

過去と現在が融合する関西

大阪には国内外の観光客を魅せつけるものがたく

さんあります。特に有名なのは梅田や難波のよう

なショッピングの中心地ですが、私達が訪れた中

でもなんばパークス、海遊館、梅田スカイビル

（現新梅田シティ）、

館、NHK 大阪放送局、大阪城、（アサヒビール）

大山崎山荘美術館と息をのむような安藤先生の光

の教会が印象深かったです。これらの建物は現代

的な建築ですが、大阪中の博物館や民家に日本の

伝統的な文化が残っています。伝統的な建物と現

代的な建築物が調和して大阪らしい魅力を形作っ

ているのです。難波の路

れ、大阪城の中でも歴史を垣間見ることができま

す。錢高組の来訪者や社員のための伝統的な高徳

寮が都心にあります。堺市でも昔ながらの茶屋を

随所で見かけます。このような小さな特徴がどん

どん発展していく現代の都会に伝統的な要素をち

りばめ、文化を保存する助けとなります。実は私

達の研修中は大阪だけでなく、京都、奈良や神戸

など関西の広域を見る機会に恵まれました。

設備の配線や通気孔が通しやすいように工夫がし

てありました。クレーンで上げたプレキャストの

パネルを組み立てるだけであり、しかも作業を早

く簡単にする動力工具を使うので、作業員の労力

を最小限にすることができます。各階へ下りるご

に防火・断熱材を取り付け、電気な

を設置し、石膏ボードを取り付け、

を概観することができまし

た。工事現場にしてはとてもきれいで、資材は建

物の一隅で積まれ、電線は絡まっておらず、道具

類はきちんと定位置に置いてありました。道から

見ると通行人の安全のために工事現場に覆いが被

さっており、現場に入った人は全員安全装備を身

につけないといけませんでした。見学していて

「安全第一」という考え方が印象に残りました。

工事現場にしては作業員から作業過程まですべて

管理が行き届いていました。 

過去と現在が融合する関西 

大阪には国内外の観光客を魅せつけるものがたく

さんあります。特に有名なのは梅田や難波のよう

なショッピングの中心地ですが、私達が訪れた中

でもなんばパークス、海遊館、梅田スカイビル

（現新梅田シティ）、HEP FIVE、国立国際美術

大阪放送局、大阪城、（アサヒビール）

大山崎山荘美術館と息をのむような安藤先生の光

の教会が印象深かったです。これらの建物は現代

的な建築ですが、大阪中の博物館や民家に日本の

伝統的な文化が残っています。伝統的な建物と現

代的な建築物が調和して大阪らしい魅力を形作っ

ているのです。難波の路地裏に寺院や神社が隠

れ、大阪城の中でも歴史を垣間見ることができま

す。錢高組の来訪者や社員のための伝統的な高徳

寮が都心にあります。堺市でも昔ながらの茶屋を

随所で見かけます。このような小さな特徴がどん

どん発展していく現代の都会に伝統的な要素をち

りばめ、文化を保存する助けとなります。実は私

達の研修中は大阪だけでなく、京都、奈良や神戸

域を見る機会に恵まれました。 
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錢高組 

京都や奈良の寺院は大阪の高層ビルとよいコントラ

ストをなし、文化的価値と歴史が豊かです。

からの人々で賑わっていたことには驚きました。伝

統的な建設方法にも現代のものと同じぐらい感銘を

受けました。政府がこれら伝統的な街並みが残る地

区を保存していることも称賛に値します。京都には

金閣寺や清水寺をはじめとした世界遺産がいくつか

あります。京都の古い街並みには伝統の重みを感じ

ますが、現代的な鉄骨造りの京都駅はまるで別世界

です。奈良も古都なのですが、京都に比べて古い街

並みが和やかな雰囲気で、くつろいだり寺院を見た

り鹿に餌をあげたりしました。特に東大寺で鹿が観

光客に紛れている光景には驚きました。また、神戸

の有名な明石海峡大橋は素晴らしい設計と技術を具

現化しています。展望台の下で、建設工程を以前ナ

ショナルジオグラフィックチャンネルで見たことを

思い出しました。さらに安藤先生による兵庫県立美

術館も挙げないといけません。コンクリートの壁だ

と思って通ると思いがけない所に窓や扉があり、美

術館中にちりばめられた些細なサプライズのようで

した。 

 

まとめ 

錢高組で受けた 10日間の研修は全体的に私のキャリ

アに役立つものでした。私達の分野では多様なアイ

ディアに多く触れることが大事ですが、日本の風土

の中の伝統的な建築と現代建築への理解を深めるこ

とができました。研修を通して日本の文化、価値観

や習慣を体験し、デザインや建築と建物の利用

の関係についてのヒントや新しいアイディアをたく

さん得ることができました。そして政府がソーラー

パネルの使用を推進するなどいかにしてエコ政策を

実践するか参考になりました。また、古い街並みの

保存に関して、京都や奈良の例から現代的な街並み

との調和についても色々とアイディアを得ました。

研修を通して建築における文化の役割を実感しまし

た。また、純日本建築であれ他の要素との組み合わ

 

JR 京都駅の現代的なデザインは寺院や

古い街並みとコントラストを成しています

京都や奈良の寺院は大阪の高層ビルとよいコントラ

ストをなし、文化的価値と歴史が豊かです。国内外

で賑わっていたことには驚きました。伝

統的な建設方法にも現代のものと同じぐらい感銘を

受けました。政府がこれら伝統的な街並みが残る地

も称賛に値します。京都には

金閣寺や清水寺をはじめとした世界遺産がいくつか

あります。京都の古い街並みには伝統の重みを感じ

造りの京都駅はまるで別世界

です。奈良も古都なのですが、京都に比べて古い街

並みが和やかな雰囲気で、くつろいだり寺院を見た

り鹿に餌をあげたりしました。特に東大寺で鹿が観

光客に紛れている光景には驚きました。また、神戸

の有名な明石海峡大橋は素晴らしい設計と技術を具

現化しています。展望台の下で、建設工程を以前ナ

ショナルジオグラフィックチャンネルで見たことを

先生による兵庫県立美

術館も挙げないといけません。コンクリートの壁だ

と思って通ると思いがけない所に窓や扉があり、美

細なサプライズのようで

日間の研修は全体的に私のキャリ

アに役立つものでした。私達の分野では多様なアイ

ディアに多く触れることが大事ですが、日本の風土

の中の伝統的な建築と現代建築への理解を深めるこ

して日本の文化、価値観

や習慣を体験し、デザインや建築と建物の利用者と

の関係についてのヒントや新しいアイディアをたく

できました。そして政府がソーラー

パネルの使用を推進するなどいかにしてエコ政策を

実践するか参考になりました。また、古い街並みの

保存に関して、京都や奈良の例から現代的な街並み

との調和についても色々とアイディアを得ました。

研修を通して建築における文化の役割を実感しまし

あれ他の要素との組み合わ 

奈良の東大寺は修学旅行の生徒で

賑わっていました

せであれ、日本の建築では、

が最優先されることも学びました。使う人々の文化

的ニーズにもしっかり対応する独特な佇まいがあり

ます。私達研修生が大阪で得た知識を共有し、今後

の活動の糧にすることができたら幸いです。この一

生に一度の機会に恵まれたことに感謝しています。

 

 

京都駅の現代的なデザインは寺院や 

を成しています 

奈良の東大寺は修学旅行の生徒で 

賑わっていました 

せであれ、日本の建築では、ユニバーサルデザイン

が最優先されることも学びました。使う人々の文化

的ニーズにもしっかり対応する独特な佇まいがあり

ます。私達研修生が大阪で得た知識を共有し、今後

の活動の糧にすることができたら幸いです。この一

生に一度の機会に恵まれたことに感謝しています。 

 
 

で駆使されてきた建設方法や技術についても知る必

要がありました。現在世界各地で持続可能性の重要

性について議論が盛んなので竹中工務店の取り組み

について興味がありました。日本ではコンクリート

が広く用いられますが、建て替え周期が短く工事が

盛んになされます。そして、工事現場の課題やデザ

イン工程との関係について理解する必要がありまし

た。 

 

 

研修 

研修期間は 10 日間でした。この 10 日間で竹中工務

店から色々と学ばないといけないことが多かったで

す。初日は設計部による概説と会社の歴史について

の補足説明がありました。設計部内でもグループに

よって異なるやり方で仕事を進めていました。私達

は主に設計部１部門（第３グループ）と設計部３部

門（第３グループ）に配属されました。１部門（第

３グループ）は主に商業スペースのデザイン、３部

門（第３グル―プ）は主に工場など産業施設のデザ

インを手がけています。１部門（第３グループ）の

担当者は納見さんと水野さん(旧姓大竹さん)で、３

部門（第３グループ）のリーダーは倉田さんですが

土井さんにもお世話になりました。設計部ではデザ

イン工程を学んだだけでなく、グループ会議の出席

を通して意志決定のプロセスも理解することができ

ました。事務所での研修以外にも、図面のデザイン

と現場での実施の関係について学ぶ現場調査もあり

ました。 

企業研修：竹中工務店 
 ハリーシュ ハリダサン  インド 

はじめに 

竹中工務店はデザイン、建築施工や建設業界に主眼

を置いた会社では老舗です。現在市場の大きな割合

を占めている大手企業の一つでもあります。竹中工

務店は 1610 年に名古屋で創業されましたが、1899

年に創立後、本店を大阪に移したのは 1923 年でし

た。竹中工務店は匠の技の伝統に根差しているの

で、神社をはじめとした初期の建築物にその職人技

を見出すことができます。現在に至るまで、職人技

から得たヒントを大切にする社風を貫いてきまし

た。特に建築とデザインの分野で成功を収めてきた

のですが、それは長らくデザイン、設計技術やテク

ノロジーの研究をしてきたからです。これらの研究

の成果は日本国内のみならず世界各地の建築物に見

ることができます。 

 

平成 24 年度安藤プログラムの一環として、インド

ネシアのヒルダさんと私は竹中工務店に研修生とし

て受け入れられました。このレポートを通して私達

が研修で得たものを伝えることができたら幸いで

す。 

 

 

場所 

上述の通り、竹中工務店の本社は大阪にあります。

私達研修生は大阪の御堂筋本町にあるその本社に配

属されました。 

 

 

竹中工務店への抱負 

研修が始まる前、私達研修生はそれぞれ異なる意見

や目標を抱いていましたが、共通項もありました。

それは日本における建築を理解することです。現代

建築を理解するには、建築史はもちろん社会史もあ

る程度理解しないといけません。さらには古今日本
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錢高組 

京都や奈良の寺院は大阪の高層ビルとよいコントラ

ストをなし、文化的価値と歴史が豊かです。

からの人々で賑わっていたことには驚きました。伝

統的な建設方法にも現代のものと同じぐらい感銘を

受けました。政府がこれら伝統的な街並みが残る地

区を保存していることも称賛に値します。京都には

金閣寺や清水寺をはじめとした世界遺産がいくつか

あります。京都の古い街並みには伝統の重みを感じ

ますが、現代的な鉄骨造りの京都駅はまるで別世界

です。奈良も古都なのですが、京都に比べて古い街

並みが和やかな雰囲気で、くつろいだり寺院を見た

り鹿に餌をあげたりしました。特に東大寺で鹿が観

光客に紛れている光景には驚きました。また、神戸

の有名な明石海峡大橋は素晴らしい設計と技術を具

現化しています。展望台の下で、建設工程を以前ナ

ショナルジオグラフィックチャンネルで見たことを

思い出しました。さらに安藤先生による兵庫県立美

術館も挙げないといけません。コンクリートの壁だ

と思って通ると思いがけない所に窓や扉があり、美

術館中にちりばめられた些細なサプライズのようで

した。 

 

まとめ 

錢高組で受けた 10日間の研修は全体的に私のキャリ

アに役立つものでした。私達の分野では多様なアイ

ディアに多く触れることが大事ですが、日本の風土

の中の伝統的な建築と現代建築への理解を深めるこ

とができました。研修を通して日本の文化、価値観

や習慣を体験し、デザインや建築と建物の利用

の関係についてのヒントや新しいアイディアをたく

さん得ることができました。そして政府がソーラー

パネルの使用を推進するなどいかにしてエコ政策を

実践するか参考になりました。また、古い街並みの

保存に関して、京都や奈良の例から現代的な街並み

との調和についても色々とアイディアを得ました。

研修を通して建築における文化の役割を実感しまし

た。また、純日本建築であれ他の要素との組み合わ

 

JR 京都駅の現代的なデザインは寺院や

古い街並みとコントラストを成しています

京都や奈良の寺院は大阪の高層ビルとよいコントラ
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賑わっていました

せであれ、日本の建築では、

が最優先されることも学びました。使う人々の文化

的ニーズにもしっかり対応する独特な佇まいがあり

ます。私達研修生が大阪で得た知識を共有し、今後

の活動の糧にすることができたら幸いです。この一

生に一度の機会に恵まれたことに感謝しています。
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で駆使されてきた建設方法や技術についても知る必

要がありました。現在世界各地で持続可能性の重要

性について議論が盛んなので竹中工務店の取り組み

について興味がありました。日本ではコンクリート

が広く用いられますが、建て替え周期が短く工事が

盛んになされます。そして、工事現場の課題やデザ

イン工程との関係について理解する必要がありまし

た。 

 

 

研修 

研修期間は 10 日間でした。この 10 日間で竹中工務

店から色々と学ばないといけないことが多かったで

す。初日は設計部による概説と会社の歴史について

の補足説明がありました。設計部内でもグループに

よって異なるやり方で仕事を進めていました。私達

は主に設計部１部門（第３グループ）と設計部３部

門（第３グループ）に配属されました。１部門（第

３グループ）は主に商業スペースのデザイン、３部

門（第３グル―プ）は主に工場など産業施設のデザ

インを手がけています。１部門（第３グループ）の

担当者は納見さんと水野さん(旧姓大竹さん)で、３

部門（第３グループ）のリーダーは倉田さんですが

土井さんにもお世話になりました。設計部ではデザ

イン工程を学んだだけでなく、グループ会議の出席

を通して意志決定のプロセスも理解することができ

ました。事務所での研修以外にも、図面のデザイン

と現場での実施の関係について学ぶ現場調査もあり

ました。 

企業研修：竹中工務店 
 ハリーシュ ハリダサン  インド 

はじめに 

竹中工務店はデザイン、建築施工や建設業界に主眼

を置いた会社では老舗です。現在市場の大きな割合

を占めている大手企業の一つでもあります。竹中工

務店は 1610 年に名古屋で創業されましたが、1899

年に創立後、本店を大阪に移したのは 1923 年でし

た。竹中工務店は匠の技の伝統に根差しているの

で、神社をはじめとした初期の建築物にその職人技

を見出すことができます。現在に至るまで、職人技

から得たヒントを大切にする社風を貫いてきまし

た。特に建築とデザインの分野で成功を収めてきた

のですが、それは長らくデザイン、設計技術やテク

ノロジーの研究をしてきたからです。これらの研究

の成果は日本国内のみならず世界各地の建築物に見

ることができます。 

 

平成 24 年度安藤プログラムの一環として、インド

ネシアのヒルダさんと私は竹中工務店に研修生とし

て受け入れられました。このレポートを通して私達

が研修で得たものを伝えることができたら幸いで

す。 

 

 

場所 

上述の通り、竹中工務店の本社は大阪にあります。

私達研修生は大阪の御堂筋本町にあるその本社に配

属されました。 

 

 

竹中工務店への抱負 

研修が始まる前、私達研修生はそれぞれ異なる意見

や目標を抱いていましたが、共通項もありました。

それは日本における建築を理解することです。現代

建築を理解するには、建築史はもちろん社会史もあ

る程度理解しないといけません。さらには古今日本
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あべのハルカス 

あべのハルカスも天王寺駅の近くにありますが、完成

したら日本一高い建物になります。この見学を通して

高層ビルの設計と施工に伴う課題について知ることが

できました。設計を担当された高橋さんが案内してく

ださいました。建物のデザインのみならず、高層ビル

を形成する構造的な部分も説明してくださいました。 

 

 

 

 

岸本ビル訪問 

最初に訪れたのは天王寺駅の近くにある岸本ビル

でした。完成したら商業スペースになる予定で

す。このビルを設計された建築家の須賀さんが概

要を説明して下さいました。特に印象深かったの

は基礎部分の免震装置でした。日本は地震が多い

ためこのような装置が設置されます。 

竹中工務店 

遠藤照明プロジェクトへの訪問 

東大阪市高井田にある株式会社遠藤照明技術研究所も設

計部１部門（第３グループ）が手掛けているプロジェク

トの一つです。照明器具を専門とする企業なので、デザ

インも明かりにこだわっています。建物の外面にガラス

と鉄骨を利用して広々と見せる工夫がしてあります。こ

の訪問を手配して下さったのは１部門水野さんと山田さ

んでした。 

 

岸本ビルの模型/ ビルに使用されたシステムを説明さ

れるビルの設計者の須賀さん 

 

   あべのハルカス施工事務所 

遠藤照明技術研究所の建物と照明装置の様子 

 
 

竹中工務店 

 

 

神戸の竹中大道具館への訪問 

日本では古来大工の技が発達してきましたが、竹

中工務店もこの大工文化に根差しています。日本

の伝統的な建築及び建設法を理解する上で特に有

意義でした。大道具館の研究員中村さんが解説し

て下さいました。茶室の建設を専門とした数奇屋

大工とその茶室建設手順や数奇屋大工と神社を専

門とする宮大工の違いについてなど色々と勉強に

なりました。道具館にはさらに解説が充実した大

工の道具の陳列と道具の変遷についての解説があ

りました。 

竹中大道具館への訪問はインフォメーション・マ

ネージメント部の杉本さんが手配して下さいまし

た。これらの見学以外にも、著名な建築家坂茂氏

による講演に参加する機会に恵まれました。講演

では坂氏がこれまで手掛けられてきた事業や建材

としての紙について話されました。また梅田スカイ

ビルや六甲の集合住宅など安藤忠雄氏他による建築

物も訪問しましたが、街を違った視点から見ること

ができました。 

 
まとめ 
この研修は新たな環境や師から建築について学ぶよ

い機会でした。大きな組織の運用を理解し、現場見

学を通して事業での管理について理解が深まり、デ

ザインの全工程を概観することができました。討論

ではデザイン案を練りましたが、デザイン工程が建

築家と建物の使用者との交流でどんどん進化し続け

るものであることが分かりました。 
研修を通して建築分野の多様性や複雑さ、特に日本

における建築のあり方を理解することができまし

た。建築は広大な分野なので十分に探究する必要が

あります。現実の状況や制限を視野に入れながら新

しい応用や組み合わせを考案したり、お客様の要望

をきっちり理解してそれに見合う結果を出したり

することの重要さなどを学びとりました。 
資料がよく揃った図書館のおかげで日本における建

築について概要を理解することができました。ま

た、言葉の壁を超えて色々と世話して下さったチー

ムの皆さんにも大変感謝しています。講演会の貴重

なお話を理解することができたのも皆さんのおかげ

です。 
 

竹中大道具館の様子 
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私が安藤プログラムに参加するチャンスに恵まれる

なんて思ってもいませんでした。日本へ渡航する飛

行機の中では外国を訪れることに対する期待や不安

で頭がいっぱいでした。家族で以前来日した人がい

たので（兄が東京で博士号を取りました）、日本は

安全で清潔だが、言語の問題が起こり得るところだ

と聞いていました。何より不安に思ったのは具体的

なイメージが湧かない研修内容でした。 

 

ときめきと困惑を胸に関西国際空港に到着した９月

１６日には、末永さんと吉野さん、そして仲間の研

修生との出会いが待っていました。到着した当日は

新しい仲間たちと話が弾み、安心できました。翌日

からさっそく研修、スタディーツアー、討論、シン

ポジウム、企業訪問、そして別れが始まりました。

盛りだくさんのスケジュールのおかげで疲れは吹っ

飛び、充実した時間を満喫することができました。

日本人は時間を厳守することを重視し、時間の管理

に長けていることは以前から聞いていましたが、今

回プログラムに参加してそれが誇張表現でないこと

を実感しました。一番印象に残ったのは期日までに

きっちりと作業をこなす姿や、仕事に対するありが

たみを物語る笑顔でした。日本人の勤勉さ、思いや

りや礼儀正しさに感銘を受けたので、私もできるだ

け同じ姿勢で仕事をしたいと思いました。 

 

スケジュールからどんなプログラムが組まれている

のか一目瞭然でしたが、研修内容についてはみんな

異なる受入企業に分散しており、大阪府国際交流財

団の方に訊いても分かりませんでした。私と中国か

らの研修生リュウ スドンさんは大和ハウス工業に

振り分けられ、大和ハウス工業の皆さまのご尽力の

おかげで有意義な研修期間を過ごすことができまし

た。当初はデザイン部門のプロジェクトをお手伝い

するのだと思っていましたので、プログラムの内容

が講義だと知り驚きました。講義はビジネスや技術

面を含む、大和ハウス工業の事業の全体像が把握で

きるように設けてありました。現在大学院生であり

 
企業研修：大和ハウス工業 
 シャクヤ スマン   ネパール 

 

デザイン・建設会社で勤務する建築家として、これ

らの講義は私の研究・業務に直接かかわる内容であ

りとても有意義でした。さらに、研修は講義のみな

らず、スタディーツアーや訪問調査など豊富な内容

で 日本の建築や歴史への理解を深める、安藤プログ

ラムらしい学習機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修で学びとったことには我々の職業の技術的なこ

とだけではなく、人生のヒントになるような真実も

ありました。到着してすぐに気がついたのは日本人

のマナーでした。研修を始めたときに「宜しくお願

いします」と「ありがとうございます」という言葉

を教わり、講義の開始前と終了後に４５度お辞儀を

して感謝の気持ちを表すことを学びました。本社は

本町のホテルから地下鉄で２駅離れた西梅田にあ

り、地下鉄を利用するたびに、生活のペースが早い

日本社会と電車に乗ろうと急ぐ人々が目につきまし

た。業界で有力な企業であるのにも関わらず、大和

ハウス工業は人情溢れる目標「共に創る、共に生き

る」を掲げています。社会における役割をしっかり

見つめた上で社会に本当に必要なものを供給する、

という新興企業のお手本になるような姿勢だといえ

るでしょう。 もしかするとこのことがどんな企業に

とっても成功の秘訣なのかもしれません。講義は会

社概要、歴史、海外事業、デザインの方針、建設技

術など多岐に渡っていながらどれも専門性が高いも

ので、会社の様々な面が紹介されていました。しか

もこれらの講義は会社のことを発信するだけにとど

本社の講義を聞いて 

 
 

 

まらず、賃貸の今況など日本全国でのトレンドも取

り上げていました。会場はほとんど本社の２２階で

したが、内容が理解しやすいように工事現場でも講

義がなされました。特に奈良県の総合技術研究所で

大和ハウス工業の研究や新しい試みについて学んだ

ことは研修の一つの山場でした。 

 

建築家として、建物のデザインや建設に関する講義

には特に興味を持てました。大和ハウス工業の主要

な事業に一軒家の建設がありますが、実はちょうど

私が母国で行っている業務そのままです。そのた

め、これらの講義ではいつも講師を質問攻めにして

しまいましたが、笑顔で対応して下さいました。建

築の工業化という社会のニーズに応えて、鉄パイプ

とボルトで組み立てた「パイプハウス」という創業

商品を提供したのは大和ハウス工業でした。大和ハ

ウス工業の一軒家はほとんど工場で製作した壁や屋

根のパネルが事前に組み立てられているので、すべ

てのお客様に同じ高品質の商品が、早く提供できる

のです。デザイン面では、日本の生活様式や建築を

考慮し、スペースをコンパクトに有効活用する知恵

や畳部屋を取り入れています。アパートのデザイン

についても同様です。私は建設に注目した質問、 リ

ュウさんはスペースの活用についての質問をしたの

で、お互いの視点から学ぶことが多く、チームとし

て効率がよかったと思います。 

  

他に興味を引いた講義には、商業施設、アパート、

分譲住宅のデザインに関したものが挙げられます。

私はネパールの大手建築会社 CE に所属しております

が、有名なプロジェクトをいくつも手掛けた会社で

す。私は主に一軒家や住宅プロジェクトに携わって

きたので、阪南スカイタウン分譲住宅への訪問を通

して多く学ぶことができました。講義からは企画か

ら土地活用や建築技術などまで幅広い内容を学びと

ることができました。モデルハウス、来客用の居心

地のよい椅子が備わったマーケティングの事務所を

訪問した際、マーケティング戦略について聞かせて

大和ハウス工業 

頂きましたが、私の会社と共通点が多く面白いと思い

ました。さらに、早く効率よく一軒家をコンセプトか

ら設計するソフト PITT によるデモンストレーション

も印象に残りました。このソフトを使って自分のデザ

インを３D 画像にする機会があり、とても楽しかった

です。ここで学んだことを事務所の仲間と共有するこ

とができた他、将来の働き方のヒントにすることがで

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社での講義や建物の現地調査のほか、工事現場の見

学もありましたが私にとっては一番の山場でした。工

事現場を３ヵ所見学した際使用技術や管理方法につい

て説明があり、これらの見学を通して日本の工事がど

れほど早くてスムーズであるか知ることができまし

た。煉瓦を使わない点において母国での工事と異なっ

ており、アパートなどの室内スペースを最大限にする

ために煉瓦の壁ではなく石膏ボードを使うことによっ

て時間とスペースを節約していました。転圧コンクリ

ートではなく鉄筋や柱を使うという手法も母国と違い

ます。防火、断熱、防音の工夫も日本式建築の特徴と

して印象深いものでした。 

 

奈良県の総合技術研究所訪問も研修の重要な項目で、

研修生だけで遠出する機会でもありました。数日間ホ

テルを朝８時に出発し、JR 線で奈良へ行って古都の

風景を満喫することができました。総合技術研究所で

は講義やデモンストレーションで大和ハウス工業の工

夫について学びました。研究所では大和ハウス工業が

振動制御装置、免震アイソレータや省エネなどの技術
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私が安藤プログラムに参加するチャンスに恵まれる

なんて思ってもいませんでした。日本へ渡航する飛

行機の中では外国を訪れることに対する期待や不安

で頭がいっぱいでした。家族で以前来日した人がい

たので（兄が東京で博士号を取りました）、日本は

安全で清潔だが、言語の問題が起こり得るところだ

と聞いていました。何より不安に思ったのは具体的

なイメージが湧かない研修内容でした。 

 

ときめきと困惑を胸に関西国際空港に到着した９月

１６日には、末永さんと吉野さん、そして仲間の研

修生との出会いが待っていました。到着した当日は

新しい仲間たちと話が弾み、安心できました。翌日

からさっそく研修、スタディーツアー、討論、シン

ポジウム、企業訪問、そして別れが始まりました。

盛りだくさんのスケジュールのおかげで疲れは吹っ

飛び、充実した時間を満喫することができました。

日本人は時間を厳守することを重視し、時間の管理

に長けていることは以前から聞いていましたが、今

回プログラムに参加してそれが誇張表現でないこと

を実感しました。一番印象に残ったのは期日までに

きっちりと作業をこなす姿や、仕事に対するありが

たみを物語る笑顔でした。日本人の勤勉さ、思いや

りや礼儀正しさに感銘を受けたので、私もできるだ

け同じ姿勢で仕事をしたいと思いました。 

 

スケジュールからどんなプログラムが組まれている

のか一目瞭然でしたが、研修内容についてはみんな

異なる受入企業に分散しており、大阪府国際交流財

団の方に訊いても分かりませんでした。私と中国か

らの研修生リュウ スドンさんは大和ハウス工業に

振り分けられ、大和ハウス工業の皆さまのご尽力の

おかげで有意義な研修期間を過ごすことができまし

た。当初はデザイン部門のプロジェクトをお手伝い

するのだと思っていましたので、プログラムの内容

が講義だと知り驚きました。講義はビジネスや技術

面を含む、大和ハウス工業の事業の全体像が把握で

きるように設けてありました。現在大学院生であり

 
企業研修：大和ハウス工業 
 シャクヤ スマン   ネパール 

 

デザイン・建設会社で勤務する建築家として、これ

らの講義は私の研究・業務に直接かかわる内容であ

りとても有意義でした。さらに、研修は講義のみな

らず、スタディーツアーや訪問調査など豊富な内容

で 日本の建築や歴史への理解を深める、安藤プログ

ラムらしい学習機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修で学びとったことには我々の職業の技術的なこ

とだけではなく、人生のヒントになるような真実も

ありました。到着してすぐに気がついたのは日本人

のマナーでした。研修を始めたときに「宜しくお願

いします」と「ありがとうございます」という言葉

を教わり、講義の開始前と終了後に４５度お辞儀を

して感謝の気持ちを表すことを学びました。本社は

本町のホテルから地下鉄で２駅離れた西梅田にあ

り、地下鉄を利用するたびに、生活のペースが早い

日本社会と電車に乗ろうと急ぐ人々が目につきまし

た。業界で有力な企業であるのにも関わらず、大和

ハウス工業は人情溢れる目標「共に創る、共に生き

る」を掲げています。社会における役割をしっかり

見つめた上で社会に本当に必要なものを供給する、

という新興企業のお手本になるような姿勢だといえ

るでしょう。 もしかするとこのことがどんな企業に

とっても成功の秘訣なのかもしれません。講義は会

社概要、歴史、海外事業、デザインの方針、建設技

術など多岐に渡っていながらどれも専門性が高いも

ので、会社の様々な面が紹介されていました。しか

もこれらの講義は会社のことを発信するだけにとど

本社の講義を聞いて 

 
 

 

まらず、賃貸の今況など日本全国でのトレンドも取

り上げていました。会場はほとんど本社の２２階で

したが、内容が理解しやすいように工事現場でも講

義がなされました。特に奈良県の総合技術研究所で

大和ハウス工業の研究や新しい試みについて学んだ

ことは研修の一つの山場でした。 

 

建築家として、建物のデザインや建設に関する講義

には特に興味を持てました。大和ハウス工業の主要

な事業に一軒家の建設がありますが、実はちょうど

私が母国で行っている業務そのままです。そのた

め、これらの講義ではいつも講師を質問攻めにして

しまいましたが、笑顔で対応して下さいました。建

築の工業化という社会のニーズに応えて、鉄パイプ

とボルトで組み立てた「パイプハウス」という創業

商品を提供したのは大和ハウス工業でした。大和ハ

ウス工業の一軒家はほとんど工場で製作した壁や屋

根のパネルが事前に組み立てられているので、すべ

てのお客様に同じ高品質の商品が、早く提供できる

のです。デザイン面では、日本の生活様式や建築を

考慮し、スペースをコンパクトに有効活用する知恵

や畳部屋を取り入れています。アパートのデザイン

についても同様です。私は建設に注目した質問、 リ

ュウさんはスペースの活用についての質問をしたの

で、お互いの視点から学ぶことが多く、チームとし

て効率がよかったと思います。 

  

他に興味を引いた講義には、商業施設、アパート、

分譲住宅のデザインに関したものが挙げられます。

私はネパールの大手建築会社 CE に所属しております

が、有名なプロジェクトをいくつも手掛けた会社で

す。私は主に一軒家や住宅プロジェクトに携わって

きたので、阪南スカイタウン分譲住宅への訪問を通

して多く学ぶことができました。講義からは企画か

ら土地活用や建築技術などまで幅広い内容を学びと

ることができました。モデルハウス、来客用の居心

地のよい椅子が備わったマーケティングの事務所を

訪問した際、マーケティング戦略について聞かせて

大和ハウス工業 

頂きましたが、私の会社と共通点が多く面白いと思い

ました。さらに、早く効率よく一軒家をコンセプトか

ら設計するソフト PITT によるデモンストレーション

も印象に残りました。このソフトを使って自分のデザ

インを３D 画像にする機会があり、とても楽しかった

です。ここで学んだことを事務所の仲間と共有するこ

とができた他、将来の働き方のヒントにすることがで

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社での講義や建物の現地調査のほか、工事現場の見

学もありましたが私にとっては一番の山場でした。工

事現場を３ヵ所見学した際使用技術や管理方法につい

て説明があり、これらの見学を通して日本の工事がど

れほど早くてスムーズであるか知ることができまし

た。煉瓦を使わない点において母国での工事と異なっ

ており、アパートなどの室内スペースを最大限にする

ために煉瓦の壁ではなく石膏ボードを使うことによっ

て時間とスペースを節約していました。転圧コンクリ

ートではなく鉄筋や柱を使うという手法も母国と違い

ます。防火、断熱、防音の工夫も日本式建築の特徴と

して印象深いものでした。 

 

奈良県の総合技術研究所訪問も研修の重要な項目で、

研修生だけで遠出する機会でもありました。数日間ホ

テルを朝８時に出発し、JR 線で奈良へ行って古都の

風景を満喫することができました。総合技術研究所で

は講義やデモンストレーションで大和ハウス工業の工

夫について学びました。研究所では大和ハウス工業が

振動制御装置、免震アイソレータや省エネなどの技術
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を開発し設計に取り込んできたことも知りました。資

源が増加しないのに世界の人口はどんどん増加し続け

るので、エネルギーを節約する設計が重要になりま

す。ソーラーパネル、リチウムイオン電池、雨水の再

利用や地中採熱管を設計に使用してエネルギー節約の

工夫を発揮しています。本社でもリサイクルに取り組

んでいました。 

 

講義のほかに研究所内の実験所や D’ミュージアム、

石橋信夫記念館やテクノギャラリーなどの資料館も見

学させていただきました。これらの施設では大和ハウ

ス工業の研究がシミュレーションや実物大模型で展示

されており、耐震建築物、大和ハウス工業の製品に使

われる断熱・防音材を間近で見ることができます。創

業者のビジョンや大和ハウス工業の歴史も、年表

や、さらにはかつて使用していたコンピュータ支援

設計（CAD）などにより展示されています。アグリ

キューブ（Agri-Cube）も大和ハウス工業が開発し

た興味深い技術で、都市部の周辺での農地不足問題

を解決するために室内で野菜の栽培ができる植物工場

です。この技術について学ぶことができ、自分でコリ

アンダーの種を蒔いてみて充実感を味わいました。こ

の研修の中で関わってきた都会特有の問題のうち特に

重大なものだったと思います。 

 

上述したように、大和ハウス工業は単に利益が上がる

ことに満足する住宅もしくは建築会社とは違うように

思います。それは社会における自らの役割のビジョン

を持つ企業として現代社会で抜きんでた存在であるた

めだと思います。プレハブ建築や耐震性に優れた建物

を通して、社会に安全な居場所をたくさん提供してき

ました。また、家屋そのものの安全のみならず、ロボ

ットスーツ HAL やセラピー用アザラシ型ロボットパロ

などを通して人々の暮らしを豊かにする事業もあり、

東日本大震災の際にたくさんの人を助けることができ

ました。さらに、エネルギーの節約や自然の保護など

に力を入れている姿勢も称賛に値します。 

企業理念の紹介以外に、研修期間中はスタディーツア

「パイプハウス」の実物大模型（上） 

阪南スカイタウン分譲住宅の 

モデルハウス (下) 

大和ハウス工業 

ーに参加し、安藤氏による建築物兵庫県立美術館と

梅田のチャスカ茶屋町も訪問しました。総合技術研

究所を訪問した際に薬師寺や東大寺など史跡も見学

し、日本の輝かしい歴史と文化についても学ぶこと

ができました。 

 

このように、大和ハウス工業での研修は想像してい

た内容をはるかに超えたものでした。短い研修期間

中に大和ハウス工業のプロの方と接し、仕事の進め

方を学びとることができました。この研修で得たこ

との中で、柔軟に考え、社会のニーズをしっかり捉

える必要性が一番大切な発見だったと思います。短

期間ではありましたが、大和ハウス工業のような大

手企業の事業や経営方針を理解することができ、私

自身の会社と事業の内容が類似しているので、この

研修を通して得た知識は私にとって将来にむけて目

指すべきプロの姿を浮かび上がらせたと自負してい

ます。 

 

 
 

ディスカッション 

ブイ クウォック タン  ベトナム 

世界各国の各種リーダーやプロが現在直面している

課題に、都市化や人口増から生まれる人々の住居に

対する需要に対応しつつ、地球環境の持続可能性に

配慮した都市再生・街並み保存を行うことが挙げら

れます。 

 

しかし、都市再生・街並み保存は概念として幅が広

いです。典型的な定義としては都市内の劣化した地

域を、解体・改築作業を経て再開発する、というこ

とでしょう。都市の再生は民間から資金が調達され

ることもありますが、政府が後援者になる例が多い

と思います。このような土地再開発プログラムは都

心の高密度地区のスラム街を取り壊し、再開発して

再建するものです。ただ、スラム街をブルドーザー

で取り壊したら、富裕層が使用するオフィス街やマ

ンションが建つことが多い、という指摘もありま

す。また、老朽化した建物を改修あるいは建てなお

して新たな住宅、公的施設、公園、道路、産業施設

などを建設する事業は多くの場合総合的な企画の一

環であります。そうとはいえ、都市再開発・街並み

保存の他の定義も存在しますが、それは2012年度大

阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業に参加した

研修生のレポートに反映されています。 

題材の規模が大きいものでは、ブイ・クオック・タ

ン（ベトナム）のレポート「 環境都市ホイア

ン」、ヒルダ・ムルティ・アルタリナ（インドネシ

ア）の「スラバヤの都市集落：ケーススタディ」、

少し規模が小さいものではシャクヤ・スマン（ネパ

ール）の「伝統的なネワールの街における都市再

生」があります。これらの都市の共通項は、古代か

らの都市であること、国家の歴史における重要性、

そして文化や考古学的な遺産の宝庫であることで

す。 

 

 

 

「伝統的なネワ―ルの街における都市再生」での都

市再生・街並み保存の主眼は以下の点に置かれてい

ます： 

 

•伝統ある歴史的遺物の保存 

• 用途地域の設定 

• 土着の建材の使用及び地元職人・労働者の雇   

 用の推進 

 

「 環境都市ホイアン」での都市再生・街並み保存

は、ホイアンを「ベトナムの生きた実験室」にする

ことで、持続可能な開発を実践しやすくし、歴史的

価値を大切にしつつ観光地としての可能性を伸ばす

総合的な提案ですが、以下の作業が必要になりま

す： 

 

• 都市空間の開発と都市の建築的な方針を結び 

 つけるのに適した用途地域を選定 

• インフラ技術の構築とさらなる発展 

• 社会的インフラの構築 

• 住民の文化的アイデンティティーの保持と社 

 会的発展の推進 

• グリーンなシステム構築 

• 生物多様性の保護と資源の的確な利用 

• 持続可能な方向で都市の経済セクターを開発 

• 環境の不利な条件を抑えたり、あえて利用し 

 たり、的確に調整 

 

提案した支援以外にも： 

 

• 意識を高めるために人々に伝え、教育する 

• 企画を発案・調整し、関連したプログラムや 

 事業を推進する 

• 資金を出し合う 

• 組織管理、実践に向けての人材・配属の管理 
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を開発し設計に取り込んできたことも知りました。資

源が増加しないのに世界の人口はどんどん増加し続け

るので、エネルギーを節約する設計が重要になりま

す。ソーラーパネル、リチウムイオン電池、雨水の再

利用や地中採熱管を設計に使用してエネルギー節約の

工夫を発揮しています。本社でもリサイクルに取り組

んでいました。 

 

講義のほかに研究所内の実験所や D’ミュージアム、

石橋信夫記念館やテクノギャラリーなどの資料館も見

学させていただきました。これらの施設では大和ハウ

ス工業の研究がシミュレーションや実物大模型で展示

されており、耐震建築物、大和ハウス工業の製品に使

われる断熱・防音材を間近で見ることができます。創

業者のビジョンや大和ハウス工業の歴史も、年表

や、さらにはかつて使用していたコンピュータ支援

設計（CAD）などにより展示されています。アグリ

キューブ（Agri-Cube）も大和ハウス工業が開発し

た興味深い技術で、都市部の周辺での農地不足問題

を解決するために室内で野菜の栽培ができる植物工場

です。この技術について学ぶことができ、自分でコリ

アンダーの種を蒔いてみて充実感を味わいました。こ

の研修の中で関わってきた都会特有の問題のうち特に

重大なものだったと思います。 

 

上述したように、大和ハウス工業は単に利益が上がる

ことに満足する住宅もしくは建築会社とは違うように

思います。それは社会における自らの役割のビジョン

を持つ企業として現代社会で抜きんでた存在であるた

めだと思います。プレハブ建築や耐震性に優れた建物

を通して、社会に安全な居場所をたくさん提供してき

ました。また、家屋そのものの安全のみならず、ロボ

ットスーツ HAL やセラピー用アザラシ型ロボットパロ

などを通して人々の暮らしを豊かにする事業もあり、

東日本大震災の際にたくさんの人を助けることができ

ました。さらに、エネルギーの節約や自然の保護など

に力を入れている姿勢も称賛に値します。 

企業理念の紹介以外に、研修期間中はスタディーツア

「パイプハウス」の実物大模型（上） 

阪南スカイタウン分譲住宅の 

モデルハウス (下) 

大和ハウス工業 

ーに参加し、安藤氏による建築物兵庫県立美術館と

梅田のチャスカ茶屋町も訪問しました。総合技術研

究所を訪問した際に薬師寺や東大寺など史跡も見学

し、日本の輝かしい歴史と文化についても学ぶこと

ができました。 

 

このように、大和ハウス工業での研修は想像してい

た内容をはるかに超えたものでした。短い研修期間

中に大和ハウス工業のプロの方と接し、仕事の進め

方を学びとることができました。この研修で得たこ

との中で、柔軟に考え、社会のニーズをしっかり捉

える必要性が一番大切な発見だったと思います。短

期間ではありましたが、大和ハウス工業のような大

手企業の事業や経営方針を理解することができ、私

自身の会社と事業の内容が類似しているので、この

研修を通して得た知識は私にとって将来にむけて目

指すべきプロの姿を浮かび上がらせたと自負してい

ます。 

 

 
 

ディスカッション 

ブイ クウォック タン  ベトナム 

世界各国の各種リーダーやプロが現在直面している

課題に、都市化や人口増から生まれる人々の住居に

対する需要に対応しつつ、地球環境の持続可能性に

配慮した都市再生・街並み保存を行うことが挙げら

れます。 

 

しかし、都市再生・街並み保存は概念として幅が広

いです。典型的な定義としては都市内の劣化した地

域を、解体・改築作業を経て再開発する、というこ

とでしょう。都市の再生は民間から資金が調達され

ることもありますが、政府が後援者になる例が多い

と思います。このような土地再開発プログラムは都

心の高密度地区のスラム街を取り壊し、再開発して

再建するものです。ただ、スラム街をブルドーザー

で取り壊したら、富裕層が使用するオフィス街やマ

ンションが建つことが多い、という指摘もありま

す。また、老朽化した建物を改修あるいは建てなお

して新たな住宅、公的施設、公園、道路、産業施設

などを建設する事業は多くの場合総合的な企画の一

環であります。そうとはいえ、都市再開発・街並み

保存の他の定義も存在しますが、それは2012年度大

阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業に参加した

研修生のレポートに反映されています。 

題材の規模が大きいものでは、ブイ・クオック・タ

ン（ベトナム）のレポート「 環境都市ホイア

ン」、ヒルダ・ムルティ・アルタリナ（インドネシ

ア）の「スラバヤの都市集落：ケーススタディ」、

少し規模が小さいものではシャクヤ・スマン（ネパ

ール）の「伝統的なネワールの街における都市再

生」があります。これらの都市の共通項は、古代か

らの都市であること、国家の歴史における重要性、

そして文化や考古学的な遺産の宝庫であることで

す。 

 

 

 

「伝統的なネワ―ルの街における都市再生」での都

市再生・街並み保存の主眼は以下の点に置かれてい

ます： 

 

•伝統ある歴史的遺物の保存 

• 用途地域の設定 

• 土着の建材の使用及び地元職人・労働者の雇   

 用の推進 

 

「 環境都市ホイアン」での都市再生・街並み保存

は、ホイアンを「ベトナムの生きた実験室」にする

ことで、持続可能な開発を実践しやすくし、歴史的

価値を大切にしつつ観光地としての可能性を伸ばす

総合的な提案ですが、以下の作業が必要になりま

す： 

 

• 都市空間の開発と都市の建築的な方針を結び 

 つけるのに適した用途地域を選定 

• インフラ技術の構築とさらなる発展 

• 社会的インフラの構築 

• 住民の文化的アイデンティティーの保持と社 

 会的発展の推進 

• グリーンなシステム構築 

• 生物多様性の保護と資源の的確な利用 

• 持続可能な方向で都市の経済セクターを開発 

• 環境の不利な条件を抑えたり、あえて利用し 

 たり、的確に調整 

 

提案した支援以外にも： 

 

• 意識を高めるために人々に伝え、教育する 

• 企画を発案・調整し、関連したプログラムや 

 事業を推進する 

• 資金を出し合う 

• 組織管理、実践に向けての人材・配属の管理 
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ディスカッション 

また、「スラバヤの都市集落：ケーススタディ」の

場合は以下のような活動も加わります： 

• 緑地を最大限設ける 

• ゴミの管理・浄水処理 

• 3R（減らす、再利用、リサイクル）を徹底する  

• 都市集落の特産品・魅力を最大限アピールする 

• 地域の住民に関わりを持ってもらう 

 

この過程の中で特に大切な事業に、都市の遺産の保

存と経済成長の一番重要な指標である雇用という地

元住民にとっての恩恵をもたらすことが挙げられま

す。特に建設業は雇用創出の面において優れていま

す。そうとはいえ、ヨーロッパ、北米や中近東での

調査によると新規建設より現存建築物の改修の方が

雇用創出につながるそうです。 

 

スケールは小さくなりますが、ハリーシュ・ハリダ

サン（インド）のレポート「アフマダーバードとア

ランディの場合」、カバタック・ラクェル・アンジ

ェリーク・モレナ（フィリピン）の「フィリピンに

おける土着建築の概観」とコ―キアット・キティソ

ポンポン（タイ）のレポートもありました。これら

のレポートでは土地再開発の一環として都市部の高

密度地区を再生・改善したり、スラム街を取り壊

し、再開発して再建したりするプログラムについて

考察しています。ただ、スラム街をブルドーザーで

取り壊したら、富裕層が使用するオフィス街やマン

ションが建つことが多く、都市部の老朽化した建物

を改修したり取り壊したりしたら新しい住居、公共

施設、公園、道路、産業施設などに生まれ変わり、

その際に旧スラム街の住民のニーズより観光の推進

が優先されがちである、という指摘もあります。 

 

これら「都市再生・街並み保存」の例において、歴

史的・文化的価値の所在を明らかにすることが必要

です。それが明らかになれば、合理的かつ効果的な

保存方法のとるべき方針が見えてくるのですが、そ

の価値の本質及び保存作業のどこから手をつけるべ

きか、などの疑問も出てきます。 

都市の本来の姿が保存されることの経済的価値は小

規模商人にとって起業しやすい環境作り、雇用機会

の拡大、文化的遺産に基づいた観光など、想像に難

くありません。同地域内で急速に発展を遂げる他の

都市を見習うべきです。特にシンガポール、香港や

上海は世界経済システムに完全に組み込まれて現在

栄えているアジアの都市として筆頭に挙げられま

す。しかし、これらの都市では手遅れになる前に歴

史的な遺産をもっと保存できなかったことを後悔す

る声もあります。同様の過ちを起こさないために、

決定権のある者には文化・社会・景観・環境・教育

的な価値を配慮して遺産の保存を最優先して欲しい

ものです。 

 

個別の建物を扱うスケールでのレポートにはリュ

ウ・スドン（中国）の「自然から学ぶ」とラスナヤ

カ・ムディヤンセラーゲ・シャナカ・ダナンジャー

ヤ（スリランカ）の「スリランカの持続可能な繊維

工場」がありました。これらのケーススタディは一

棟一棟の建物の再生可能性をよく示す具体例です。

持続可能な場所の選定、適したデザイン空間の選

択、有利な気候環境、デザインにおける色と素材の

ハーモニーをはじめ、クリーンで再生可能なエネル

ギー源の使用は詳細を具体的に計算すると、「都市

再生・街並み保存」が正しくなされば、個別の建物

だけでなく都会の地域及び都市全体に持続可能な 開

発をもたらすことが分かっています。これらのケー

ススタディでは好条件が整っていて、現実の状況が

理想的であるが、都市全体という大規模な再開発事

業においてどこまでこれらの解決策が使用できるか

疑問も残ります。例えば以下のような問題がありま

す： 

 

•再生可能、或いはクリーンなエネルギー源を利用 

 した総合的なシステムを導入するコスト 

•他の発展途上国や国土が狭く地価が高い国への 

 モデルの応用可能性 

•エネルギー節約への取り組み  

 持続可能性はしばしば最先端の技術や処理装置 

 が欠けた現場の事情や環境に制限されます。  

•そのような建物を建設する際、自然災害も考慮 

 して設計すべきです。 

 
 

   

ディスカッション 

 
  

遺産保存の運動家にとっては歴史的遺物そのものの保

存を通じて歴史を保護することは十分意義があります

が、そのような背景のないものでも保存運動を支持す

べき理由がたくさんあります。歴史的遺産の保存とは

単に古い建物や歴史的に重要な史跡を保存・復元する

だけのことではありません。保存することによって生

じる経済面・文化面・環境面・教育面での利点があ

り、これらは互いに関係が深く、その地域の個性にも

強く結び付いています。  

 

例を挙げますと： 

保存・再生の経済的メリット 

史跡観光は特に大きな利点です。歴史的・建築的価値

が高い史跡やその地で起こった史上の出来事に興味を

持つ人は多いです。このように史跡に焦点を当てて旅

をする史跡観光客は毎年何十億ものドルを使い、各種

観光客の中で最も急速に増えています。史跡観光客は

旅先に何億ドルもの税収をはじめ、何十億もの接客業

や旅行業の収入をもたらします。 

史跡観光業はさらに全国数百都市の都市再生・活性化

にも影響を及ぼしています。史跡の保存は人々にとっ

て活気があり、栄えていて面白い住環境・職場を造

り、人々や企業と地域との絆を維持する原動力になり

ます。 

 

文化的メリット 

史跡保存は地域を美しく、生き生きと住みやすい

状態に保ち、地域に住民の声を反映させる環境を

作ることに一役買います。人と過去とのつなが

り、そして人と人の間の絆をも育みます。歴史か

ら学ぶことは多く、地域や地域にある史跡の歴史

を知ることは各個人の帰属意識とふるさとを誇り

に思う心を強めます。古い建物や歴史的空間はし

ばしば歴史を人間味にあふれたものにし、デザイ

ンや構造からはそれらの建築物を生んだ文化及び

地域・国家の源である伝統や出来事を垣間見るこ

とができます。 

 

環境的メリット 

建物を解体して新たに建てなおすより、既存の建

物を改修したり既存のインフラを維持し改良した

りする方が環境によいことがしばしばあります。

それは既存の建物がエネルギー、時間と資源を投

入したものであり、安易に取り壊すとそれらの投

資が無駄になるからです。さらに、歴史的な街並

みを保存することによって、交通量の増加、エネ

ルギー消費量の増加、環境の劣化など郊外の乱開

発 に伴う環境への悪影響を抑えることもできま

す。町や都市の歴史ある中心地を保護し、新たな

投資を促せば、成長の副作用を大幅に緩和できま

す。 

世界各地の都市における開発と近代化が同時に歴

史的遺産の喪失にもつながってきたことにも留意

するべきです。歴史的遺産の破壊は当事者である

都市や国家の損であるだけでなく、全人類にとっ

て後悔の種になりかねません。 

このため、クリーンな再生可能なエネルギーに代

表される、科学と技術の進歩の賜物を駆使した持

続可能な都市再生と街並み保存は史跡としての建

築的な価値をはじめとした様々な価値を保存しな

がら、単なる野外博物館に終わらない、地元住民

の生活をよりよくする原動力にもなるのです。  
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ディスカッション 

また、「スラバヤの都市集落：ケーススタディ」の

場合は以下のような活動も加わります： 

• 緑地を最大限設ける 

• ゴミの管理・浄水処理 

• 3R（減らす、再利用、リサイクル）を徹底する  

• 都市集落の特産品・魅力を最大限アピールする 

• 地域の住民に関わりを持ってもらう 

 

この過程の中で特に大切な事業に、都市の遺産の保

存と経済成長の一番重要な指標である雇用という地

元住民にとっての恩恵をもたらすことが挙げられま

す。特に建設業は雇用創出の面において優れていま

す。そうとはいえ、ヨーロッパ、北米や中近東での

調査によると新規建設より現存建築物の改修の方が

雇用創出につながるそうです。 

 

スケールは小さくなりますが、ハリーシュ・ハリダ

サン（インド）のレポート「アフマダーバードとア

ランディの場合」、カバタック・ラクェル・アンジ

ェリーク・モレナ（フィリピン）の「フィリピンに

おける土着建築の概観」とコ―キアット・キティソ

ポンポン（タイ）のレポートもありました。これら

のレポートでは土地再開発の一環として都市部の高

密度地区を再生・改善したり、スラム街を取り壊

し、再開発して再建したりするプログラムについて

考察しています。ただ、スラム街をブルドーザーで

取り壊したら、富裕層が使用するオフィス街やマン

ションが建つことが多く、都市部の老朽化した建物

を改修したり取り壊したりしたら新しい住居、公共

施設、公園、道路、産業施設などに生まれ変わり、

その際に旧スラム街の住民のニーズより観光の推進

が優先されがちである、という指摘もあります。 

 

これら「都市再生・街並み保存」の例において、歴

史的・文化的価値の所在を明らかにすることが必要

です。それが明らかになれば、合理的かつ効果的な

保存方法のとるべき方針が見えてくるのですが、そ

の価値の本質及び保存作業のどこから手をつけるべ

きか、などの疑問も出てきます。 

都市の本来の姿が保存されることの経済的価値は小

規模商人にとって起業しやすい環境作り、雇用機会

の拡大、文化的遺産に基づいた観光など、想像に難

くありません。同地域内で急速に発展を遂げる他の

都市を見習うべきです。特にシンガポール、香港や

上海は世界経済システムに完全に組み込まれて現在

栄えているアジアの都市として筆頭に挙げられま

す。しかし、これらの都市では手遅れになる前に歴

史的な遺産をもっと保存できなかったことを後悔す

る声もあります。同様の過ちを起こさないために、

決定権のある者には文化・社会・景観・環境・教育

的な価値を配慮して遺産の保存を最優先して欲しい

ものです。 

 

個別の建物を扱うスケールでのレポートにはリュ

ウ・スドン（中国）の「自然から学ぶ」とラスナヤ

カ・ムディヤンセラーゲ・シャナカ・ダナンジャー

ヤ（スリランカ）の「スリランカの持続可能な繊維

工場」がありました。これらのケーススタディは一

棟一棟の建物の再生可能性をよく示す具体例です。

持続可能な場所の選定、適したデザイン空間の選

択、有利な気候環境、デザインにおける色と素材の

ハーモニーをはじめ、クリーンで再生可能なエネル

ギー源の使用は詳細を具体的に計算すると、「都市

再生・街並み保存」が正しくなされば、個別の建物

だけでなく都会の地域及び都市全体に持続可能な 開
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ディスカッション 

 
  

遺産保存の運動家にとっては歴史的遺物そのものの保
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少し曇り気味だが寒くもない、天候に恵まれた日で

した。我々は本拠地であるシティルートホテルから

朝 8 時半発のバスに乗り、アジア青年建築交流会議

の会場である神戸芸術工科大学へ向かい、9 時半に

到着しました。会議は神戸芸術工科大学の学生と合

同で行われました。 

 

神戸芸術工科大学での一日は金野先生と川北教授引

率のキャンパスツアーが始まった 10 時に開始しま

した。キャンパスを歩いていると日本の芸術工科大

学がどんな感じなのか垣間見ることができました。

勉学には快適で豊かな想像力をかき立てる環境だと

思いました。学生や教員の作品を拝見しましたが、

プロジェクトに取り組んだ一人一人の姿勢が大変興

味深かったです。中にはつらい少年時代の記憶がデ

ザインの原動力となった 4 回生の作品もありまし

た。環境・建築デザイン学科を歩いていると、各ゼ

ミの学生たちの作品を見ることができ、改めて創造

的な研究環境であることを実感しました。神戸芸術

工科大学では色々と学科が多く、まんが表現学科さ

えあるため、今日本に来ていることを改めて実感さ

せられました。次は 11 時頃に歓迎会があり、ある

程度改まっていたのに心休まるくらいフレンドリー

な雰囲気でした。バラエティー豊かな料理を食べな

がら学生や教員と会話を楽しみ、そして、食後の自

己紹介でさらに親睦が深まりました。安藤プログラ

ムの研修生と神戸芸術工科大学の学生からなるグル

ープに分かれて、学舎の 7 階から落とされる卵を与

えられた材料でいかに守るか、という課題に取り組

みました。とても楽しいアイスブレイクとなりまし

た。 

 

別の学舎へ移動して、13時半から発表の部を始めま

した。最初に神戸芸術工科大学の山田圭誠さんの

「なぜ伊東豊雄氏は批判された『みんなの家』を提

案したのか？」という発表で幕があがりました。伊

東氏が関東大震災に影響を受けて設計した「みんな

の家」の意図についてで、私達がこれから仕事をす

る上で持つべき心得のヒントが得られる発表でし

た。次に発表したのはインド出身のハリーシュ・ハ

リダサンで、題は「再生と防災：災害管理における

インドの試み」でした。この発表を受けて、安藤プ

ログラムの研修生はそれぞれ自国における防災や復

興の取り組みについて紹介することになっていたの

で、ハリーシュはインドで災害が起きた時の対処法

の概要を話してくれました。私にとって一番印象深

かったのは、地元住民が被災地復興の担い手であ

る、という事実でした。他にフィリピン出身のラク

ェル・アンジェリーク・カバタックが「打たれ強い

フィリピン・コミュニティへ」で、フィリピンにお

ける自然災害の大半が台風によることを説明しまし

た。特に被害が大きかったのはマニラ首都圏で 3 日

間も大水害を引き起こした台風 11 号だそうです。

この事例で特に有用な情報として、一番役に立った

ツールがテレビではなくラジオ及びソーシャルメデ

ィアだった事実が挙げられます。第 1 セッションを

締めくくったのはスリランカ出身のシャナカ・ダナ

 川北教授による作品の説明（上） 

     

     学生の作品（下） 

 2012 アジア青年建築交流会議 
 コ―キアット キティソポンポン  タイ 
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ンジャーヤで、最後に「一番尊いものは生命なの

で、建築家としていかに死亡者数を抑えられるの

か？」と問いかけました。そして第 1 セッションの

発表内容を踏まえた討論時間と休憩が入りました。 

 

会議の第 2 セッションは中国出身の神戸芸術工科大

学生 王揚さんの発表で始まりました。「新日鐵住

金釜石製鐵所を再設計する」という発表で、昨年関

東大震災に襲われた地域であるため特に興味深いも

のでした。地元住民はもう製鐵所の近隣を住宅街と

して使用していないけれど、彼はこの製鐵所の跡地

を海岸通り、街中の自然公園、或いは混合地域とし

て活気を取り戻すことを提案しました。次に発表し

たのはインド出身の神戸芸術工科大学生トウンヌ

ン・カプリヤンラムさんで、テーマは「3．11 のリ

ハビリ（南三陸）～観光の復興に向けて安全で美し

い街を」という都市と周辺地域の持続可能な都市開

発の案でした。そしてその日の発表を締めくくった

のはインドネシア出身のヒルダ・ムルティ・アルタ

リナでした。「津波災害以後のナングロ・アチェ・

ダルサラーム州における復興」と題した発表で、再

建過程の中で使用された仮設住宅の模型を見せてく

れました。その後手短に討論して第 2 セッションを

16 時 15 分ごろに終えました。 

 

その後全員 16 時半にバスで淡路島へ出発しまし

た。道中ではバスの狭い空間やおやつのおかげか、

さらに打ち解けた雰囲気になりました。長い明石大

橋を渡って島に着いたら、隈研吾さんによる淡路サ

ービスエリアでしばらく休憩しながら、好天気と景

色を楽しみました。そうしてウェスティンホテル

淡路に到着して客室にチェックインしたら、5 人

用の畳部屋で、布団が敷いてありました。部屋に

荷物を置いて夕食と夜間セッションに参加しまし

た。夜間セッションでは面白いゲームのおかげで 

参加者が皆本音で語ることができ、セッション終

了時にはとても仲良くなっていました。中には夜

間セッションが終わったあとも親睦を深める者も

あり、記憶に残る一日目の夜を過ごしました。  

 

朝起きて朝食を食べに行った参加者はよく眠れた

様子でした。シンポジウムの 2 日目には 1 日目都

合がつかなかったニチケ教授が加わりました。第

3 セッションの発表者はロシア出身の神戸芸術工

科大学生 キャルンジガ・エレナさん、安藤プログ

ラムの研修生ではベトナム出身のブイ・クォッ

ク・タンとネパール出身のスマン・シャクヤで、1

日目と同様後に討論と休憩が続きました。第 4 セ

ッションは神戸芸術工科大学の大道一輝さんが
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「祭りを通した持続可能な防災教育の可能性」とい

う興味深い題の発表で始めました。その中で津波な

どの自然災害に備える防災訓練を祭りにしてしまえ

ば、実際に被災した時に思い出しやすくなるのでは

ないか、と提案しました。同じく神戸芸術工科大学

所属のブルーナ・バユラモヴィッチさんが次に「災

害管理における地域の役割」と題した発表で地元住

民の協力の重要性を説きました。次に私がタイの

人々が 2004 年の津波や 2011 年の洪水などの自然災

害にいかにして対応してきたか話しました。第 4 セ

ッションの締めくくりとして中国出身のリュウ・ス

ドンが、従来の考え方では人間が自然に勝つことば

かりが重視されたが、「芸術」の力で考え方を改め

る必要があると述べました。そして討論時間を経て

全員で昼食をとりました。 

 

食後は安藤忠雄建築研究所の森山さんの紹介があり

ました。安藤氏による主要作品の二つ、淡路夢舞台

と真言宗本福寺水御堂を見せていただきました。淡

路夢舞台では関西国際空港建設の際に土を取ったた

めに禿げ山になっていたところを安藤氏が自然を復

活させた林を通りました。安藤氏が植林をなさった

おかげで生き生きとした緑を取り戻した佇まいは、

1994 年当時とは対照的でしょう。この大きなプロ

ジェクトの「百段苑」や「茶室」を見て回りまし

た。すると時間に限りがあったので、ペースを少し

早めて水御堂へ進みました。この寺院を見る人一人

一人が独自の印象を持つような独創的な建築物でし

た。私にとってはこれまで行ったことのある中で最

も見事で刺激的な空間でした。｢素朴こそ美学｣なん

て決まり文句ですが、まさにこの空間を言った言葉

だと感じました。寺院の中にいるといつもより自分

の声がよく聞こえていました。この空間を訪れたこ

とによってより一層充実した一日になりました。最

後に神戸芸術工科大学に戻ってお別れでした。バス

で大阪のシティルートホテルに帰り、日本滞在中に

参加した印象深い小旅行が終わりました。 

 

 

 

 
 

 

アジア青年建築交流会議 日程 

  

 １０月４日（木） 

10:00 神戸芸術工科大学到着 

10:00-11:00 キャンパス見学 

11:00-11:50 歓迎レセプション 

11:50-13:15 自己紹介、ワークショップ 

13:30-14:10 ＜セッション 1＞ 

KDU: 山田 圭誠 (日本) 

研修生：ハリーシュ ハリダサン（インド）、カバタック ラクェル (フィリピン)、 

シャナカ ダナンジャーヤ (スリランカ) 

14:10-14:50 Q&A ディスカッション 

14:50-15:30 ＜セッション ２＞ 

KDU:王 揚 (中国)、トウンヌン カプリヤンラム (インド) 

研修生:ヒルダ ムルティ アルタリナ （インドネシア） 

15:20-16:00 Q&A ディスカッション 

16:00 総評 

16:30 神戸芸術工科大学よりバス出発 

17:00 淡路サービスエリア見学 

17:30 ウェスティンホテル淡路到着 

18:00-19:30 夕食 (懇親会) 

19:30-21:30 ナイトセッション、ディスカッション 

 １０月５日（金） 

9:30 チェックアウト 

10:00-10:30 ＜セッション ３＞ 

KDU: キャルンジガ エレナ (ロシア) 

研修生:ブイ クウォック タン（ベトナム）、シャクヤ スマン（ネパール）  

10:30-11:10 Q&A ディスカッション 

11:10-11:50 ＜セッション ４＞ 

KDU: 大道 一輝 （日本）、ブルーナ バユラモヴィッチ（ボスニア・ヘルチェゴビナ） 

研修生：コ―キアット キティソポンポン (タイ)、柳 旭東（中国） 

11:50-12:30 Q&A ディスカッション 

12:30-13:00 総評 

13:00-14:00 昼食 

14:00 淡路夢舞台見学  

16:00 淡路夢舞台よりバス出発 

16:30 本福寺見学  

17:00 本福寺出発 

17:30 神戸芸術工科大学到着 

18:00 プログラム終了 
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プレゼンテーション スケジュ-ル 

   

 １０月４日（木）  

 ＜セッション １＞ 

発表者                           
山田 圭誠                    
ハリーシュ ハリダサン      
カバタック ラクェル       

シャナカ ダナンジャーヤ                               

 

プレゼンテーション 
なぜ伊東豊雄氏は批判された「みんなの家」を提案したのか？ 

再生と防災：災害管理におけるインドの試み 

打たれ強いフィリピン・コミュニティへ 

 スリランカにおける災害被害緩和対策 

 Q&A ディスカッション  
 ＜セッション 2＞ 

発表者                           
王 揚                                  
トウンヌン カプリヤンラム     
ヒルダ ムルティ アルタリナ                        

 

プレゼンテーション   
新日鐵住金釜石製鐵所を再設計する 
3.11 のリハビリ（南三陸）～観光の復興へ向けて安全で美しい街を 

津波災害以後のナングロ・アチェ ダルサラーム州における復興 

 １０月５日（金）  

 ＜セッション 3＞ 

発表者                            
キャルンジガ エレナ 

ブイ クウォック タン               
シャクヤ スマン        

 

プレゼンテーション  
災害と持続可能性：自然から学ぶこと       
復興と防災：各国の取り組み 

復興と防災：ネパールの場合 

 Q&A ディスカッション  

 ＜セッション 4＞ 

発表者                           
大道 一輝                                   
ブルーナ バユラモヴィッチ      

リュウ スドン                      
コ―キアット キティソポンポン                                                     

 

プレゼンテーション  
祭りを通した持続可能な防災教育の可能性 
災害管理における地域の役割 

芸術による人的環境災害救済 
復興と防災：タイの場合 

   

 

 

2012 年 10 月 6日、2012 年度安藤プログラムの研修

生 8名は、堺市にある大阪府立大学の中百舌鳥キャ

ンパスで 18 名の府立大学学生と合同で英語ワークシ

ョップに参加する機会に恵まれました。これは英語

で行われたワークショップで、テーマは

Our Campus”（キャンパスをデザインしよう！）で

した。具体的には安藤プログラムの研修生と府立大

学の学生がキャンパス内にある「府大池」を

観が良く快適な空間にするにはどうすれば良いか？

という課題に取り組むものです。府大池はキャンパ

ス内にある池で、この空間を皆でデザインしようと

いうものです。ワークショップでは 安藤プログラム

の研修生と府大生が一緒に考え、意見を出し合っ

て、府大池の存在感を増し学生にとってオアシスと

して機能できるような空間にする案を出すことに主

眼が置かれていました。       

 

 

  

 

心温まる歓迎 
安藤プログラムの研修生と府大生の出会いはわくわ

くするものでした。府大生たちは満面の笑みと研修

生の出身国の旗で迎えて下さいました。そうすると

参加者は 4 組に分かれ、各組に研修生が

り分けられました。A グループにはブイ・クオッ

ク・タンとヒルダ・ムルティ・アルタリナ、

ープにはハリーシュ・ハリダサンとシャナカ・ダナ

  

英語プロジェクト（大阪府立大学）
ヒルダ ムルティ アルタリナ
 

 

年度安藤プログラムの研修

名は、堺市にある大阪府立大学の中百舌鳥キャ

名の府立大学学生と合同で英語ワークシ
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ク・タンとヒルダ・ムルティ・アルタリナ、 B グル

ープにはハリーシュ・ハリダサンとシャナカ・ダナ

  

英語プロジェクト（大阪府立大学） 
アルタリナ   インドネシア 

ンジャーヤ、 C グループにはラクェル・カバタック

とスマン・シャクヤ、そして

アット・キティソポンポンとリュウ・スドンが配属

されました。 
 

  
 
 
寺迫正廣副学長・国際交流推進機構長は歓迎の挨拶

及び課題について簡単な説明をされました。次にグ

ループごとで参加者が自己紹介をしました。グルー

プのメンバーはそれぞれの個性をアピールできる資

料を使ったので、この自己紹介はとても楽しかった

です。その後も皆で一緒に昼食を食べながら親睦を

深めましたが、和気あいあいとお喋りをしながら打

ち解けて、いい雰囲気になりました。参加者皆

いに知り合い、新たな友達と絆をつくる願望が共通

しているようでした。 
 
グループワーク 
まずは府大池の調査を通して現況や問題点を明瞭に

理解することからグループワークを始めました。グ

ループで池の周りを歩きながら、色々と議論が盛り

上がりました。各グループに建築の学生以外にも

色々な専門領域の学生がいたので、意見や発想、問

題点を発見する視点などが多様で広い視野から考え

ることができました。後に現地調査のまとめと発見

した問題点を発表することになっていた教室に入っ

てからも議論は続きました。発表は問題提起の部と

解決策の提案の部という二つの部門に分かれていま

グループにはラクェル・カバタック

とスマン・シャクヤ、そして D グループにはコーキ

アット・キティソポンポンとリュウ・スドンが配属

 

寺迫正廣副学長・国際交流推進機構長は歓迎の挨拶

題について簡単な説明をされました。次にグ

ループごとで参加者が自己紹介をしました。グルー

プのメンバーはそれぞれの個性をアピールできる資

料を使ったので、この自己紹介はとても楽しかった

です。その後も皆で一緒に昼食を食べながら親睦を

深めましたが、和気あいあいとお喋りをしながら打

ち解けて、いい雰囲気になりました。参加者皆が互

、新たな友達と絆をつくる願望が共通

まずは府大池の調査を通して現況や問題点を明瞭に

理解することからグループワークを始めました。グ

ループで池の周りを歩きながら、色々と議論が盛り

上がりました。各グループに建築の学生以外にも

色々な専門領域の学生がいたので、意見や発想、問

題点を発見する視点などが多様で広い視野から考え

ることができました。後に現地調査のまとめと発見

した問題点を発表することになっていた教室に入っ

てからも議論は続きました。発表は問題提起の部と

う二つの部門に分かれていま

25 26

2012 大阪府海外短期建築芸術研修生招聘事業 



 
 

 

プレゼンテーション スケジュ-ル 

   

 １０月４日（木）  

 ＜セッション １＞ 

発表者                           
山田 圭誠                    
ハリーシュ ハリダサン      
カバタック ラクェル       

シャナカ ダナンジャーヤ                               

 

プレゼンテーション 
なぜ伊東豊雄氏は批判された「みんなの家」を提案したのか？ 

再生と防災：災害管理におけるインドの試み 

打たれ強いフィリピン・コミュニティへ 

 スリランカにおける災害被害緩和対策 

 Q&A ディスカッション  
 ＜セッション 2＞ 

発表者                           
王 揚                                  
トウンヌン カプリヤンラム     
ヒルダ ムルティ アルタリナ                        

 

プレゼンテーション   
新日鐵住金釜石製鐵所を再設計する 
3.11 のリハビリ（南三陸）～観光の復興へ向けて安全で美しい街を 

津波災害以後のナングロ・アチェ ダルサラーム州における復興 

 １０月５日（金）  

 ＜セッション 3＞ 

発表者                            
キャルンジガ エレナ 

ブイ クウォック タン               
シャクヤ スマン        

 

プレゼンテーション  
災害と持続可能性：自然から学ぶこと       
復興と防災：各国の取り組み 

復興と防災：ネパールの場合 

 Q&A ディスカッション  

 ＜セッション 4＞ 

発表者                           
大道 一輝                                   
ブルーナ バユラモヴィッチ      

リュウ スドン                      
コ―キアット キティソポンポン                                                     

 

プレゼンテーション  
祭りを通した持続可能な防災教育の可能性 
災害管理における地域の役割 

芸術による人的環境災害救済 
復興と防災：タイの場合 

   

 

 

2012 年 10 月 6日、2012 年度安藤プログラムの研修

生 8名は、堺市にある大阪府立大学の中百舌鳥キャ

ンパスで 18 名の府立大学学生と合同で英語ワークシ

ョップに参加する機会に恵まれました。これは英語

で行われたワークショップで、テーマは

Our Campus”（キャンパスをデザインしよう！）で

した。具体的には安藤プログラムの研修生と府立大

学の学生がキャンパス内にある「府大池」を

観が良く快適な空間にするにはどうすれば良いか？

という課題に取り組むものです。府大池はキャンパ

ス内にある池で、この空間を皆でデザインしようと

いうものです。ワークショップでは 安藤プログラム

の研修生と府大生が一緒に考え、意見を出し合っ

て、府大池の存在感を増し学生にとってオアシスと

して機能できるような空間にする案を出すことに主

眼が置かれていました。       

 

 

  

 

心温まる歓迎 
安藤プログラムの研修生と府大生の出会いはわくわ

くするものでした。府大生たちは満面の笑みと研修

生の出身国の旗で迎えて下さいました。そうすると

参加者は 4 組に分かれ、各組に研修生が

り分けられました。A グループにはブイ・クオッ

ク・タンとヒルダ・ムルティ・アルタリナ、

ープにはハリーシュ・ハリダサンとシャナカ・ダナ

  

英語プロジェクト（大阪府立大学）
ヒルダ ムルティ アルタリナ
 

 

年度安藤プログラムの研修

名は、堺市にある大阪府立大学の中百舌鳥キャ

名の府立大学学生と合同で英語ワークシ

ョップに参加する機会に恵まれました。これは英語

で行われたワークショップで、テーマは “Design 

キャンパスをデザインしよう！）で

した。具体的には安藤プログラムの研修生と府立大

学の学生がキャンパス内にある「府大池」をより景

観が良く快適な空間にするにはどうすれば良いか？

。府大池はキャンパ

、この空間を皆でデザインしようと

安藤プログラム

の研修生と府大生が一緒に考え、意見を出し合っ

て、府大池の存在感を増し学生にとってオアシスと

出すことに主

        

 

安藤プログラムの研修生と府大生の出会いはわくわ

くするものでした。府大生たちは満面の笑みと研修

生の出身国の旗で迎えて下さいました。そうすると

組に分かれ、各組に研修生が 2 人ずつ振

グループにはブイ・クオッ

ク・タンとヒルダ・ムルティ・アルタリナ、 B グル

ープにはハリーシュ・ハリダサンとシャナカ・ダナ

  

英語プロジェクト（大阪府立大学） 
アルタリナ   インドネシア 

ンジャーヤ、 C グループにはラクェル・カバタック

とスマン・シャクヤ、そして

アット・キティソポンポンとリュウ・スドンが配属

されました。 
 

  
 
 
寺迫正廣副学長・国際交流推進機構長は歓迎の挨拶

及び課題について簡単な説明をされました。次にグ

ループごとで参加者が自己紹介をしました。グルー

プのメンバーはそれぞれの個性をアピールできる資

料を使ったので、この自己紹介はとても楽しかった

です。その後も皆で一緒に昼食を食べながら親睦を

深めましたが、和気あいあいとお喋りをしながら打

ち解けて、いい雰囲気になりました。参加者皆

いに知り合い、新たな友達と絆をつくる願望が共通

しているようでした。 
 
グループワーク 
まずは府大池の調査を通して現況や問題点を明瞭に

理解することからグループワークを始めました。グ

ループで池の周りを歩きながら、色々と議論が盛り

上がりました。各グループに建築の学生以外にも

色々な専門領域の学生がいたので、意見や発想、問

題点を発見する視点などが多様で広い視野から考え

ることができました。後に現地調査のまとめと発見

した問題点を発表することになっていた教室に入っ

てからも議論は続きました。発表は問題提起の部と

解決策の提案の部という二つの部門に分かれていま
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ループで池の周りを歩きながら、色々と議論が盛り

上がりました。各グループに建築の学生以外にも

色々な専門領域の学生がいたので、意見や発想、問

題点を発見する視点などが多様で広い視野から考え

ることができました。後に現地調査のまとめと発見
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その他の行事 
リュウ スドン  中国  

時間が過ぎるのはなんて早いものでしょう！日本に滞

在した一ヶ月で素晴らしい思い出はもちろん、達成感

やため息の出るような感慨をおぼえました。私のキャ

リアにおいてこの研修は特に重要な糧となることでし

ょう。 

 

研修は 9月 19日から 10月 16 日まで行われ、8カ国

から仲間が集まりました。私にとって、学ぶ機会に恵

まれ、非常に勉強になる１ヵ月でした。特に大阪の建

築や人々はとても印象に残りました。 

 

大阪府庁で大阪府木村愼作副知事にお会いしたのは

2012 年 9月 20 日でした。参加者各自が自己紹介を

し、府庁の展望台からは大阪を見渡すことができまし

た。 

 

そして 2012 年 9 月 28 日はグンタ・ニチケ教授引率の

京都スタディーツアーに参加しました。京都は美しく

伝統的な建物が多く、本来の姿をとどめています。ニ

チケ教授の説明はとても興味深いもので、研修生は皆

熱心に聞いていました。教授は京都の街を歩きながら

建築論はもちろん日本でのご自身の体験についても語

られたので、建築を通して日本の文化への理解を深め

る事ができました。 

 

また、私達研修生は 2012 年 9月 29 日から 30日の一

泊をホームステイの家族と過ごし、日本人の日常生活

を体験するチャンスに恵まれました。このホームステ

イのおかげで日本の食事や生活習慣をはじめ、日本の

文化に直接触れることができました。特に私を受け入

れて下さったホストファミリーが中国の文化に興味を

持ち、中国語がおできになることには驚きました。そ

のおかげでより一層親しくなれたと思います。ホスト

ファミリーと一緒にごく普通の週末を過ごすことで日

本文化の素顔を垣間見ることができました。ホストフ

ァミリーと過ごした時間は心休まるものでした。 

プログラムの中で最も印象深かったのは安藤忠雄

先生にお会いした日でしょう。安藤先生は中国で

も知名度が高く、上海で作品をいくつも手掛けて

おられます。先生との交流時間は一時間しかなか

ったのにもかかわらず、多くのことを学びとりま

した。建築家は完全にコンピュータに頼るのでは

なく、実際に模型を作るべきだと教わりました。

それは、コンピュータだけでは人の心の部分が見

えてこないこともあるからです。 

 

研修は一カ月という短い期間でしたが、日本の建

築、文化や人文に触れる事ができました。また、

各国から集まった仲間たちという生涯の友を得た

こともこの研修の賜物だと思います。もう大阪、

ＯＦＩＸ、そしてかけがえのない新たな友人たち

が恋しいです。 

 
 

安藤忠雄先生と 

 

英語プロジェクト 
 

 

 

 

した。府大池の現地調査を終えた全ての

が安全面、衛生面、池の未整備の部分についてな

ど共通の問題意識を持っていました。

 

A グループは人とコミュニティの場としての府大池

との関わりが希薄なことに着眼しました。池の水

辺が危険なために人を寄せ付けないのだという発

見を基に、A グループでは水辺の食堂に面した部分

をプロメナードとして整備し、駐車場からのアク

セス方法を増やす案を発表しました。

 

  
 
B グループでは「府大池友の会」という会を発足し

て地域で府大池に対する意識を高めよう、という

興味深い案が出ました。 このキャンペーンの目標

は、外部に池の管理を委託するのではなく、学生

や地域住民の知識と努力で池を管理するボランテ

ィア運動を推進することです。B グループは他に噴

水を設置する案も発表しました。噴水には二つの

作用が期待できるからです。まず、水を酸化させ

て問題点として挙がった紅藻の発生を抑える作用

です。さらに、噴水の音や景観は 池の存在感を増

す作用があります。  

 
C グループは問題点を分類した上で以下の解決策を

打ち出しました。 

 

· 衛生面：池を掃除し、水辺に茂っている草な

どの手入れをする  

· 景観面：春以外の季節でも池の魅力を引き出す

ために、四季の植物を植える 

 

 

した。府大池の現地調査を終えた全てのグループ

、池の未整備の部分についてな

ど共通の問題意識を持っていました。 

は人とコミュニティの場としての府大池

との関わりが希薄なことに着眼しました。池の水

辺が危険なために人を寄せ付けないのだという発

グループでは水辺の食堂に面した部分

をプロメナードとして整備し、駐車場からのアク

セス方法を増やす案を発表しました。  

 

友の会」という会を発足し

て地域で府大池に対する意識を高めよう、という

このキャンペーンの目標

ではなく、学生

や地域住民の知識と努力で池を管理するボランテ

グループは他に噴

水を設置する案も発表しました。噴水には二つの

作用が期待できるからです。まず、水を酸化させ

て問題点として挙がった紅藻の発生を抑える作用

池の存在感を増

グループは問題点を分類した上で以下の解決策を

衛生面：池を掃除し、水辺に茂っている草な

景観面：春以外の季節でも池の魅力を引き出す

  
 

· 安全面：年齢を問わずすべての人がアクセスでき

るように、溝に覆いをして水辺にガードレールを

設ける 

· 日本らしさ：池の存在をアピールする手段とし

て、灯籠にヒントを得た照明、外のピクニックエ

リアに茶館風の席、サークル・部活が活動する建

物の近くに観察デッキなど、学生にとって文化的

に意味のある建築要素の付加

 
D グループは空間としての佇まいに主眼を置いた解

決策を提案しました。それは、いくら素晴らしい雰

囲気を作っても誰も池の存在に気づかなければ意味

がないからです。池の管理の方針として、噴水

態を豊かにする水生生物の導入など独特な風流さを

造り出すことも提案しました。

 

最後の講評 

すべてのグループの発表が終わったら奥野

長・学長から講評と大阪府立大学の今後の歩みにつ

いてのお話がありました。この講評とお待ちかねの

団体記念写真撮影を以てワークショップが正式に終

了しました。安藤プログラムの研修生と府立大学の

学生が参加した英語ワークショップはまさに双方に

とって国際協力を推し進め繋がりを強化させる絶好

の機会でした。すべての参加者が課題に取り組むう

えの協力を通して交流する意欲を強く持っていたた

め、知識を深めながら新たな友達を作る素晴らしい

経験をすることができました。

 

 

安全面：年齢を問わずすべての人がアクセスでき

るように、溝に覆いをして水辺にガードレールを
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て、灯籠にヒントを得た照明、外のピクニックエ

リアに茶館風の席、サークル・部活が活動する建
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囲気を作っても誰も池の存在に気づかなければ意味
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態を豊かにする水生生物の導入など独特な風流さを

提案しました。  
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えの協力を通して交流する意欲を強く持っていたた

め、知識を深めながら新たな友達を作る素晴らしい

経験をすることができました。 

27 28

2012 大阪府海外短期建築芸術研修生招聘事業 



 
 

 

その他の行事 
リュウ スドン  中国  

時間が過ぎるのはなんて早いものでしょう！日本に滞

在した一ヶ月で素晴らしい思い出はもちろん、達成感

やため息の出るような感慨をおぼえました。私のキャ

リアにおいてこの研修は特に重要な糧となることでし

ょう。 

 

研修は 9月 19日から 10月 16 日まで行われ、8カ国

から仲間が集まりました。私にとって、学ぶ機会に恵

まれ、非常に勉強になる１ヵ月でした。特に大阪の建

築や人々はとても印象に残りました。 

 

大阪府庁で大阪府木村愼作副知事にお会いしたのは

2012 年 9月 20 日でした。参加者各自が自己紹介を

し、府庁の展望台からは大阪を見渡すことができまし

た。 

 

そして 2012 年 9 月 28 日はグンタ・ニチケ教授引率の

京都スタディーツアーに参加しました。京都は美しく

伝統的な建物が多く、本来の姿をとどめています。ニ

チケ教授の説明はとても興味深いもので、研修生は皆

熱心に聞いていました。教授は京都の街を歩きながら

建築論はもちろん日本でのご自身の体験についても語

られたので、建築を通して日本の文化への理解を深め

る事ができました。 

 

また、私達研修生は 2012 年 9月 29 日から 30日の一

泊をホームステイの家族と過ごし、日本人の日常生活

を体験するチャンスに恵まれました。このホームステ

イのおかげで日本の食事や生活習慣をはじめ、日本の

文化に直接触れることができました。特に私を受け入

れて下さったホストファミリーが中国の文化に興味を

持ち、中国語がおできになることには驚きました。そ

のおかげでより一層親しくなれたと思います。ホスト

ファミリーと一緒にごく普通の週末を過ごすことで日

本文化の素顔を垣間見ることができました。ホストフ

ァミリーと過ごした時間は心休まるものでした。 

プログラムの中で最も印象深かったのは安藤忠雄

先生にお会いした日でしょう。安藤先生は中国で

も知名度が高く、上海で作品をいくつも手掛けて

おられます。先生との交流時間は一時間しかなか

ったのにもかかわらず、多くのことを学びとりま

した。建築家は完全にコンピュータに頼るのでは

なく、実際に模型を作るべきだと教わりました。

それは、コンピュータだけでは人の心の部分が見

えてこないこともあるからです。 

 

研修は一カ月という短い期間でしたが、日本の建

築、文化や人文に触れる事ができました。また、

各国から集まった仲間たちという生涯の友を得た

こともこの研修の賜物だと思います。もう大阪、

ＯＦＩＸ、そしてかけがえのない新たな友人たち

が恋しいです。 

 
 

安藤忠雄先生と 

 

英語プロジェクト 
 

 

 

 

した。府大池の現地調査を終えた全ての

が安全面、衛生面、池の未整備の部分についてな

ど共通の問題意識を持っていました。

 

A グループは人とコミュニティの場としての府大池

との関わりが希薄なことに着眼しました。池の水

辺が危険なために人を寄せ付けないのだという発

見を基に、A グループでは水辺の食堂に面した部分

をプロメナードとして整備し、駐車場からのアク

セス方法を増やす案を発表しました。

 

  
 
B グループでは「府大池友の会」という会を発足し

て地域で府大池に対する意識を高めよう、という

興味深い案が出ました。 このキャンペーンの目標

は、外部に池の管理を委託するのではなく、学生

や地域住民の知識と努力で池を管理するボランテ

ィア運動を推進することです。B グループは他に噴

水を設置する案も発表しました。噴水には二つの

作用が期待できるからです。まず、水を酸化させ

て問題点として挙がった紅藻の発生を抑える作用

です。さらに、噴水の音や景観は 池の存在感を増

す作用があります。  

 
C グループは問題点を分類した上で以下の解決策を

打ち出しました。 

 

· 衛生面：池を掃除し、水辺に茂っている草な

どの手入れをする  

· 景観面：春以外の季節でも池の魅力を引き出す

ために、四季の植物を植える 

 

 

した。府大池の現地調査を終えた全てのグループ

、池の未整備の部分についてな

ど共通の問題意識を持っていました。 

は人とコミュニティの場としての府大池

との関わりが希薄なことに着眼しました。池の水

辺が危険なために人を寄せ付けないのだという発

グループでは水辺の食堂に面した部分

をプロメナードとして整備し、駐車場からのアク

セス方法を増やす案を発表しました。  

 

友の会」という会を発足し

て地域で府大池に対する意識を高めよう、という

このキャンペーンの目標

ではなく、学生

や地域住民の知識と努力で池を管理するボランテ

グループは他に噴

水を設置する案も発表しました。噴水には二つの

作用が期待できるからです。まず、水を酸化させ

て問題点として挙がった紅藻の発生を抑える作用

池の存在感を増

グループは問題点を分類した上で以下の解決策を

衛生面：池を掃除し、水辺に茂っている草な

景観面：春以外の季節でも池の魅力を引き出す

  
 

· 安全面：年齢を問わずすべての人がアクセスでき

るように、溝に覆いをして水辺にガードレールを

設ける 

· 日本らしさ：池の存在をアピールする手段とし

て、灯籠にヒントを得た照明、外のピクニックエ

リアに茶館風の席、サークル・部活が活動する建

物の近くに観察デッキなど、学生にとって文化的

に意味のある建築要素の付加

 
D グループは空間としての佇まいに主眼を置いた解

決策を提案しました。それは、いくら素晴らしい雰

囲気を作っても誰も池の存在に気づかなければ意味

がないからです。池の管理の方針として、噴水

態を豊かにする水生生物の導入など独特な風流さを

造り出すことも提案しました。

 

最後の講評 

すべてのグループの発表が終わったら奥野

長・学長から講評と大阪府立大学の今後の歩みにつ

いてのお話がありました。この講評とお待ちかねの

団体記念写真撮影を以てワークショップが正式に終

了しました。安藤プログラムの研修生と府立大学の
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おわりに 
最後に、本年度は大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事

業も２０回目という節目を迎え、無事アジア 8カ国８名の

研修生が２８日間における研修を修了することができまし

た。研修生受入企業および関係者の皆様には、研修だけで

なく本報告書作成におきましても、多大なるお力添えをい

ただきましたことを、心よりお礼申し上げます。 

 

 
 

 
  

協力企業・関係者  

2012 年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業につきましては、次の企業及び関係者の皆様より   

ご支援とご協力を頂きましたことを、感謝申し上げます。 

（名前の記載につきましては、敬称略・50 音順とさせて頂きました。）  

 

 

安藤忠雄建築研究所 

  

安藤基金賛助会員 

旭ビルウォール株式会社 サントリーホールディングス 株式会社 

大阪ガス 株式会社 積水ハウス 株式会社 

株式会社 大林組 積和不動産関西 株式会社 

関西石材 株式会社 株式会社 錢高組 

関西電力 株式会社 大光電機 株式会社 

近畿日本鉄道 株式会社 太陽工業 株式会社 

株式会社 きんでん 株式会社 竹中工務店 

株式会社 クボタ 株式会社 乃村工藝社 
                                       

 コーディネーター(ディスカッション・京都スタディ-ツアー)     アシスタント (ディスカッション) 

    グンタ・ニチケ                                           エスター・ツォイ 

    建築家、M.R.T.P.I                                          京都精華大学 講師 

東アジア建築都市研究所 所長                  ハーバード大学 建築修士号 

 

 ホームステイボランティア 

  沢坂 里美                宮前 昌子 

  島岡 てるみ               森 傳 

  福西 和世                和田 洋子 

 

 語学ボランティア 
 (関西ミニウィングス) 

 青島 行男                 今   卓弥 

 沖野 真                   杉山 守久              

  川崎 浩子                         須藤 千要子              

 五島 信明                        中井 郁子 

 

 協力団体 

  神戸芸術工科大学                         大阪府立大学 

 

協力企業・関係者  
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Preface 

Funded by Tadao Ando, the first recipient of the Carlsberg 
Architectural Prize in May, 1992, the entire amount of his 
winnings was donated to support the internationalization of 
Osaka, his childhood home. Through the Osaka Prefectural 
Government, The Foundation of International Exchange, and, in 
accordance with the wishes of Mr. Ando, The Osaka Invitational 
Program for Overseas Trainees in Architecture and Arts was 
established.  
 
Along with the support of a variety of corporations and 
organizations, the program hosts approximately ten student 
participants from neighboring Asian countries for one month in 
the autumn every year.  
Since its inception in 1993 the program has hosted 20 groups of 
trainees and a total of 177 participants from 19 different 
countries. Highly rated among aspiring architects, the Osaka 
Invitational Program for Overseas Trainees in Architecture and 
Arts offers what no other program can.  
 
We at OFIX would like to express our deep appreciation for the 
cooperation of Mr. Ando, the sponsoring corporations and 
training companies as well as our volunteers and all those who 
have helped to make this program a great success.  
 
We hope this report will serve as a reference not only for those 
involved with the program but also serve the 2012 trainees and 
their Japanese counterparts who will play a major part in our 
continuing globalization and foster future mutual cooperation and 
exchange.  
 

Osaka Foundation of International Exchange                                            
Chairman of the Board of Directors                                                 

Yukio Shibaike 

 
 




