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はじめに

　この事業は大阪が誇る世界の建築家・安藤忠雄氏が、1992

年にデンマーク・カールスバーグ社の第 1 回国際建築家賞を

受賞された副賞を大阪府に寄贈されたことを契機に、1993 年

からスタートし、今年で22回目を迎えました。今回で19カ国・

地域から 201 名を招聘し、アジアの建築を志す優秀な若者に

とっては、ほかでは体験することができないプログラムとし

て高い評価を得ています。

　これもひとえに、安藤忠雄建築研究所をはじめ、この事業

の趣旨に賛同された賛助会員、受入企業、ボランティアの皆

様のご協力の賜物と改めて御礼申しあげます。

　特に、本年度は新たに大阪府によるわが国の都市計画や建

築法体系等についての講義とともに、安藤建築のエッセンス

の集約された瀬戸内海の直島訪問を加えました。また 56 名

という多くの応募をいただき、これからもアジアからの人気

が高まることを期待しています。

　この報告書が研修生のみならず、グローバル社会で活躍し

ていく日本の若き人材にとっても参考となることを望んでい

ます。

　　　　　　　　　　　 2015 年２月

　　　　　　　　　　   公益財団法人 大阪府国際交流財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　  理事長　堂本　佳秀　
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大阪府海外短期建築

芸術研修生招聘事業

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・芸術を専門と

する海外の若者を大阪に招き、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

　次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歳までの者で、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

    あるいはその過程を修了した者

　・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

　インド、インドネシア（２名）、タイ、中国、ネパール、フィリピン　

　ベトナム

研修期間

　平成２６年９月２５日（木）～１０月２４日（金）（３０日間）

研修生受入先

　大阪府及び大阪府内建設会社（４社）

　 ・株式会社大林組 大阪本店 

　 ・株式会社錢高組 本店・大阪支店

　 ・株式会社竹中工務店 本店・大阪支店

   ・大和ハウス工業株式会社 本社・本店

研修内容

　・受入先企業における建設現場の見学や設計部門での実習　　　　

　・安藤忠雄氏建築物視察や関西周辺の都市景観等の見学

　・OFIX 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

I  Ⅰ 事業概要
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行程 月日 曜日 対応者 宿　　泊　　先

9月25日 木 ＯＦＩＸ

午後：大阪府研修

9月27日 土

9月28日 日 自主研修

9月29日 月 大阪府/OFIX

午前：受入企業オリエンテーション 受入企業/OFIX

10月1日 水

10月2日 木

10月3日 金

10月4日 土 　

10月5日 日 　

10月6日 月

10月7日 火

10月8日 水 ベネッセアートサイト（直島） 岡山シティホテル桑田町

10月9日 木 安藤忠雄氏建築物視察(六甲の集合住宅・兵庫県立美術館） 淡路ウェスティンホテル

10月10日 金

10月11日 土

10月12日 日

10月13日 月（祝）

10月14日 火 受入企業研修

午前：受入企業研修

10月16日 木

10月17日 金

10月18日 土 ホームステイプログラム ホストファミリー宅

10月19日 日 ホストファミリー交流会

10月20日 月 近畿大学/ＯＦＩＸ

10月21日 火

10月22日 水

10月23日 木

10月24日 金

ＯＦＩＸ

10月15日 水

シティルートホテル

シティルートホテル

受入企業研修 受入企業

研修生帰国

修了式・懇親会

英語プロジェクト(近畿大学）

ＯＦＩＸ

　 自主研修

受入企業

受入企業

安藤忠雄氏建築物視察　(淡路夢舞台・本福寺）

午後：安藤忠雄氏表敬訪問

受入企業研修

行　　　　　　事

午前：府庁表敬訪問・大阪ディスカッション

シティルートホテル

大阪府研修

安藤忠雄氏建築物視察　(近つ飛鳥博物館, 狭山池博物
館、司馬遼太郎記念館）

自主研修

大阪府/OFIX

受入企業研修

グンタ　ニチケ氏
エスター　ツォイ氏

ディスカッション

京都スタディツアー

受入企業

9月26日 金

研修生来阪/オリエンテーション

9月30日 火

研修日程安藤忠雄氏プロフィール

1941 年 大阪に生まれる

1962-69 年 独学で建築を学ぶ

1969 年 安藤忠雄建築研究所を設立

受賞

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

1985 年 フィンランド建築家協会からアルヴァ・アアルト賞受賞

1989 年 フランス建築アカデミー大賞 ( ゴールドメダル ) 受賞

1993 年 日本芸術院賞受賞

1995 年 プリツカー賞受賞

1996 年 高松宮殿下記念世界文化賞受賞

2002 年 アメリカ建築家協会 (A.I.A.) ゴールドメダル受賞

       京都賞受賞

2005 年 国際建築家連合（UIA）ゴールドメダル受賞

2010 年 文化勲章受章

2013 年 フランス芸術文化勲章 コマンドゥール受賞

名誉会員

2002 年 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 年 イェール大学客員教授

1988 年 コロンビア大学客員教授

1990 年 ハーバード大学客員教授

1997 年 東京大学教授

2003 年 東京大学名誉教授

2005 年 カリフォルニア大学バークレー校客員教授

　　　　東京大学特別名誉教授

主な作品

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

1989 年 光の教会 茨木市

1992 年 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）　　　

1994 年 大阪府立近つ飛鳥博物館 河南町

2000 年 淡路夢舞台 東浦

　　　  ＦＡＢＲＩＣＡ ( ベネトンアートスクール ) トレヴィソ

2001 年 ピューリッツァー美術館 セントルイス

        アルマーニ・テアトロ ミラノ

        大阪府立狭山池博物館 大阪狭山

2002 年 兵庫県立美術館 神戸

        国際こども図書館 台東

        フォートワース現代美術館 フォートワース

2003 年  4 × 4 の住宅 神戸

2004 年  地中美術館 直島

        ホンブロイッヒ／ランゲン美術館 ノイス

2006 年  同潤会青山アパート建替計画（表参道ヒルズ） 渋谷

        パラッツォ・グラッシ ヴェニス

2007 年  21_21 DESIGN SIGHT 赤坂

2010 年  チャスカ茶屋町 大阪

2012 年  上方落語協会会館 大阪 
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ジャイスワル　スネハ

（プドゥチェリー・インド）

Ovoid Atelier

建築家

プテリ　マヤン　キナンティ

（東ジャワ・インドネシア）

CV Paprika 建築コンサルタ

ント

建築家

パンディ　カビタ

（ラリトプール・ネパール）

トリブバン大学

大学院生

ジュウ　ジーチャオ

（上海・中国）

上海市建工設計研究院

建築家

レレ　ダワ　ジーン　エリザベス

（バリ・インドネシア）

HABITAT 5

建築家

アルカラズ　アナ　カトリーナ

(セブ・フィリピン）

AA ARKITEKTO

建築家

パタラパニック　ルチャナン

（バンコク・タイ）

ALLZONE

建築家

ヴ　ソン　フイ

（ハノイ・ベトナム）

ハノイ建築大学

大学院生

研修生
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　この研修レポートは、各研修生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、文体の差異はご了承ください。

執筆者

大阪府副知事表敬訪問及び大阪府研修　　　　  　  OFIX　　　　　　　　

企業研修　　　　

・大林組　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ヴ  ソン　フイ（ベトナム）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・錢高組　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　レレ　ダワ　ジーン　エリザベス（インドネシア）

・竹中工務店　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ジャイスワル　スネハ（インド）

・大和ハウス工業　　　　　　　　　　　　　　  　ジュウ　ジーチャオ（中国）

ディスカッション・京都スタディツアー　　　　 　 プテリ　マヤン　キナンティ（インドネシア）

安藤忠雄氏建築物視察（直島～神戸～淡路島）　   　アルカラズ　アナ　カトリーナ　（フィリピン）

英語プロジェクト（近畿大学）　                 　パンディ　カビタ（ネパール）

その他の行事　                               　 パタラパニック　ルチャナン（タイ）

Ⅱ　研修レポート
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　来阪したばかりの８名の研修生を迎え、９月

26 日（金）及び 29 日（月）の２日間大阪府に

よるプログラムを実施しました。副知事表敬訪

問、大阪プロモーションに加え、本年度初めて

の試みとして、大阪府都市整備部及び住宅まち

づくり部による都市計画や開発許可等について

の講義、阿倍野再開発地区及び富田林市寺内町

の現地視察を行い、大阪について幅広く学ぶ機

会となりました。

 初日の表敬訪問は大阪府咲洲庁舎にて行われ、

小河副知事から「研修を通じて日本の文化、建

築や芸術を学び、理解を深めると同時に、大阪

のまちの魅力を体感し、ファンになってもらい、

将来母国と大阪の架け橋となることを期待しま

す。」と挨拶がありました。次いで、研修生代表

が研修への期待や抱負を述べました。また、各

研修生より大阪で学びたいこと、体験してみた

いことについてスピーチがありました。

　続いて、大阪府職員から大阪府の概要、文化

及びスポーツ施策について英語でのプレゼン

テーションがあり、大阪の魅力発信にかかる

様々な取り組みについて学びました。文化、アー

ト、スポーツ等に関する大阪でのユニークなイ

ベントも紹介され研修生は熱心に耳を傾け、活

発な質疑応答及び意見交換が行われました。

　その後、咲洲庁舎 52 階展望プラザを訪れ、こ

れから約１か月を過ごす大阪のまちなみを眺め

ました。恵まれた天気のなか、展望プラザから

は明石海峡大橋や生駒山まで一望することがで

きました。 

　午後からは会議室に移動し、大阪府研修の１

日目として都市整備部及び住宅まちづくり部の

職員から、都市計画、区画整理、開発許可や建

築確認等についてのプレゼンテーションがあ

り、日本の建築やまちづくりの概要、しくみや

取り組みについての知識を身につけました。母

国とは異なった制度や条例を知り、公共交通シ

ステムの整備や廃棄物処理など大阪の都市設計

に関する多岐にわたる質問が寄せられました。

大阪府副知事表敬訪問及び大阪府研修
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　大阪府研修２日目は同じく咲洲庁舎会議室に

て、大阪の今後の方向性を示す「グランドデザ

イン・大阪」について住宅まちづくり部職員か

ら説明がありました。2050 年を見据えた将来の

都市空間計画について、都心部の６つのエリア

のポテンシャルと具体的な今後の取り組みにつ

いて学び、知識を深めました。

　午後からは、現地視察として大阪市都市整備

局のご協力のもと、阿倍野再開発事業の施行前

の状況、経過、地域活性への効果などについて

説明がありました。立地を生かし、集客力を高

める取り組みや地域のオフィス環境等について

学んだ後、実際にあべのキューズモールや阿倍

野再開発地区を見学しました。公園に設置され

たかまどベンチ等の防災対策も見学し、阿倍野

再開発地区の現状を視察しました。

 

　阿倍野地域の現代建築や再開発地域を訪問し

た後、大阪唯一の重要伝統的建造物群保存地区

である富田林市寺内町に向かいました。富田林

市職員から町の歴史等の説明があり、古い町屋

が点在する昔ながらの町並みの残る寺内町を歩

いて見学しました。江戸時代に造り酒屋として

成功を収めた旧杉山家住宅を訪れ、日本の伝統

的建築、芸術や技法について学び、理解を深め

ました。

　

　

　2 日間の短い日程でしたが、研修生は大阪の

まちのこれまでの歩み、現状そして未来の取り

組みについて学び、体験することで包括的な知

識を身につけました。研修生からは、その知識

を基盤とし、その後の企業研修や視察にのぞむ

ことで、大阪のまちについて一層理解を深める

ことができたとの声が寄せられました。
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　このプログラムに参加することは私の人生の

なかで大きなチャンスでした。日本で 1 か月間

暮らして日本文化を肌で感じることができたの

みならず、日本の大手建築会社のうちの大林組

で研修を受けることができたのです。大林組の

いろいろな事業や技術について深く理解するの

に 10 日間の研修は短かったのですが、インドネ

シア出身の研修生プテリ　マヤン　キナンティ

さんと私は親切な社員の皆さんのおかげで多く

のことを学ぶことができました。いつでも惜し

みなく最大限教えたり実習させたりしていただ

いたおかげで貴重で印象深い時間を過ごすこと

ができました。

　大林組を初めて訪れた時、長い歴史のあるダ

イビル本館と周囲のエリアを案内されビルの芸

術的な姿とデザインに感銘を受けました。下層

階は旧館の煉瓦や石造りがきれいに修復されて

おり、上層階は現代的でありながら下層階や周

囲の環境と違和感なく調和がとれていたので

す。研修中は時間があればよく下の公園を散歩

しこの素晴らしい建築物を眺めました。

　大林組の社員の方はみな働き者で、仕事に熱

意をもって取り組んでおられ、作業に集中し慎

重に進めて達成されていく様子は今でも鮮明に

思い浮かびます。皆さんの仕事に対する態度を

観察していると日本人の成功の秘訣やどんな難

局でも乗り越えてしまう強さの原点が理解でき

たような気がしました。

　研修中は建築デザインの緑化、耐震性、建設

技術など大林組の最先端技術についていくつ

も講義がありました。富田部長をはじめとした

講師の方がたに限られた時間を有効活用して図

面、映像や細やかな説明で技術の内容をわかり

やすく教えていただきました。さらに JR 大阪

駅の屋根を設置した工程もくわしく教えてもら

いました。半分ほど組み立てられたものを電車

が走っていない深夜に精密に組み立てられたの

です。あのような大規模な屋根を設置するため

にいまだかつて見たことがないような実に見事

な方法に感激しました。講義の後は大林組の工

事現場を訪れ、技術の実践を見学することがで

きました。免

震装置の設置

などの技術を

間近で見学し

ました。研修

の最後の２日

間は阪神高

速道路南島

工事事務所

と京都会館再整備 JV 工事事務所に行きました。

行く前に現場の概要と技術について講義で説明

されていたので現場に着いたらより深く理解

し、現場の様子をさらに細かく観察することが

できました。特に歴史ある劇場京都会館の再整

備が印象深かったです。それは外観をそのまま

にしておきながら内装を完全に改修し、新しい

建材でも旧来のものと色形が一致していたから

で、この現場を見学してから建築物の保存につ

いて新しい理解を得ることができました。工事

現場の皆さんはとても親切で、質問したら私た

ちが理解でき

るまで細かく

説明してくだ

さいました。

また、私がな

んばパークス

について知り

たいと発言

し た ら、 休

企業研修：大林組
ヴ　ソン　フイ　（ベトナム）
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み時間が始まる前の時間に事業の概要を説明し

てくださいました。

　このような現場見学や講義学習のほかに、さ

らに日本の名所をいくつも訪れることができま

した。なんばパークス、大阪ステーションシティ

グランフロント大阪、海遊館や大阪港に行きま

した。天保山の大観覧車で大阪市を一望できた

ときはわくわくしました。しかも大阪だけでな

く京都や奈良にも行く機会がありました。京都

に行った日は雨でしたが、それでも予定を変更

することなくすべてまわることができました。

清水寺で時代祭に参加しましたが、ただでさえ

立派な清水寺は雨天の空に映える神秘的な姿を

見せていました。奈良で過ごした日は興福寺 ,

春日大社、東大寺や春日山原始林など素晴らし

い名所をたくさん訪れ、日中よく歩いた後、黄

昏時に帰ってきました。並木街道の先に真っ赤

な太陽が沈む森を歩いた時間はあまりにも穏や

かで、その一瞬はずっと心に残ると思います。

　７日目には大林組の若手設計部員と伝統建築

についてのディスカッションがありました。そ

れぞれの出身国の伝統建築を紹介しあい、現代

社会において一番活かしたい重要な特徴は何か、

話し合いました。伝統的なセンスを現代建築に

取り入れたプロジェクトの例を見せてください

ましたが、建築から建設まで新しいアイディア

をたくさん得ることができました。

　さらに難波事務所のデザインチームとのプロ

ジェクトにも参加させていただきました。数日

間難波事務所に配属され、短期間でしたが各種

事業や難波プロジェクトの構造デザインについ

ての講義からたくさんのことを学びとりました。

難波事務所の皆さんは親切でフレンドリーな態

度で私たちが気持ちよく研修を受けられるよう

に配慮してくださいました。配属された初日は

歓迎会があり、スタッフがほぼ全員参加してく

ださいました。

　講義の後プロジェクトのデザインに取りかか

りました。目標は難波の広場の再開発です。時

間が短かったけれど難波事務所の皆さんのおか

げで仕上げることができました。励ましとノウ

ハウを惜しみなく分け与えてくださり、難波事

務所で過ごした５日間は特に実り多い時間でし

た。

　このプロジェクトは難波の中心、髙島屋デパー

トの前で難波駅、御堂筋や商業施設が集まると

ころが対象で、バス、タクシー、歩行者、自転

車や地下鉄などが行き来する交通の要所です。

多種多様な交通手段の交差と歩行者のスペース

の乏しさがこの現場の２つの難点です。そのた

め、解決案では広場を難波のシンボルとして再

開発し、歩行者通

行や公共交通をき

ちんと整備する案

を出しました。訪

問者のために娯楽

空間を創りこの地

域のシンボルマー

クである髙島屋の

ビルを保存し、歩

道橋も創りたいと

思いました。要す

るに、私たちの提

案を整理すると交通対策、広場の再開発、歩道

橋と地下の整備が含まれていました。私たちの

案がこの地域に持続可能な再開発をもたらす有

益なものになれば幸いです。

　大林組で研修を受けることができたことを誇

りに思います。母国でも大林組のような大手建

築会社に就職するチャンスをつかむのはなかな

か難しいかもしれませんが、日本人のような意

識の高い仕事観を持ってプロとして成長してい

きたいと思います。研修中は建築家や技術者を

はじめとした他国出身の方と深く交流すること

ができ、人生やキャリアを考える視野が広がり

ました。1 か月間の研修は 一生大切な思い出と

して残ることを確信しています。今の私の胸の

思いを言葉で言い表せませんが、研修中お世話

になった方をはじめ大林組の皆さんにお礼を申

しあげたいと思います。
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茨木市の光の教会

東大寺　　　　　　　法隆寺

　私にとって２度目の来日、関西再訪だったの

で、今回はどんな体験が待っているのかわくわ

くしていました。同時に錢高組での研修にあ

たって少し不安でしたが、そんな心配など吹っ

飛ぶ素晴らしい研修で、想像していた以上に豊

かな体験をさせていただきました。

　錢高組の研修日程はユニークなもので、幅広

く探求し、多様な体験をすることができるよう

に計画されていました。通訳の外山さんのおっ

しゃるとおり「百聞は一見にしかず」なので、

錢高組の皆さんは私とフィリピンからの研修生

仲間アルカラズ　アナ　カトリーナさんに日本

の建築、文化や伝統を自分たちの目で見て体感

してほしい、という思いがあったのでした。そ

のため、研修中は設計部の部員 1 ～ 2 名と通訳

さんが関西地域探訪に連れて行ってくださいま

した。

　関西は文化や歴史の面において日本の中心だ

といえます。歴史が長い奈良、重厚な文化が根

付く京都、商人文化がにぎやかな大阪や国際的

でおしゃれな神戸などいくつも異なる顔をあわ

せ持っているのです。奈良の東大寺と法隆寺、

京都の金閣寺と清水寺を訪問して日本の伝統建

築と文化に触れることができました。古刹を見

学しているとこのような古い建物が現代的な街

並みに溶け込んでいることが衝撃的でした。お

寺と日本史の関連性、伝統的な建築手法やデザ

イン要素について学びました。日本の歴史と文

化をより深く理解できるように、大阪城、大阪

歴史博物館、そして谷口吉生先生による京都国

立博物館平成知新館など多くの博物館に連れて

行ってもらいました。さらに錢高組所有の分室

である大阪市中央区伏見町の高徳寮や伝統建築

と現代建築が融合し日本初のエコハウスである

聴竹居も訪れました。神戸では 1995 年に起こっ

た大震災を記念し来客に震災をはじめとした災

害について情報を提供する阪神・淡路大震災記

念「人と防災未来センター」にも行きました。

私は 2006 年にジョグジャカルタを襲った震災

を経験しているので特に記憶に残りました。

　

　関西には特記すべき現代建築の建物も多く

建っています。日本一高いあべのハルカス、梅

田スカイビル（新梅田シティ）、なんばパークス、

国立国際美術館、HEP ファイブ、海遊館、ユニバー

サルスタジオジャパン、JR 京都駅、京都タワー

や明石海峡大橋が挙げられます。これらの建物

をすべて訪れ、建設、デザイン要素について学

ぶのはもちろん、娯楽施設としても楽しみまし

た。学生時代に研究したことのある建物もあっ

たのでうれしかったです。今でも実際に現地に

行って自分の目で見てきたことが信じられませ

ん。

企業研修：錢高組
レレ　ダワ　ジーン　エリザベス　（インドネシア）
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京都大学の工事現場

　私たちが訪れた現代建築の建物のなかに、安

藤先生による建物も多数含まれていました。た

とえば大阪文化館・天保山（旧サントリーミュー

ジアム）、グランフロント大阪、ガレリアアッカ、

心斎橋 TO、アサヒビール・大山崎山荘美術館と

有名な茨木市の光の教会などです。他に安藤先

生によるうめきた広場の庭園と梅田スカイビル

近くの「緑の壁」も見学しました。

　

　日本式の建設をより深く理解できるように錢

高組の工事現場も視察しました。完成が間近に

迫った心斎橋の商業施設ではコンクリートの壁

面設置について学びました。さらに京都大学（南

部）総合先端基盤研究棟にも行き、行く前に建

物の概要と工事の進行状況について話を伺い、

ヘルメットをかぶったら本格的な視察が始まり

ました。建物が地下２階、地上３階の５階建て

なのに土台として杭を打ち込まないことに驚き

ましたが、建物が震災に耐えられるほど地盤が

しっかりしているため不要、とのことでした。

最後に数年前に完成した京都美術工芸大学を見

て回り、美術・工芸の授業を見学することがで

きました。

　

　研修中は建築や建設手法のみならず、日本の

文化や仕事観について学ぶこともできました。

日本人にとって時間とは貴重な資源で、みんな

約束時間より 5 分から 10 分前に到着するよう

にしていました。私たちの研修も同じで、どん

なプログラムでも予定通り、時間通りに進め

られました。これはご多忙ななか私たちに時間

を割いてくださった錢高組の社長様でも同じで

した。同僚同士の関係や仕事への責任感などの

企業文化も衝撃的でした。錢高組の設計部員は

皆働き者で、効率よく、準備周到に仕事を進め

られるのです。研修中はいつもスケジュールや

建物について簡潔に説明があり、現場での私た

ちの質問に答えられないことがあっても必ず調

べ、その日か翌日に会社で応えてくださいまし

た。通訳さんがいらっしゃらなくても、できる

だけ私たちが知りたいと思ったことを説明し、

行きたいと言ったところに同行するようにされ

ていました。日本語が少ししかわからない私に

配慮して説明してくださったことを感謝してい

ます。

　錢高組での研修は全体的に楽しく面白いもの

でしたが、私の仕事に役立つ内容でもありまし

た。伝統建築・現代建築を問わずいろいろなと

ころに出かけて見学したことで建築についてお

もしろい発想や新たな視点を発見することがで

きました。また、研修を通して保存と現代の都

市環境との関係にも興味を持ちました。日本の

文化や伝統に身を置くことで理解が深まったと

思います。文化や人々も建築の重要な要素であ

ることに気づかされました。この１か月間の研

修は多くのことを学び、新しい友達がたくさん

できた素晴らしい体験になりました。我々研修

生が得た知識をこれから活用・共有できること

を願っています。一生に一度の貴重な機会に恵

まれ感謝しています。
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　竹中工務店は約 400 年間の歩みがあり、神社

や寺院を手掛ける棟梁から世界各地で事業を行

う大手建築・建設会社に成長しました。その成

長を支えてきたのはデザイン、建設や工学技術

の研究開発に他なりません。タイ出身のパタラ

パニック　ルチャナンさんと私は竹中工務店で

2014 年度安藤プログラム企業研修の 10 日間を

過ごしました。

　研修開始前にホテルの会議室でオリエンテー

ションがありました。私たちの期待や目標を企

業側に伝える機会でした。研修中は発案からア

イデアを生み出す過程、実施まで大規模事業を

手がける際の全工程を学ぼうと目標を立ててい

ました。10 日間の短期間では工程に直接携わる

ことはできませんが、工程のポイントをはっき

り理解しながら目にすることで理解が深まりま

した。私は工事現場の実情や日本の仕事観を理

解するためにコンセプトの段階から建設現場ま

で学びたいと思っていました。

　企業研修初日から組織の働きがよくわかりま

した。能力開発グループの皆さんから企業の歴

史や発展について、設計部の皆さんから社内の

仕事の流れや各種事業の工程についてオリエン

テーションがありました。設計部は事務所での

デザインワーク、工事現場への視察や大阪と近

辺都市での建築・観光名所見学など多岐にわた

る日程を準備してくださいました。

　設計部は手掛ける建物の種類に合わせて 8 部

門にわかれており、パタラパニックさんはホス

ピタリティ施設部門、私は公共施設部門に配属

され、それぞれに担当いただく建築家の指導担

当者より、設計部での作業段取りの指導と課題

の出題がありました。設計部での課題とは指導

者の方が作業されていた事業に携わることでし

た。具体的にはデザイン会議に参加し、事業

コンセプトや考え方を理解したうえで事業の一

部を各自で開発させていただきました。その一

環としてコンセプト図を描き、模型や立体モデ

ルを使ってデザインを発表しました。さらに会

議や依頼主とのデザイン相談に使うマテリアル

ボードやパースを作成させていただきました。

　毎日の研修のなかで工事現場の見学も重要で

した。次のようないろいろな進捗状況の現場を

訪れました。

•京都の新聞印刷工場跡地 

　工事着手前の依頼主と事業者の打ち合わせに　　　

　同席しました。 

• 立命館大学のキャンパス

　工事中なので様々な建材や仕上げを見ること

　ができました。

•梅田地区住宅プロジェクト

　震災対策の免震ゴムや最新建設技法を理解す

　るために訪れました。

•アシックススポーツ工学研究所本社新館

　建物の竣工日前に訪れ、設計者がコンセプト

　やデザイン哲学を説明されました。竣工に向

　けて最終仕上げをする意気込みを感じました。

企業研修：竹中工務店
ジャイスワル　スネハ　（インド）
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• 大阪木材仲買会館

　大阪市内に最近完成した事務所ビルです。基

　本的に木造ですが、防火・耐震対策の工夫が

　いろいろとなされていました。

• 京都の住居

　これも完成したばかりの竹中工務店による住　　　

　宅事業です。高齢者に考慮した空間がデザイ

　ンの特徴です。

• 実験的な住居

　住居をグリーンで持続可能にするための実験　

　として建てられた住宅です。

　これらさまざまな進捗状況の工事現場を訪れ

ることによって工程をはじめよく考えられた建

設管理方法を理解することができました。 

　神戸の竹中大工道具館にも行きました。この

道具館は 2014 年 10 月にオープンしたばかりで

す。展示物以外にも道具館そのものの建築も凝っ

た細部や木工のおかげで見応えがあります。道

具館は日本における木工の発展を数世紀にわ

たって提示・解説する施設で、各時代の道具が

多数展示されており、その長所短所から現在木

工に用いられる道具が開発されたいきさつがよ

くわかりました。釘、ネジや機械類を一切使用

しない複雑な組子が特に印象に残り、とても勉

強になる見学でした。 

　作業体験や現場視察が充実した研修でしたが、

設計部の杉本副部長が土曜日や終業後の時間を

割いてさらに大阪や神戸の名所に連れて行って

くださいました。大阪ではあべのハルカス、海

遊館、大阪歴史博物館の村野藤吾特別展、観覧車、

HEP FIVE や梅田スカイビル（新梅田シティ）に

行きました。多くは竹中工務店による施設であ

り、大阪の顔をデザイン・建設されてきたこと

への誇りが感じられました。他に安藤忠雄先生

の初期作品が多く見られる神戸に行った際、安

藤先生の作風が発展していった過程を読み取る

ことができとても興味深かったです。 

　企業研修では以下のことを体験することがで

きました。

•日本における各種事業の進め方

•高度な建設技法

•デザイン工程とコンセプト開発

•各種事業での研究・発明

•様々な道具や建材

•日本らしい仕事観と企業風土

　特に竹中工務店の皆さんのやる気や元気から

前向きな態度と情熱をもらいました。規律がしっ

かりしていながら愉快で楽しい企業風土や組織

は一人ひとりの作風や思いを伸ばす絶好の環境

です。名高い竹中工務店の一員になる素晴らし

い機会に恵まれ、これからこの体験を最大限に

活用できたらと思っています。
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 私とネパール出身の研修生パンディ　カビタ

さんはともに大和ハウス工業で研修を受けるこ

とができたことをとても光栄に感じています。

9 月 25 日に大阪に到着後、研修生と受け入れ

企業担当者の方との顔合わせのため、オリエン

テーションに参加しました。

　オリエンテーションの時に、私は大和ハウス

工業の担当者に対して企業文化や建築について

学びたい旨を伝えました。担当の池田次長と晩

田さんは、私たちの要望を熱心にお聞きになり、

細かくメモを取られていました。このようにお

互いが、相手についてもっと深く知りたいとい

う気持ちを持って、研修に参加することができ

たことが良かったと思います。

　大和ハウス工業は 1955 年に創業されてから

日本一の大手プレハブ住宅メーカーとして人々

の生活をよりよくするために邁進してきた会社

です。研修を受けて私は社員全員が熱意とやる

気をもって仕事に取り組んでおられるように感

じました。また、私たちのために準備いただい

た講義はどれも勉強になるものであり、講義内

容もわかりやすいものでした。

　講義を受けることで、ここ数十年間の近現代

日本建築史や大和ハウス工業の歴史や、個別の

建物のデザインコンセプトなど、少しずつです

が理解が深まっていきました。

　中でも PITT は営業担当者がお客様の要望に

迅速に応えながら、その場で間取りの提案や建

物の外観を作り出すためのソフトで、便利なも

のだと感じました。PITT が広く使われるように

なればお客様への提案力やサービスが高くなる

と感じました。

 また、大阪本社ビル自体の独創的な構造や施設

の設計コンセプトも強く印象に残りました。設

計コンセプトは「環境に優しく」で、この価値

観は全社員に受け入れられていると説明を伺い

ました。

　奈良県にある総合技術研究所では、住宅をよ

り安全で快適にするためのいろいろな新技術に

出会うことができました。

 採光機能が優れたガラス、より優れた免震機

能のある 「エネルギー吸収型耐力壁（D-N Σ

QST）」、女性の一人暮らしを安全にするために

設計された「防犯配慮型賃貸住宅 (SW)」、バリ

アフリー住宅の多様な工夫、そして自宅で映画

などを楽しむことができるよう、音響に配慮し

た「快適防音室」などを紹介してもらいました。

私はこれらの技術のデザイン、特に発想や考え

方が気に入りました。さらに、ロボットスーツ

HAL® やメンタルコミットロボット PARO を手掛

企業研修：大和ハウス工業
ジュウ　ジーチャオ　（中国）
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けるなど、住宅の設計にとどまらず広く人々の

生活を支援する大和ハウス工業の企業姿勢を感

じ取ることができました。これは「人々の暮ら

しを少しでもよくしたい。」という心持ちの表わ

れで、人々の生活をより快適にするための工夫

を色々と提案していることを多く知ることがで

きました。

　石橋信夫記念館では二つのことを印象深く感

じました。1 つは「山は国土そのものであり、

林業には国土を守る使命がある。」という土倉庄

三郎氏 ( 山林王と言われた方 ) の言葉に石橋相

談役が強く共感したという話で、石橋相談役の

自然に対する敬愛がよく伝わりました。2 つ目

に 1995 年に神戸を襲った阪神淡路大震災で、石

橋相談役が全国の生産現場に仮設住宅の製造を

優先するよう指示を出したという話です。大和

ハウスグループが被災地に 14,742 軒もの仮設住

宅を提供したことを知り、私は感動しました。

　1 か月という短い研修期間でしたが、大和ハ

ウス工業の一員として仕事面でも生活面でも貴

重な体験をさせていただきました。大和ハウス

工業の企業文化のみならず、一途に社会のため

に尽くす、という一見シンプルな価値観をも学

びとることができました。今後、私はこの研修

で学んだことを活かして誠実に仕事をしながら、

住民のために思いやりと真心のこもったサービ

スを提供できるように努力したいと思います。

17



1 ディスカッション
　

　ニチケ　グンタ先生の指導のもとで 10月 6日

にディスカッション・プログラムが実施されま

した。はじめにニチケ先生による 20 世紀と 21

世紀の日本の都市について紹介する講義があり

ました。日本が現在直面している課題は将来ア

ジア諸国でも問題になることなので参考になり

ました。

　昼休みを挟んで次のセッションが始まりまし

た。最初の発表者はタイ出身パタラパニック　

ルチャナンさんで、バンコクにある３つの異な

る文化的背景に帰する再生方式について話しま

した。1つ目はシーロム通りにあるシー・マハー・

マリアマン寺というヒンズー教のお寺が例とし

て出されました。周囲の現代的なビル街と一見

調和がとれていないように見えていても、実は

地域活動の中心になっており、活気のもとに

なっているのです。2 つ目の例として出された

龍蓮寺は、元々は中華街で重要な役割を果たし

ているのに視覚的に継続性がなく、地域と対話

ができていなかったものの、地域と連携して行

われた保存の後は地域と寺が一体となったそう

です。最後に紹介されたのは常に保存作業が行

われているワット・トライミット（黄金仏寺院）

です。それぞれ文化的背景の違う寺院ですが、

いずれもタイ文化に溶け込み、持続可能な都市

環境における地域社会を代表するものを再生・

保存している例です。

　

　中国出身のジュウ　ジーチャオさんは街づく

りとは単に街が無限に広がっていく過程ではな

く、時代の流れとともに建物がその地のアイデ

ンティティを形成する要素として同化すること

なので、都市化に対応する形で新たに大規模開

発することも古い街区を保存・再生させること

と同じように重要であると主張しました。さら

に上海のように大都市で歴史や文化的伝統が豊

富な街における中国の最近の都市再生事業の実

例を用いて人々の生活に根付いた街づくりの重

要性を力説しました。また、ジュウさん自身が

現在取り組んでいるプロジェクトを現代におけ

る歴史的・文化的建造物保存の実例として紹介

しました。

　ネパール出身のパンディ　カビタさんは地域

に根差した古来の民俗建築様式を保存する重要

性を説きました。ネパールのネワール族の土着

建築は部族内の社会的、宗教的そして文化的要

素を反映しているため持続可能な環境の重要

な一部です。ネワール文化や伝統を守るのにネ

ワール建築を修復・保存する必要性は明らかで、

特に住宅の伝統的な特徴や屋根、階段、床、窓

や外観などの建設技術は保存すべきだと主張し

ました。

　次にインドネシア出身のレレ　ダワ　ジーン　

エリザベスさんによる次の発表でも引き続き土

着建築の話が続きました。まずはインドネシア

や土着建築では当たり前になっている持続可能

なグリーン建築に注目したインドネシア建築を

紹介しました。多種多様な民族が共存している

なか、地元の伝統や文化はさまざまな建築様式

の根源になるのです。ジーンさんは今開発して

いるヴィラに土着建築から持続可能な要素を取

り入れていることを述べました。ジーンさんに

よると、土着建築を解釈し、現代のプロジェク

トにも土着建築から得た持続可能な要素を取り

入れることは、伝統的な建造物を保存すること

と同じように再生の一種なのです。

　ジーンさんと同じくインドネシア出身の私は

都市部における放置された地区であるスラム街

を現在のニーズに合わせて、従来とは異なった

視点で再生・再開発することの意義について

述べました。都会に飲み込まれてもスラム街に

ルーツを持つコミュニティの雰囲気と伝統的な

ディスカッション・京都スタディツアー
プテリ　マヤン　キナンティ（インドネシア）
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価値観を保存するという視点です。スラム街の

再生として 2つの事例が挙げられ、一つはコミュ

ニティの住民が自ら担い手となって過密スラム

街を人間味あふれる街に再デザインした例で、

もう一つはチョデ川沿いの再開発事業で、両者

ともに地元コミュニティ住民の関わりが特徴で

した。コミュニティの価値観を保存し、住民の

ニーズや時代の変化をしっかりふまえた再生事

業だといえます。

　次はフィリピンのアルカラズ　アナ　カト

リーナさんが文化遺産地区に指定されている

イロイロ市の繁華街遺跡地区（Iloilo Calle 

Real) の再生について紹介しました。この地区

は商業の街で多くの建築物がスペイン植民地時

代に建てられました。街の歴史的価値を保存・

再生する必要を認め、保存事業が開始されたの

です。修復にデザイン規定が設けられたため、

復元品に差し替えるのではなく現品を修理し、

元のデザインを保持する方針で修復されたので

す。繁華街の古い建物を修復することはまさに

現存するものを最大限に活用する持続可能な再

生だといえます。

　続いて発表したのはインド出身のジャイスワ

ル　スネハさんです。貯水池遺産をはじめ、イ

ンドの文化的・伝統的価値観がこもった建造物

遺産を持続可能な方法で保存・開発する必要性

が増している、とのことでした。それは遺産を

利用しているコミュニティの誇り、安心と希望

を体現しているのです。建造物は我々に文化的

背景や歴史遺産を想起させるだけではなく、社

会に還元し続けることができれば再生・保存す

る意義がより見出しやすくなる、ということで

した。まさに建築空間と人間社会の関わりです。

　最後の発表者はベトナム出身のヴ　ソン　フ

イさんでした。発表内容は観光地区における再

生・保存で、まずは 20 世紀初頭のフランス植民

地時代にさかのぼってベトナムのことを紹介し

ました。フランス人は山などの地形を利用して

娯楽施設を建設しましたが、長期的には維持で

きず、やがて廃墟と化してしまいました。文化

遺産なのでベトナムの国家にとって観光資源と

しての再生は重要な事業であり、植民地時代の

遺産であるとはいえ歴史的価値観を体現してい

るのです。

2 京都スタディツアー

　
　京都への旅が始まりました。ニチケ先生は私

たち研修生を京都の中心を流れる鴨川の川辺に

連れて行き、街の概要を説明されました。特に

面白かったのは鴨川を軸に、街が碁盤の目のよ

うに配置されていることでした。祇園地区は現

代的な内装でありながら伝統的な外観の建物が

並ぶ日本的な道が走り、緑のお蔭でロマンチッ

クな別世界のようなので着物姿で街を歩いたり

結婚式の写真を撮ったりする人が多いのだそう

です。現代的なビルに囲まれていながら異なる

雰囲気があるのでシュールな空気が漂っていま

した。八坂神社、南禅寺見学の次はアシスタン

トのツォイ　エスターさんに率いられ中村外二

工務店に行きました。家具をはじめとした作品

を紹介された後、職人の方が作業しておられる

作業所へ案内してくださいました。大きな作業

所で数名の職人の方が様々な独創的で複雑な作

品を創っておられました。機械でなんでも製造

される現代に生き続ける伝統的な手彫り作品の

種類や魅力などを理解することができ、工務店

への訪問はとても満足できました。京都スタディ

ツアーでは京都の遺産になっている伝統的な社

屋や寺院を訪れることができ、建築家として多

くの学びがありました。

（ディスカッションの詳細はⅢ ディスカッションレ　

 ポートをご参照ください。）
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　私たちが尊敬してやまない安藤忠雄先生の建

築物を 3 日間にわたり訪れたことは素晴らしい

経験でした。

10 月 8 日

第 1 日：直島　

　はじめに、福武財団の職員の方に直島と訪問

する 3 つの美術館についてご説明いただいたの

ち、ANDO MUSEUM を訪問しました。この美術館

は安藤先生が直島の美術に関与されてきた経

歴、特に島に建てた建物をデザインされたいき

さつを物語る資料の宝庫です。ANDO MUSEUM 自

体は外観が伝統的な古民家を改修したもので、

内装が新しくなっています。建物の設計図や建

てられた背景を伝えるだけでなく、一般家屋と

いう小さなスケールで安藤先生が作品によく使

用される手法を体感することができるのです。

たとえば空間を分けているコンクリートの傾斜

壁は間取のためだけでなく、太陽光を反射する

面でもあります。幅が狭い階段を下りると直径

2m ぐらいの小さな部屋に続き、壁が神秘的な優

しい光を放っているのですが、この光の井戸は

安藤氏が日光を室内に取り入れ、思い通りに空

間を演出される手法の好例です。

　小高い丘からまわり一面に広がる海原を見渡

すのは風景に溶け込んだベネッセハウスミュー

ジアムです。私たち研修生は分散して美術館を

見て回りました。特に順路はないのですが自然

にスムーズに回ることができるように設計され

ています。美術館ではいろいろな現代美術家の

作品が違う空間に置かれていて、野外に出ない

と完全には鑑賞できないものもあれば、アン

ディ・ウォーホルの「花」のようにレストラン

の中にひっそり飾られているものもありまし

た。現代美術の作品集として組み合わせが楽し

かったです。

 

　直島での終点は地中美術館でした。チケット

売り場が美術館入口から数十メートル離れてい

て、最初から興味をそそる建物です。そもそも

建物とは呼び難く、風景にどっぷり浸かった彫

刻のようでした。中に入ることはまるで神宝が

眠る古代寺院の跡に足を踏み入れるような感覚

で、壁にはツタが自由に這い、細長い廊下は私

たちの心を清め、今から見る者の心の準備をす

るのに最適だったのです。

　以前はモネについて少ししか知識がなかった

のですが、今ではその作品や繊細な色使いは

しっかり脳裏に刻まれています。ある特定の美

術作品を展示することのために建築をここまで

工夫するのは類のないことであり、作品を完璧

に鑑賞するには置かれた空間も大切なのです。

安藤先生を含む芸術家の共通点は光を作品の一

部としていることなのですが、ここで展示され

ている芸術作品はすべて体験としてとらえられ

るのです。

安藤忠雄氏建築物視察（直島～神戸～淡路島）
アルカラズ　アナ　カトリーナ　（フィリピン）
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10 月 9 日

第 2 日：神戸エリア

　兵庫県立美術館は神戸の海辺に並ぶ 2 棟の建

物です。建物の外観で一番印象深かったのは一

見板葺の外壁が実は花崗岩の石貼りだったこと

です。最初は加工されていない天然の石の表面

に見えたため、石の種類がわかりませんでした

が、安藤忠雄建築研究所の方に聞いたら石の切

断に工夫があるかもしれないとのことでした。

私は「やっぱり天才だ！」と思いました。鋼の

縦仕切りの風化加工手法も凝っており、この 2

つの工夫で私が好きな繊細で洗練された仕上げ

になっていたのです。

　次は有名な六甲の集合住宅がある神戸の見晴

らしの良い高台に行きました。兵庫県立美術館

の安藤先生の作品展での 3 つの開発期を表した

模型を見せていただき、各期が違う依頼主によっ

て発注されたことを知りました。住民のプライ

バシーを侵害しないために集合住宅を真向いか

ら眺めました。第 1 期は 30 年前に 60 度傾斜の

坂に建てられていて、私には互い違いに見えま

したが、実際は左右対称らしいです。第 2 期は

その十年後に建てられて第 1 期より大規模です

が、同じ原理で設計されています。

 

　日が暮れるととても長い明石海峡大橋を渡り、

淡路島の安藤先生設計によるウェスティンホテ

ル淡路に泊まりました。

10 月 10 日

第 3日目：淡路島

　次の日淡路夢舞台を巡っていると広大なリ

ゾート兼会議施設だとわかりました。大阪湾の

埋め立てのために土を提供して禿げていたこの

土地は、今では植物の生物学的多様性で知られ

ています。三角形で斬新な形をした建物の周囲

には茶室、舞台や温室など多様な空間がありま

した。私は現代的に再解釈された茶室に惹かれ

ました。安藤先生らしい繊細なセンスで、銅の

屋根、伝統的な床の間の代わりにお花を飾る棚

がある曲がったガラス板などの工夫がありまし

た。豊富な緑のほかに水庭もモチーフになって

いて、リゾートのコンクリート建築物と溶け込

んでいました。底に小石が敷かれた茶室の小池、

百段苑や 100 万枚の帆立貝が敷かれた貝の浜な

どどれも安らかで、見る人と周囲の海との距離

を不思議にも短くする作用があります。

　真言宗本福寺水御堂を見学して 3 日間にわた

る視察を締めくくりました。あまりのシンプル

さに息をのむこのお寺が私の一番のお気に入り

です。参道の白い小石を踏む自分の足音を聞く

と雑念をなくして刹那に集中するべきだと気づ

きました。ハスの葉というわかりやすいシンボ

ル以外では、水面下へと続くお寺への参道は、

自身の心の平和を見つけに行くこと、すなわち

自分の核心へと向かう旅のように感じられまし

た。
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　近畿大学での英語プロジェクトは日本人学生

と一緒に作業し、与えられた課題のアイディア

を出し合うことができて特に実り多いものでし

た。大阪とその文化について学ぶことができた

充実した 1日でした。

　英語プロジェクトは 10 月 20 日に行われまし

た。研修生はみなとても楽しみにしており、近

畿大学に着いたのは午前 10時でした。プロジェ

クトに取り組む教室に入ったら日本人学生から

はもちろん教員からも温かい歓迎の言葉をいた

だきました。英語コミュニケーション学科と芸

術学科造形芸術専攻の学生が参加しました。佐

藤秀明文芸学部長からの歓迎の辞の後、岡本清

文教授から挨拶とプロジェクトの概要の説明が

ありました。研修生の紹介が終わってから研修

生、先生と日本人学生でキャンパスツアーをし

ました。新築のアート館では館内に展示された

絵画、彫刻、ガラス細工、陶芸など学生の作品

を見ることができました。建物自体の特徴では

壁に色とりどりの縞模様が入っていることが素

晴らしかったです。

　次はカフェテリアでもある英語村 E³【e-cube】

に行きました。十字模様に配された木の骨組み

が入った建物の造詣に感銘を受けました。英語

村では日本語は禁止されており、英語のみで話

す決まりになっています。ダンスの披露やいろ

いろなイベントが開催され、私たちが訪れた時

はスタッフがいろいろな仮装をして客を楽しま

せ、ハロウィン熱をあげていました。

 

　キャンパスツアーの後の昼食を兼ねた懇親会

では学生たちと話をしたり、知り合うことがで

きました。その後 1 時から「1 坪ショップ」と

いうテーマのもとにグループワークが始まりま

した。関西国際空港の到着ロビーで 1 週間 1 坪

（縦 1.8m × 横 1.8m × 高さ 2m）の空間を利用

したビジネスプランを考えるという前提で、店

舗のジャンル、提供サービス、販売物品の種類

や飲食物提供の別は問わないが、自動販売機の

ように人間がいなくても経済活動ができるよう

な形態は不可、という条件でした。研修生が 2

人ずつと、芸術学科と英語コミュニケーション

学科の日本人学生がそれぞれ数名ずつ配属され

た 4 つのグル―プに分かれ、アイディアを出し

て発表するためのグループワークにとりかかり

ました。

英語プロジェクト（近畿大学）
パンディ　カビタ　（ネパール）
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　Ａグループの提案は「アイスドリーム」とい

うアイスクリーム屋を出店することでした。日

本の抹茶は世界的にも有名であり観光客にアイ

スを売るのです。このグループは店内で花瓶等

のアート作品も販売し、客に撮影許可とアイス

を提供することで長旅から気分転換をさせるこ

とに主眼を置いており、店舗の形も斬新でさら

に気分をリフレッシュさせるものでした。

　Ｂグループのプロジェクトは「楽しい扇子書

道」で、日本扇子に筆で名前を書くサービスを

提供する扇子ショップです。日本語で名前が書

かれた扇子を天井に吊るしたりして空間を最大

限活用し、ていねいに作られた模型にも見て取

れるよう店内にはよく考えられた面白い工夫が

盛りだくさんでした。

　Ｃグループのプロジェクトは「花見」と題され、

客が和食と抹茶をいただきながら桜の花を愛で

ることができる空間の提供がコンセプトでした。

桜の木を店舗の中心に据え、それを囲むように

客は座ることができ、日本の春を満喫できるの

です。

　私たちＤグループは来阪客に大阪、京都、奈

良などの各地を巡ることができるお得なチケッ

トを売ることを提案しました。周遊パスを安く

買うことができ、カードの色で識別できるよう

にするのです。それは大阪の必見スポットの情

報を空港で得られたら便利だからです。店舗の

空間は特に豆情報を手軽に得るのに適している

と思ったのです。 

　それぞれのグループの発表が終わるとまとめ

の挨拶、記念撮影と連絡先交換の時間でした。

このプログラムは大阪、日本の文化、伝統と建

築について学ぶことができた実りあるものでし

た。すべてのグループ員がよく考え、アイディ

アを惜しみなく共有したから成り立ちました。

安藤プログラム研修生一同を代表して、学びの

機会として素晴らしかったこのプロジェクトを

手配してくださった近畿大学の皆さんに感謝を

述べたいと思います。
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　9 月 25 日から 10 月 24 日の間はこれまでで一

番幸せな 1 か月だったのかもしれません。この

期間私たち研修生は新鮮で異なる環境、人、文

化などと交流に恵まれただけでなく安藤忠雄先

生の素晴らしい建築を直接体験することができ

たのです。　

　安藤プログラムを通して安藤先生の想像力か

ら生まれた多くの場所や空間を訪れました。先

生の人生観と自然への理解は天才そのもので

す。安藤先生の高度な建築要素に囲まれて創ら

れた空間に初めて足を踏み入れた時から建築を

自分で見て体感することに勝るものはない、と

悟りました。このプログラムはこの建築の学習

と体験の違いを明快にすることが核心だと思い

ます。建築だけでなく、人生の物理的、視覚的、

社会的、又は文化的な側面でもその違いを感じ

取ることができると思います。違いを自分の目

で確かめてはじめて物事の流れがわかるからで

す。

　身の回りの物事や環境を理解するためには、

その構造を知らないといけません。それは建築

でも市町村のコミュニティでも同じことです。

そのため、プログラムの第 1 週目に温かい紹介

を兼ねたプレゼンテーションが大阪府の職員に

よって念入りに準備されていました。大阪の街

を紹介するこの講義は今後もぜひ続けてほしい

と思います。それは、街の配置や管理体制など

の大まかな全体像を頭に入れて考えることが重

要だからです。その後どれほど探究の機会を増

やすことできるかは自分自身にかかっているの

です。

 また、日本の家族と週末を過ごしたホームステ

イプログラムでは、日本の暮らしを体験し、新

しい出会いと発見の連続でした。

 

　10 月 15 日の午後、安藤忠雄建築研究所を訪

れたときに安藤先生ご本人にお会いする機会に

恵まれました。憧れの方にお会いできるなど

めったにないことなので私たち研修生は皆、興

奮していました。ちょっとしたご挨拶からでも

知性が感じ取られ、物静かななかにもみんなが

憧れる力強さが伝わってきました。先生は、人

は難しいことを進んでするべきだとおっしゃい

ました。それはチャレンジ精神が大切であり、

進んでチャレンジすることの意義のことで、建

築家が持つべき、あるいは取得すべき資格又は

特徴のなかで特に重要なものだと思いました。

いつでも脳裏に響かせておきたい声です。

　もう一つの意義深い行事として安藤忠雄先生

建築物視察ツアーが挙げられます。研修第 1 週

目の 9 月 27 日に安藤忠雄建築研究所の職員の

引率のもと大阪府内の 3 つの安藤先生が設計さ

れた建築物を巡る、充実したスタディツアーで、

職員の方にはガイド及び解説をしていただき、

感謝しています。私たちのいかなる質問にも答

えていただき、完璧な建築ツアーになりました。

その他の行事　
パタラパニック　ルチャナン（タイ）
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 大阪郊外に位置する史跡公園「近つ飛鳥風土記

の丘」にある近つ飛鳥博物館、そして狭山池の

ほとりにある狭山池博物館と東大阪市の住宅街

に位置する司馬遼太郎記念館は圧巻でした。２

つの博物館は所在地の文脈に根付いた歴史博物

館で、記念館は日本人文豪について伝えていま

す。いずれも訪問してすばらしい体験をするこ

とができました。

近つ飛鳥博物館

 地域の真ん中に隠れるように建てられており、

興味深い建築です。それ以外では、建物と周り

の環境、いうなれば博物館内の展示物、とりか

こむ自然、そして周囲の建築物の間になされる

対話がすばらしく印象的でした。

狭山池博物館

 視覚、光、反射、温度、音、水の重さなど人間

の全ての感覚を刺激する流れる水の層が広がり、

その奇跡のような「知覚のカーテン」を通り抜

けるのはこれまでにない初めての体験でした。

司馬遼太郎記念館

 最後に訪れた司馬遼太郎記念館が一番心に響き

ました。安藤先生の小規模のプロジェクトの傑

作です。記念館と 2 つの博物館の違いは、人物

の個性を象徴するものでなければならないとい

う点です。ステンドグラスを通して、空間はと

ても温かく、心地よく光が通り抜けます。囲ま

れた本棚からは著者の知識の偉大が感じられる

一方、オーク材の家具がその偉大さに温かさと

控えめさを与えているのです。
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Ⅲ　ディスカッションレポート

　ディスカッションレポートは、建築家グンタ　ニチケ氏指導のもと、10 月 6 日に行われた「持続可能

なグローバル環境における再生と保存」をテーマとしたディスカッションにて、研修生が発表したレポー

トを要約したものをまとめたものです。

ディスカッションレポート

・持続可能なグローバル環境における再生と保存       

  インドの場合                           　　　   ジャイスワル　スネハ（インド )

・建築の概念化と適応化            　　　　　　　　 プテリ　マヤン　キナンティ（インドネシア）

・土着建築の延長線上に　                           レレ　ダワ　ジーン　エリザベス（インドネシア）

・持続可能なグローバル環境における再生と保存       

 バンコクの場合  　　　　　　　　　　　　　　　　 パタラパニック　ルチャナン（タイ） 

・持続可能なグローバル環境における再生と保存       

 上海の場合　                                     ジュウ　ジーチャオ（中国）

・ネワール建築のケーススタディ　                   パンディ　カビタ（ネパール）

・21 世紀におけるイロイロ繁華街遺跡地区の再生　　　アルカラズ　アナ　カトリーナ（フィリピン）

・観光地タムダオの開発計画　                       ヴ　ソン　フイ（ベトナム）
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　長く多彩な歴史的・文化的背景を誇る国の出

身者として、私は歴史的建造物が美しく年を重

ね続けることができるように遺産保存すること

について発表しました。これら歴史的建造物に

まつわる歴史は建造物の一部となり、社会に個

性を与えるものです。特にコミュニティから必

要とされる建物なら社会からも、魂（Spirit）

と枠組み (Shell) からなるものとして解釈され

ます。魂とはコミュニティと立地場所に個性を

与え存在意義を定義するものとなり、社会の誇

り、表現、信望や希望のきっかけとなります。

枠組みの方は社会のニーズに応えるため、保存

意義があります。再生と保存はともに保全の手

法ですが、両者とも持続可能性を体現していま

す。独創性の基盤の理解と現在の絶えず変わる

環境において試行錯誤と実用性の調和が保てれ

ば持続可能な開発が保障できます。

自然遺産

　インドのチプコ運動は 1970

年代に自然遺産を守るという

目的で始まりました。これは

ガンジ―の平和運動が発端と

なっています。村人は抱き囲

うことで木こりから木を守り

ました。コミュニティと自然

環境の絆は社会の進歩が深く

根付いていることの証となっ

た好例です。

 

実用的な遺産物

　グランド・アニカットは紀元 2 世紀ごろに建

設されたダムです。機密な計画や持続可能なデ

ザインを誇るこのダムは現役でかつ、分水・水

量調整装置が世界最古です。ダムという枠組み

がよく機能したため魂も人々によって認めら

れ、枠組みを通して

魂も保存されたので

す。グランド・アニ

カットを保存するこ

とには治水という防

災機能をはじめ、灌

漑を通して農業の

経済を潤すという

利点があります。

今後ユネスコの世

界遺産リストに加

われるよう準備が

進んでいます。

宗教的・文化的遺産

　ケダルナス寺院はヒンズー教の巡礼地として

もっとも聖なる寺院の一つだとされています。

ところが、2013 年の大洪水に遭い、大きな打

撃を受けました。そこで寺院の魂に信望を寄せ

る人々が枠組みである寺院の建物を修復しまし

た。魂が保存されていたから枠組みも再生でき

たのです。この再生・保存の効果として観光業

を中心に経済への貢献と文化的遺産の価値向上

が期待できます。

　ケースバイケースであり、どのケースにも万

能薬などありません。ただし、成功を収めた機

能的なモデルなら類似した環境に応用できるは

ずです。重要なのは長期的に持続可能で、コミュ

ニティと緊密につながった魂になるような土地

柄を築くことです。遺産とコミュニティの絆が

最も重要であり、住民の自覚と参画が欠かせま

せん。建造物の再生・保存が社会に還元できる

ときにはじめて意義があり、我々の過去を保存

することによって未来に向けて理解が深まり、

希望を見出すことができるのです。

持続可能なグローバル環境における再生と保存　インドの場合

ジャイスワル　スネハ　（インド）

27



　社会において人口を都心とその他の地域に再

配分することによって都会は発展していきます。

コミュニティのニーズが高まると特に注目が必

要になってくる区域が出るようになり、いろい

ろと変化がつきものですが、住環境の質を高め

ることが優先項目になります。長期スパンまで

視野を広げた建設・再建設が街の環境を向上さ

せるうえで必要不可欠になりました。現在のニー

ズに応えるためにも衰退したままになっている

都市内地区を再生・保存する再開発を確実にす

ることが重要です。そのため、建築も時代の変

化に適応できなければいけません。

I　都市再生と保存

　適応の過程において、再生と保存が問題のあ

る地域を復元するもっとも代表的な手法になり

つつあります。再生や保存を行う際、歴史の問

題に必ず直面します。この二つの手法は似て非

なるものですが、関連性があります。老朽化が

進んだ建造物と衰退したコミュニティを再生す

るにはいろいろな措置が必要になります。崩壊

した建造物や不適切な土地利用が目立つ地域は

保存地区に調和するよう新たなデザイン・利用

の計画を提案して、再生計画が認定されたら現

地で再開発が始まる流れにしないといけません。

歴史的建築物や古都の街並みのような事業が注

目を浴びがちですが、小規模な地域再生でも十

分衰退した地域の活気が復活します。

II　事業例

　スラバヤにおける都

市規模の事業では住環

境の質向上が挙げられ

ます。KIP（カンポン再

開発事業）は住民が自

ら老朽化が進んだ住宅

や悪い住環境を改善するもので、長い間続いて

きました。団結したコミュニティとして住環境

の再生を行うことでインフラというハード面と

ビジネスチャンスや就職という社会的・経済的

なソフト面を同時に改善し、地元資源の質を向

上させることができます。コミュニティ施設や

活動により住民に権限を与えることによって、

カンポンを再開発するプログラムを考案・実施

するやる気、独創性や自立性が育ちます。その

ため KIP は全体としての都市計画の重要な一部

とみなされています。KIPを通してコミュニティ

を持続可能なものにし、核心やルーツを失わず

に街を保存できたことは理に適っているといえ

ます。

　KIP と同様の事業として、Y. B. マングンウィ

ジャヤ氏が手掛けたチョデ川沿い住宅街の人道

的再開発事業が挙げ

られます。人道主義

者としてチョデ川の

ほとりに住む貧民の

ために住宅街を設計

するときに心を痛め

たそうです。物理的

に開発をするだけの

事業ではなく、人道的な開発事業を目指したの

です。

　保存・再生事業はコミュニティの価値観を保

持しながら時代の流れによって変遷する住民の

ニーズに応える、という各コミュニティが抱え

る難題を解決する大きな力になります。再生・

保存の手段はいくつかあります。インドネシア

は建築様式が多彩な国なので、ニーズに応じて

建築物の修復・保存も多彩な手法が用いられま

す。

　保存することは理想的な状態を維持すること

です。そのためには維持される対象の建築・建

物が本当に保存する価値があるか認定し、維持

する能力のある団体の介入が必要になります。

KIP 総合事業とチョデ川住宅街事業は空間の再

生、歴史や価値観のみではなくコミュニティと

都心の生きた絆の保存を計画した好例だといえ

ます。人間の営みは変化するものです。その変

化に合わせて建築も変わらなければいけません

が、同時に保存も不可欠なのです。

プテリ　マヤン　キナンティ　（インドネシア）

建築の概念化と適応化　
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 ホナイ・ハウス　　              ミナハサ・ハウス  

ウェウェモ・ヴィラ

　人類はいつしか天然資源が人間の営みを続け

るために枯渇する、という現実に向き合わない

といけません。持続可能な建築は人工的な環境

をデザインすることを通して天然資源を節約し

環境を持続可能な状態に保つための解決策の 1

つです。しかし、持続可能な建築はけっして新

しい解決案ではありません。はるか昔から存在

するのです。それは土着建築と呼ばれるものに

ほかなりません。

　

　土着建築とは民俗建築から派生して、職人が

経験、つまり試行錯誤に基づいて地元の建材や

技法を使い、建造物が建つ環境を考慮して、必

要に応じて変化できるように柔軟性を持たせた

建築のことです。それは効率的なエネルギー使

用や用地の近隣からの建材や資源を使う、とい

うグリーン建築の基本理念に則っています。そ

のため、持続可能な建築とは土着建築の現代版

といえるでしょう。

　インドネシアは国土が東西南北に広がるため

土着建築の種類も豊富です。例としてホナイ・

ハウスとミナハサ・ハウスが挙げられます。ホ

ナイ・ハウスはパプア族の伝統的な家屋で、山

や谷で見られ、丸い形をしており、ドーム状の

屋根は壁全体を雨、湿った寒さや強風からすっ

ぽり守ります。2 階建ての家屋は 1 階が寝室に

なっていて全体に熱がいきわたるように部屋の

中心に暖炉がつくられ、2 階が多目的室になっ

ています。一方、北スラウェシ州にあるミナハ

サ・ハウスでは 16 ～ 18 本の脚柱で支えられ、

地面から 4～ 5m 離れるよう設計されており、地

面への影響を最低限に抑え、水流を遮らないよ

うデザインされています。屋根は豪雨と猛暑に

対応できるように両流れ屋根と宝形屋根が合体

した形になっており、建材は近隣の森林から採

られた竹と木材です。

 

　建築家として、私は土着建築のデザイン原理

を応用してプロジェクトをできるだけ持続的な

ものにしたいと考えます。現在手掛けているの

はインドネシア北マルク州のウェウェモ・ヴィ

ラで、開発するうえでの一番の難点は本土から

遠いこの地域に建材や人材を運ぶことです。用

地の地理も考慮しないといけません。このよう

な課題を解決するには土着建築の工法を用いる

ことが合理的です。

　

　ヴィラは土着建築の特徴である脚柱を用い

て、開けた玄関口に加え温度調整と地面保全の

ために地上 1 メートルの高さに床を設置してい

ます。周辺自然に溶け込むように横広がりにし、

豪雨と猛暑対策として高くて広い急勾配の切妻

屋根を採用しています。

　資源や交通が限られる地域に建てるため、地

元の建材や人材を最大限に活用しました。建材

は近辺の森から採った木材で、人材は指導をう

けた地元住民です。こうすることで運送にかか

るエネルギーを節約することができました。さ

らに、地元の資源を活用することによって、住

民と建物の間に新しいつながりを築くことがで

きました。

 

土着建築の延長線上に
レレ　ダワ　ジーン　エリザベス　（インドネシア）
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　バンコク市内にある、文化的背景が異なる 3

か所の寺院における建築の再生・保存事業を通

して溶け合う文化について発表します。紹介す

る 3 か所の寺院はそれぞれ独自の歩みを遂げて

きましたが、環境の変化に応じて再生又は保存

により適応しなければならないという共通点が

あります。異なる事例を通して様々な観点から

なされる再生・保存についての考え方を紹介し

ます。

 

シー・マハー・マリアマン寺（バンコク市シー

ロム通り） : 非再現型／控えめな保存

　ワット・ケークとも呼ばれるシー・マハー・

マリアマン寺は 1879 年にインドから渡来したヒ

ンズー教徒の信心深い移民によって建設された

当時は、サトウキビ畑に囲まれていました。以

来バンコク市内で唯一の非仏教寺院施設であり

ヒンズー教徒専用の寺院であり、タイの文化に

深く根ざしており、混在しているためタイ古来

の文化の一部のように感じられます。それは時

代の流れとともにヒンズー文化をはじめとした

様々な外来文化がタイ文化に溶け込み、同化し

たからです。しかし、この無味乾燥な建物に囲

まれたヒンズー教の寺院が半径 500m 以内で一番

魅力的で、必ず通り過ぎる人々の目を引きます。

この魅力は建物の外観だけでなく境内・周囲の

活動が醸し出しているのです。つまり、その外

観が周囲と比べて独特な印象をもつと同時に参

拝者たちの活気にあふれています。このために、

周囲のサトウキビ畑がなくなっても、寺院は存

続してこれたのでしょう。

龍連寺（バンコク市中華街） : 復元型保存

　店舗がひしめくこの地区では 1 階に店舗があ

り 2 階以上が住居となる小規模な建物がほとん

どで、地図上に大きな敷地としてあらわれる空

間は数えるほどですが、それらは崇拝の場所で

す。そのひとつの最も古い寺院は最近美しく修

復されました。中華街の中心に位置するワット・

マンコン・カマラワート（龍連寺）は 1871 年以

来地域生活の中心として、何世代にもわたり住

民の心の支えとなってきた施設です。地域の中

心として 100 年以上機能してきており、何千も

の儀式が行われましたが、あるとき老朽化した

建物を修復することになりました。修復と言っ

ても使い古された部分を修理し、新しい装飾に

変えただけです。修復されているので古来のま

まだとは言えませんがそれでも伝統的な中国的

な建築様式が保持されています。興味深いのは

この修復が寺院と地元コミュニティの交流から

生まれたことです。地元民の寄付金により修復

されたことにより外観が美しくなっただけでな

く、存在の美しさも増したのです。

黄金仏寺院（バンコク市中華街） : 復元型保存

　龍連寺から遠くない、バンコク市中華街のは

ずれに、もう 1 か所特記すべき場所があります。

世界一大きな金無垢の仏像がある黄金仏寺院で

す。建設されたのは 1831 年ですが、1959 年に

王宮として利用されるようになり、バンコク屈

指の観光名所となったところです。ところが、

黄金仏めあての観光客が増えて寺院が狭く感じ

られるようになったため、国王陛下の 80 歳のご

生誕祭を機に、2007 年に黄金仏を収納する新た

な建物をつくり、それによって寺院も修復そし

て再生されることとなりました。この再生計画

は黄金仏をより大きく豪華な空間に収納するだ

けでなく、敷地の整理

も図っています。密集

した小さな建物群を取

り払い、横に広がる代

わりに縦方向にそびえ

る建物が建てられまし

た。すべての要素が一棟の建物に集約され、地

下 1 階が駐車場で、地上 3 階あるうちの 1 階と

2 階が博物館として利用されています。3 階につ

ながる階段を上ると黄金仏と宗教行事のための

スペースがあります。

　このような空間の利用自体はそれほど目新し

いものではありませんが伝統的なタイの宗教建

築に取り組まれていることが珍しいのです。現

代的な空間利用と保存された伝統的な建築要素

の組み合わさった黄金仏寺院は将来の方向性を

示す好例だといえます。

持続可能なグローバル環境における再生と保存 バンコクの場合

パタラパニック　ルチャナン　（タイ）
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　現代中国の北京、上海、広州などの歴史的・

文化的伝統がある大都会で都市再開発が行われ

ていますが、どこも何らかの問題を抱えていま

す。それらの都市は住民を中心に据え、生活に

根付いた再開発を目指すべきです。世界各地に

おける都市再開発の先行事例から学び、中国に

ふさわしい都市再開発を模索すべきです。

上海は中国屈指の大都会で、近代化に成功した

多くの例が見られます。旧市街地の再開発では

古い建物を再利用し、旧来の街並みを活かす利

点が建築界でも認識され、特に上海の小路の事

例だけでも 4種類のモデルが挙げられます。

　1 つ目のモデルは新天地と呼ばれる地域で、

上海に古くから伝わる石庫門様式の家屋と最先

端を行く現代建築の調和が特徴です。修復さ

れた石庫門様式の建物が現在レストランやカ

フェ、小売店、娯楽施設、文化施設、商業施設

や住宅として利用されています。

　2 つ目は社会的介

入方式の再生で、田

子坊に代表されます。

政府からの資金で修

復が行われ、アート

ワークショップに参

加する有名アーティ

ストを引き寄せ、建

物の所有者は上層階

を住居、下層階を店

舗として貸し出しま

した。お蔭で田子坊

は石庫門の生活そし

て建築様式と、80 年にもわたる独創的な小路と

独自の文化を保存した芸術村としてよみがえり

ました。

　建業里は歴史的・文化的価値のある衡山路地

区にあり、3 つ目のモデルとしてあげられます。

建業里の再開発は政府や中国と海外の開発業者

が共同で進めた事業です。この再開発区域の 4

割程度は従来どおりの住宅地として残り、残り

の 6 割にはアパートメントホテルが建設されま

した。

　最後のモデルは文化的保存と呼ばれるもの

で、小路や石庫門を建築遺産保存要件に忠実に

修復することです。特に文化的遺産保護条例の

項目に該当する石庫門様式の建物に適用されま

す。

　同様に、歴史的建築物の保存と周辺環境の保

存を切り離して考えることはできません。条例

によると、文化遺産と認定された建築物はその

歴史や周辺環境とは切っても切れない関係にあ

り、建築物のみならず周辺環境も同時に保存し

なければなりません。このため上海市では規制

で守られる対象を 1 棟 1 棟の歴史的建物から建

物群に拡大したのです。歴史・文化地区におけ

る解体、再建、保存事業を規定し、道路、空間、

ファサード（正面の外観）や配色なども総合的

に規制するために歴史・文化地区保存総合計画

を策定しました。特に優れた歴史的・文化的建

築を法的に認めることは街の歴史的特徴を保存

するうえでの基本です。そしてその保存の基盤

となるのは歴史的・文化的地区を指定すること

です。上海における歴史的・文化的街並み保存

対策として近年みられる傾向としてこの両者の

組み合わせが挙げられます。

持続可能なグローバル環境における再生と保存　上海の場合

ジュウ　ジーチャオ (中国）
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　持続可能な開発とは過去の経験を活かして現

在のニーズに対応しながら、未来の世代もその

時代のニーズに応えられるように配慮し、社会、

環境と経済という３本柱を総合的に持続可能な

方法で開発することです。グローバル環境での

持続可能な開発のカギは再生と保存です。特定

の地域に根付く建築はその地域社会を構成する

社会的、宗教的、文化的要素を映す鏡でもあり

ます。伝統的な芸術、建築や文化は住民の日常

生活、気候や地勢に直結しているのです。その

点においてネワール建築は持続可能なグローバ

ル環境で重要な役割を果たしています。

　どの国でもその住民のアイデンティティを反

映する独自の文化、伝統や建築を持っているも

のです。特にネパールは文化的多様性、伝承技

術、芸術や建築が有名であり、世界各地で高く

評価されています。多様な様式のなかで、ネワー

ル建築がネパール・カトマンズ谷に住むネワー

ル族の土着建築であり、中国、日本やインドネ

シアなどの建築とも共通点があります。仏塔（ス

トゥーパ）やチャイティア堂（僧侶が使う祠堂）

から独特の家屋や中庭の建造物まで、いろいろ

な建物に用いられる様式です。この様式の特徴

は目を引く煉瓦使いとネパール国外では珍しい

独特な木彫りで、ネパール人建築家である阿尼

哥（アニゴ）等により海外へ広められてきました。

　ネパールに住む民族のなかで、ネワール人は

丘陵地帯に暮らす一族の１つです。カトマンズ

谷広域に住んでいますが特にネパールの中心部

に密集しています。ネワール建築の主な特徴と

して差し掛け屋根、低い床、奇数の窓・扉、厚

い壁、低い玄関扉、１階のティキジャ（格子窓）、

２階のサンジャ（大きい装飾窓）などが挙げら

れます。構造的には耐力壁と木造の組み合わせ

になっています。この様式がこのように発展し

たのは建材が木材と煉瓦のおかげです。何世紀

もの間技術が発展し、壮大な建築が生まれる土

台となりました。持続可能なグローバル環境で

の再生・保存の好例としては次に紹介する「ナ

ムナ・ガル」、つまりモデル・ハウスが挙げられ

ます。

　バクタプルにある「ナムナ・ガル（モデル・

ハウス）」はネワール建築の家屋として代表的な

例ですが、ラビンドラ・プリ氏が購入・修復す

るまで長年放置されていました。伝統的なネワー

ル家屋を解体・再建するのではなく修復するこ

とのお手本を見せたのがプリ氏でした。モデル・

ハウスは購入された当時保存状態が悪く、10 年

間空き家であったため幽霊が出る、という噂さ

えありました。購入される前の５年間は養鶏場

として利用されており、プリ氏が修復するのに

1 万 7000 米ドル程度かかったそうです。修復作

業が始まると、家屋が築約 150 年であることが

わかり、プリ氏の非凡な修復作業がユネスコか

ら表彰されました。

　ナムナ・ガルは建材を再利用するなど極力原

形に近い形で修復され、水回り等にだけ新しい

建材が用いられました。内装は伝統的な要素と

地元の建材が使用されました。修復では現代免

震技術が導入されましたが、それ以外すべて伝

統的な技法が用いられたのです。

　ナムナ・ガルは伝統的な建造物の外観や価値

を損なわずに現代の快適性を備えながら歴史的

建築物を保存できることを体現しています。ネ

パール人はもちろん、多くの外国人もナムナ・

ガルを訪れており、展示会や文化行事が行われ

る博物館としても機能しています。さらに客室

は勉学や研究のためにバクタプルを訪れる研究

者が泊まることができる施設として利用されて

います。

ネワール建築のケーススタディ
パンディ　カビタ（ネパール）　
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　フィリピンでは街の新たな地区で繁華街がで

きると歴史ある繁華街がしばしば衰退したまま

放置されてしまいます。イロイロ市では特に 19

世紀末に商業地区・繁華街として栄えたカーレ・

リアル通りやヴィサヤ諸島を中心に現在都心再

生事業がなされています。行政と民間が一丸と

なって事業を進めている好例です。保存政策が

規定されてから 5年目にあたる 2014 年 8月 8日

にイロイロ市繁華街がフィリピン国家歴史委員

会（NHCP）によって遺産地区として認定されま

した。

　イロイロ市文化遺産保存委員会は市内の歴史

的建造物を保存・再生する必要性を受けて発足

しました。行政からの代表 6 名、民間代表 6 名

と建築家 5 名からなる委員会はまず遺産として

認定できる建物や街区を指定しました。地区内

で工事が計画されたらこの委員会のアドバイス

を受ける必要があります。それは繁華街遺跡地

区をはじめ、都心の商業地区近辺に 50 年以上

の建物が多いためです。

　工事実施規則や各種規定が明記され、条例化

されました。さらに保存や地区内での起業を促

進するため租税優遇措置も施行されました。ガ

イドラインでは地区内の新築建造物デザインの

規定から保存、修復や改修の方針まで明文化さ

れています。歴史的都心での空地再開発には階

数規程により、3 階建て、4 階建て程度の周辺

の建物より高いビルは建てられません。広告塔

やアンテナも禁止され、新築建物は既存建物と

同じ接道空地幅やアーケード通路を設けること

で周囲と調和する景観や開放感のある通路を確

保する義務があります。

　看板類も建物や街並みの景観を圧倒しないよ

うに配置されるよう義務付けられ、1 店舗あた

り看板 2 枚まで、建物の建築要素を隠さないよ

うに配置するよう規定が設けられました。この

規程が施行された時、建物の外観から安心の溜

息が漏れたような気がしてなりませんでした。

　さらに委員会は遺産として認定された建物の

建築的に重要なデザイン要素を原形のまま保存

するよう指示を出しています。遺跡地区の建物

のファサードは一般的に建物の正面上層部と店

先にあります。正面上層部の主な建築要素とし

て蛇腹、看板や屋根上の飾りが挙げられ、これ

らは原形の通りに修復されなければいけませ

ん。正面下層部の店先の方は道に開かれ、窓の

面積を最大限にする義務があります。

　修復では現存する要素の忠実な複製品で代用

するよりその現存要素そのものを修復するほう

が好まれます。建物に大規模な増築や改修がな

されている場合、原形のデザインと調和がとれ

ていれば歴史的な歩みや建築の発展の例として

残すべきです。歴史的要素が欠けている場合は

図面又は文面の記録に基づいて忠実に復元する

ことが義務づけられています。

　カール・リアル通りの繁華街遺跡地区の遺産

建造物として認定されている 18 棟のうち、現

時点では 11 棟がすでに修復済みです。将来的

には車の乗り入れを禁止した公共の歴史公園に

なる予定です。試行として今年の 7 月から毎週

日曜日の午後 3 時から 9 時の間歩行者専用地区

に条例指定されています。

21 世紀におけるイロイロ繁華街遺跡地区の再生
アルカラズ　アナ　カトリーナ　（フィリピン）
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　タムダオはベトナムの有名な観光地で、首都

ハノイに近くとても好立地で、他の観光地に比

べてもアクセス抜群です。この地は 20 世紀初頭

にフランス人によって開発され、1940 年には多

様なフランス建築の建物やヴィラが立ち並ぶ山

間の観光地になっていました。現在のタムダオ

は自然環境のみならず建築的文化遺産の宝庫で

あり、保存され、もっと広く知られるべきです。

　タムダオの地形は険しい坂や断層などがあり

複雑です。そのため、この地域で新たに開発計

画を立てる際自然環境の地形と調和するように

慎重に考慮されるべきです。建築的遺産の建物

の中でも、公共施設やホテルは老朽化している

ものが多く、修復される必要があります。現状

のままだと全体的な景観が損なわれています。

タムダオの再開発を計画する際、再開発区域内

のみならず周辺の地域も配慮します。この計画

の目的は観光スポットをつなぎ、タムダオへの

旅を都会から静かで健康的な自然環境へいざな

い、いつも違った雰囲気や気分を味わい、いろ

いろな地域をめぐるわくわくできる旅に変身さ

せることです。それには代表的な５つの区域が

あります。：スピリチュアルゾーン、松林ゾーン、

住宅地ゾーン、リゾートゾーン、そして亜熱帯

森林ゾーンです。

　まず、スピリチュアルゾーンには保存すべき

寺院が点在します。そこは山を登る観光客にとっ

て魅力的な場所となり、幸せな運気を感じたり

伝統建築を楽しむことができます。

　次の松林ゾーンではフランス人によって植林

され、山を本格的に登り始める印象的なスター

ト地点が現れます。このため松林は目印として

機能できるようにきちんと守る管理方法が必要

であり、建物を建てることが禁止されています。

道路の安全設備が改修される程度に留められて

います。具体

的には電線や

IT 線などが松

林の景観を邪

魔しないよう隠され埋められています。

　次は地元住民の住まいがある住宅地ゾーンで

す。このゾーンは神秘的な雰囲気の個別建築物、

軽量な建材で建てられたバンガローや小規模戸

建の建造物のみ許可することが条件とされてい

ます。大きなホテルなどは建てることができま

せん。この地域は近郊農業やエコツーリズムを

売りにすることで現在農業やホテル業を営んで

いる住民の収入を確保できることが求められて

います。このゾーンで使用できる建材は煉瓦、

石や木材など天然素材で、屋根は赤い瓦で勾配

のあるものが基本です。

　リゾートゾーンは計画区域の核としてフラン

ス風に「アルチチュード・スタツィオン（Altitude 

Station）」と命名されました。ホテルや公共空

間が多いゾーンで中心の庭園はコミュニティや

観光客にとってより快適な空間になるように再

編成され、新たな設備を採用する新デザインに

なります。たとえばホテルとこの中央庭園をつ

なぐ歩行者階段を新しく設置する予定です。歴

史ある建造物は修復され都市計画・観光客の旅

程に組み入れられ、街の景観をよくするために

ランドマークとなる凝ったデザインの建物も新

築されます。実用性の高い現代的なデザインを

通してフランス植民地時代の文化遺産を再発見

し、古き良きフランス流「生きる喜び（Joie de 

vivre ）」を復活させるのです。

　最後は亜熱帯森林ゾーンです。ハイキング用

地としての魅力を増すために自然環境に合った

テーマのコースを開発することが計画されてい

ます。現在の景観を保存するため、新しく建築

物を建てることは禁止され、昔フランス人が開

拓したルートを活かす形で森林のハイキング

ルートが設置されます。

　

観光地タムダオの開発計画
ヴ　ソン　フイ（ベトナム）
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　2014 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、次の企業及び関係者の皆様

からご支援とご協力をいただきましたことを、深く感謝申しあげます。

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 　　　　　　　　　　　    五苑マルシン株式会社

株式会社アトリエ安藤忠雄                         株式会社サンケイビル

阿倍野センタービル株式会社                       サントリーホールディングス株式会社

エスアールジャパン株式会社                 　    積和不動産関西株式会社

大阪ガス株式会社　　　　　　　　　　　　　　     積水ハウス株式会社

大阪商工信用金庫                                 株式会社錢高組

株式会社大林組                                   大光電機株式会社

株式会社奥村組                                   株式会社竹中工務店

株式会社カナオカ機材                             東西建築サービス株式会社

がんこフードサービス株式会社                     株式会社パソナグループ

関西石材株式会社                                 阪急電鉄株式会社

関西電力株式会社                                 阪急不動産株式会社

近畿日本鉄道株式会社                             廣田証券株式会社

株式会社クボタ                                   プライミクス株式会社

株式会社クマシュー工務店                         平和不動産株式会社

株式会社クマヒラ                                 株式会社間口

株式会社くれおーる                               株式会社矢動丸プロジェクト

株式会社鴻池組大阪本店                           レンゴー株式会社

協力企業・関係者
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コーディネーター                              アシスタント

（ディスカッション・京都スタディーツアー )              （ディスカッション・京都スタディツアー）

グンタ ニチケ                                 エスター ツォイ

建築家、M.R.T.P.I                      　　　 ハーバード大学 建築修士号　

東アジア建築都市研究所 所長　　　　　　　　　 京都精華大学 講師

　　

ホームステイボランティア

上田　早苗 　　　　　　　       堺　宏範　　　　　　　　　　島岡　てるみ

中野　友里　　　　　　　　　　　伏見　章子　　　　　　　　　山瀬　好彦

和田　洋子　

　　　　　　　　　  　                          

語学ボランティア (関西ミニウイングス )

青島　行男 　　　　　　　       沖野　真　　　　　      　　今　卓彌

五島　信明　　　　　　　　　　　杉山　守久　　　　　　　　　外山　純

中井　郁子

協力団体

大阪府　　都市整備部、住宅まちづくり部及び府民文化部の職員

近畿大学　文芸学部　教授　岡本　清文、　教授　内藤　能

　　　　　芸術学科造形芸術専攻及び英語コミュニケーション学科学生の皆さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( 敬称略・５０音順 )
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