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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 23 回目を迎えました。今回

で 19 カ国・地域から 209 名を招聘し、建築を志す優秀なア

ジアの若者にとっては、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お礼申しあげます。

　今年度から新たに、大阪府職員との都市計画等についての

ディスカッションや、近畿大学建築学部大学院生とのワーク

ショップをプログラムに加えるとともに、昨年度に引き続

き、安藤建築のエッセンスの集約された瀬戸内海の直島を訪

問し、私も研修生と思い出に残るひとときを過ごすことがで

きました。また今年度も 43 名という多くの応募をいただ

き、これからも人気が高まっていく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れば幸いです。

　　　　　　　　　　　 2016 年３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、アジア諸国に居住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、韓国、中国、ネパール、バングラデシュ

　フィリピン、ベトナム

研修期間

　2015 年９月 25 日（金）～ 10 月 23 日（金）（29 日間）

研修生受入先

　大阪府、大阪府内建設会社（４社）及び近畿大学

　 ・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



4 

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 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 年 日本芸術院賞受賞

1995 年 1995 年度プリツカー賞受賞

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

　　　　東京大学特別栄誉教授

主な作品

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

1988 年 GALLERIA【akka】 大阪市

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）　直島町

1994 年 大阪府立近つ飛鳥博物館 河南町

2000 年 淡路夢舞台 淡路市

　　　  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 大阪狭山市

　　　　司馬遼太郎記念館　東大阪市

2002 年 兵庫県立美術館 神戸市

        国際こども図書館 台東区

        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 神戸市

2004 年  地中美術館 直島町

        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） 渋谷区

        パラッツォ・グラッシ ヴェニス

2007 年  21_21 DESIGN SIGHT 港区

2010 年  チャスカ茶屋町 大阪市

2012 年  上方落語協会会館 大阪市

2013 年　ANDO MUSEUM 直島町
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行程 月日 曜日 対応者 宿泊先

9月25日 金

9月26日 土

9月27日 日 自主研修

午後：大阪府研修

9月29日 火

午前：受入企業オリエンテーション 受入企業/OFIX

10月1日 木

10月2日 金

10月3日 土 ホストファミリー宅

10月4日 日

10月5日 月

10月6日 火

10月7日 水 近畿大学/ＯＦＩＸ

10月8日 木 ウェスティンホテル淡路

10月9日 金

10月10日 土

10月11日 日

10月12日 月

10月13日 火

10月14日 水

10月15日 木

午後：安藤忠雄氏表敬訪問

10月17日 土

10月18日 日

10月19日 月

10月20日 火

10月21日 水

10月22日 木

10月23日 金

修了式・懇親会

研修生帰国（関西国際空港）

10月16日 金
午前：受入企業研修

　 自主研修

安藤忠雄氏建築物視察（淡路夢舞台・本福寺）

安藤忠雄氏建築物視察（ベネッセアートサイト直島）

シティルートホテル

　 自主研修

受入企業研修
受入企業

受入企業研修 受入企業

ホームステイプログラム

ホストファミリー交流会

シティルートホテル
ディスカッション

グンタ　ニチケ氏
エスター　ツォイ氏

京都スタディーツアー

英語プロジェクト

午前：府庁表敬訪問・大阪ディスカッション

大阪府・OFIX

大阪府研修

9月30日 水

企業研修 受入企業

行　　　　　　事

研修生来阪(関西国際空港）/オリエンテーション

シティルートホテル

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）

　

9月28日 月

研修日程
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ビマラ　クリシュナ　

チャイタンヤ

（バンガロール・インド）

CnTArchitects

建築家

シャブナム　ムスタファ

（ダッカ・バングラデシュ）

BRAC

建築家

ソニー　パンデイ

( カトマンズ・ネパール）

トリブバン大学

大学院生

ニーニョ　アンへリコ　

マンセーラ　リカルド

（ケソン・フィリピン）

フィリピン大学ディリマン校

建築家

タン　バオパン

(上海・中国）

上海市建工設計研究院

建築家

ホン　リー　ユン

(ホーチミン・ベトナム）

フローレンス　デザイン　

アカデミー

大学院生

フィトリ　アマリア　

プラバワティ

（東ジャワ・インドネシア）

BENSLEY

建築家

ユン　ヒ　ジョン

(ソウル・韓国）

シドニー大学

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　　　　

・株式会社大林組　　　　　　　　　　　　　  フィトリ　アマリア　プラバワティ（インドネシア）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・株式会社錢高組　　　　　　　　　　　　　  シャブナム　ムスタファ（バングラデシュ）

・株式会社竹中工務店　　　　　　　　　　　  ユン　ヒ　ジョン（韓国）

・大和ハウス工業株式会社　　　　　　　　　　ホン　リー　ユン（ベトナム）

安藤忠雄氏表敬訪問・その他の行事　          ビマラ　クリシュナ　チャイタンヤ (インド）

ディスカッション・京都スタディツアー　　　　タン　バオパン（中国）

英語プロジェクト～近畿大学～　　　　　　　  ソニー　パンデイ (ネパール）

安藤忠雄氏建築物視察（淡路島～直島）         ニーニョ　アンへリコ　マンセーラ　リカルド

                                            （フィリピン）

Ⅱ　研修レポート
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　昨年度に引き続き、来日したばかりの８名の

研修生を迎え、９月 28 日及び 29 日の２日間大

阪府によるプログラムを実施しました。竹内副

知事表敬訪問、大阪のプロモーション、大阪府

都市整備部及び住宅まちづくり部による大阪の

都市戦略や耐震対策についての講義を行いまし

た。それに加え、本年度は、北船場の近代建築

視察や、府職員とのディスカッションの時間を

新たに設け、大阪のまちづくりについて、より

研修生のニーズに沿った、包括的な学びの場と

なりました。

 １日目、研修生は大阪府咲洲庁舎を訪れ、竹

内副知事に表敬訪問を行いました。副知事から

は「大阪は国内外から広く親しまれ、魅力あふ

れる都市空間の創造に取り組んでおり、その魅

力を感じてほしい。また、研修からさまざまな

刺激を受け、今後の仕事や研究に役立つ新たな

知見を多く得ていただきたい。」と挨拶があり

ました。次いで、研修生を代表して、ネパール

研修生から、研修への抱負や大阪の滞在で楽し

みにしていることについてスピーチがありまし

た。

 表敬訪問の後、府職員から大阪府の概要、大阪

万博からの継承、府の地球温暖化対策について

英語でプレゼンテーションがあり、大阪の魅力

発信やエネルギー政策について学びました。研

修生は、滞在中に訪れたい場所や建物のメモを

取ったり、大阪の先進的な省エネ対策への取り

組みに熱心に耳を傾けていました。

 続いて、咲洲庁舎の制震装置模型や制震ダン

パー等の耐震設備を見学し、住宅まちづくり部

職員から説明を受けました。建物の耐震対策に

は研修生の関心も高く、技術や機能について多

くの質問が寄せられました。

 午後からは、都市整備部と住宅まちづくり部

職員から大阪の都市戦略、都市計画やインフラ

戦略について講義があり、大阪のまちづくりの

概要や取り組みについて学びました。戦後の郊

外住宅地の形成や、2000 年以降の都心回帰によ

る人口の推移に伴う都市空間の変化など、母国

とは異なった、大阪の状況や抱える課題に対し

研修生からは多くの関心が寄せられました。  

大阪府副知事表敬訪問及び大阪府研修
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 その後、現地視察として、北船場地区の近代

建築を歩いて見学しました。研修生は大阪市中

央公会堂、大阪倶楽部や北浜レトロといった近

代建築の歴史や現代にいたる経緯等についての

説明に熱心に耳を傾けるとともに、夕日に照ら

された美しい建物をカメラに収めるのに大忙し

でした。

 ２日目、引き続き咲洲庁舎で、都市計画の個

別事業（土地区画整理事業、市街地再開発事業

開発許可・建築確認）、グランドデザイン・大

阪、景観政策、木造住宅の震災対策の取り組み

についての講義が行われました。本年度は新た

に、自然や歴史文化遺産を保護し、まちなみを

活かしたまちづくりを進める景観政策や、木造

住宅の耐震補強をふまえた震災対策等、研修生

の関心を反映したテーマも設け、個々の事業に

ついて時間が足りないほど活発に質疑応答が行

われました。

 講義の後、府職員とのディスカッションの時

間が設けられました。「土地所有制度と民意反

映の仕組みについて」と「景観を保全するため

の取り組みについて」をテーマに自国の制度や

事例について発表した研修生からは、他国の

試みや姿勢について学ぶことができたと同時

に、府職員の意見を聞くことができ有意義で

あったとの意見が寄せられました。

　２日間と短い期間でしたが、翌日（９月 30 日）

からの企業研修に向け、大阪のまちのこれまで

の歩み、現代そして未来への取り組みや課題に

ついて、幅広い知識を身につけることができま

した。研修生は、その知識をもとに、その後の

企業研修や視察に臨むことにより、大阪のまち

や建築について理解を深めることができたよう

です。
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　株式会社大林組は、美しく再築されたダイビ

ル本館に入居しており、ネパールの研修生ソ

ニー　パンディさんと私は、企業研修を受けさ

せていただきました。

　１日目は驚きの連続で、こんなにも温かく迎

えていただけるとは思ってもみませんでした。

シニアスタッフをはじめ、私たちのお世話をし

てくださる若手スタッフまで、多くの皆さんが

私たちを迎えてくださいました。その後、東京

スカイツリーと、宇宙エレベーター建設構想に

ついての講義がありました。

　634 メートルの東京スカイツリーは中国の広

州塔を抜き、世界一高い塔です。2012 年の完

成までに、３年８カ月の年月がかかり、関東の

テレビ・ラジオの電波塔としての役割を果たし

ています。デザインは非常に緻密で、下から

上へ、三角形から円形へと変化を遂げています。

多くの地震に耐えてきた法隆寺五重塔が、構造

の主なアイデアとなっており、中心部にコンク

リートコア、油圧ダンパーが設置され、地震

が起こると、ダンパーが地震エネルギーを吸収

し、塔を安定化します。鉄構造フレームは日本

の各地で製造され、現場に運ばれた後、ひとつ

ひとつ溶接されました。建設のアイデアに

は、デザイン、現場、スケジュールやその他

の問題が考慮されているだけでなく、測定や位

置識別のためのデジタル技術も駆使されていま

す。

　宇宙エレベーター建設構想は、2050 年を目途

に、地球と宇宙を効果的に往復するためのアイ

デアです。地球の発着地は海上に設置され 

地球の動きや、宇宙の状態（宇宙の塵や太陽フ

レア等）にも対応できるよう、カーボンナノ

チューブでできたケーブルが開発されました。

複雑な計算と、コンセプトデザインがこのプロ

ジェクトのために考案されましたが、その複雑

さゆえ、それらの研究は現在も進行中とのこと

です。その構想に私たちは驚きを隠せませんで

した。そして「可能だと信じれば、実現するこ

とは可能なのです。ですから、私たちはできる

と信じなければなりません。」という、発表者

の方の言葉にさらに感銘を受けました。

　研修では、私たちは設計部に配属され、私た

ちの母国の文化を紹介する博物館の設計をデザ

インプロジェクトとして発表するという課題が

与えられました。２日目には京都にある実際の

現場を２か所訪れ、それぞれの可能性と問題に

ついて学びました。特に京都では、デザインへ

の規制があることを知りました。その後、この

課題に関連して、京都国立博物館を訪れました。

新しい建物と古い建物が共存していることが、興

味深かったです。

 ３日目から６日目までの４日間は、構造設計部

門と設備設計部門の方々とプロジェクト完成の

ための話し合いが行われました。実際に遂行さ

れるプロジェクトではないにもかかわらず、問

企業研修：株式会社大林組　
フィトリ　アマリア　プラバワティ（インドネシア）　
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題に対しての話し合いがあり、本物のプロジェ

クトの時のように、真剣に取り組んでください

ました。７日目は私達の成果発表の日でした。

緊張しましたが、プレゼンテーションはうまく

終えることができ、皆さんからの質問や提案は、私

たちのデザインを広げ、豊かにしてくれるもの

でした。建物の存在価値は、周りの自然や社会

環境にどれだけ配慮したかで決まるという意見

が心に残りました。

　９日目と 10 日目は、視察に出かけました。ま

ず、豊中市立文化芸術センター、大阪城そして

あべのハルカスを訪れ、次の日、阪急淡路工事事

務所、大阪港そして海遊館を見学しました。

　豊中市立文化芸術センターは現在、株式会社

日建設計と大林組の２社共同で建設が進められ

ています。地域のイベントや展示のための大小

の劇場、ギャラリー、オープンスペースが設け

られ、カフェも併設されます。より良い音響の

ために、劇場内部を覆う木材の壁は、少しずつ

ずらして設置されています。また、用途によっ

て使い分けることのできる、スライド式のステー

ジが採用され、座席にも観客が心地よく座るた

めのデザインが取り入れられる等の工夫がなさ

れています。

　次に、1931 年に再建された大阪城を見学しま

した。天守閣の外見は本来の姿が再現されてい

ますが、内部は近代的なつくりなのには驚きま

した。

 最後に、あべのハルカスに向かいました。あべ

のハルカスは商業ビルで、日本で最も高いビル

です。展望台から大阪港、京セラドーム大

阪、大阪城など、大阪を 360 度見渡すことがで

きました。

　次の日、阪急淡路工事事務所に向かいました。

２階建ての駅の建設工事が、過密な路線の合流

地点であるため、毎日電車が運行されていない

２時間半のみ行われていることに驚きました。

駅は常に稼働しているため、構造物は現在の駅

の隣の仮用地に設置されており、建設が終われ

ば、実際の場所に移されるそうです。

　その後、大阪港に向かいました。クルーズで

周ることで、周囲の橋、海遊館の全体像、そし

てユニバーサル・スタジオ・ジャパンの一部も

見ることできました。そして、最後に、海遊館

を訪れました。中央の大水槽では、サメやエイ

が泳ぎ回り、その美しい色にも感動しました。

　最後になりましたが、短い間でしたが、素晴

らしい経験をさせていただきありがとうござい

ました。現場やオフィスで、常に最良の結果の

ため働いていらっしゃる皆さんの姿勢に感銘を

受けました。労働倫理や、体系的、効率的そし

て公平に仕事を進めることについて、私たちは

これからもさらなる努力が必要だと再確認する

ことができました。
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　株式会社錢高組は 100 年以上にわたって、建

設業経営、国内及び海外建設の計画立案、デザ

イン、施工、都市及び海洋開発、不動産、工学

技術などのさまざまな分野に取り組んでいる日

本をリードする建設会社のひとつです。フィリ

ピンのニーニョ　アンへリコ　マンセーラ　リ

カルドさんと一緒に、錢高組で企業研修を受け

る機会が与えられました。研修の 10 日間、課

題に取り組み、建築基準法を学び、建設現場で

メモを取り、オフィスビルの設計に従事しまし

た。錢高組での経験は、デザインと視察という

２段階にわけられています。

　錢高組の研修で、研修生がデザイン課題に取

り組むのは、これまでの安藤プログラムで初め

ての試みで、どのような結果になるのか、社員

の方も私たちと同じように不安に思われていた

そうです。１日目にデザイン課題が示され、建

築現場をまわり、課題の準備をし、最終日に発

表するように指示されました。その後、錢高組

によって建設された建物と、現在建設中の建物

を紹介してくださり、それぞれにまつわるアイ

デア、哲学、課題などを知ることができました。

建物の機能を考慮したうえで、できるかぎりシ

ンプルな形にデザインすることや、周りの環境

に焦点を置き設計することなどが印象に残りま

した。

 

 私たち２人には、靱公園から徒歩 20 分、大阪

市中心部の一角に、オフィスビルをデザインす

るという課題が与えられました。デザインを始

める前に必要な書類をいただいて、都市景観や

周りの環境をどう考えるべきか、また日本の建

築基準法についても教えていただきました。私

たちの国、バングラデシュとフィリピンの建築

基準法とは大きく異なるため、とても参考にな

りました。このプロジェクトを完成させるため

に、６日間が与えられました。デザインの過程

全体を理解する時間がなかったため、できるだ

け早く建築基準法を理解し、それに基づいて、考

えをスケッチし始めました。毎日午後４時から１

時間の会議に参加し、設計部の方と一緒にプロ

ジェクトの進行状態について話し合い、企画立

案と３Ｄモデリングを同時に行いました。プロ

ジェクトの成果よりも、それまでの過程を重視

してくださり、たとえ、限られた時間内にプロ

ジェクトを完成できなくても、建築物を作るた

めのステップを、ひとつでも省略すべきでない

と、親切に励ましてくださいました。私たちの

コンセプトをモジュールでどう作り上げていく

かについてアドバイスをくださり、また疑問点

についても答えてくださいました。

 ９日後、私たちのプロジェクトを発表しまし

た。東京から設計部長がわざわざ私たちのプレ

ゼンテーションのために、大阪まで来てくだ

さったことを光栄に思いました。私たちのプロ

ジェクトの基本的なコンセプトは次のとおりで

す。

シャブナム　ムスタファ

　十字路に位置するため、歩行者がどんな視点

から見ても鋭角がはっきり見えるようにデザイ

ンしました。道路を走る車からは、まるで建物

が回転して見えるような流れのある設計にしま

した。

企業研修：株式会社錢高組
シャブナム　ムスタファ（バングラデシュ）
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ニーニョ　アンへリコ　マンセーラ　リカルド

　積み重ねられた石が持つ優れたバランスと独

特の形を真似たことで、建物の圧迫感を軽減す

るように設計しました。

 視察は全部で３日間行われ、初日は大阪市内

を歩いてまわりました。まずは大阪市役所とそ

の周辺を訪問し、それから京阪電鉄なにわ橋駅

の出入口を訪ねました。この出入口が安藤忠雄

先生の設計だとは知りませんでした。それから

GALLERIA〔akka〕を見学しました。心斎橋周辺

にある他の商業ビルとは、大きく違う、興味深

い設計でした。午後は大阪駅とグランドフロン

ト大阪を訪れました。うめきた広場は、人と周

りをつなぐ開放的な広場で、ビジネスや娯楽な

ど、どのような場面にも利用することのできる 

憩いの場所だと感じました。

 ２日目は京都大学木津川本館新営工事作業所

を訪問しました。現地で鉄骨柱と鉄筋コンク

リートの複合構造、タイル・サッシ打込みの PC

外壁などの技術を見学することができました。

　最終日は、四天王寺を訪問してから、奈良へ

出発しました。奈良公園を散歩しながら、鹿に

エサをあげて、東大寺に向かいました。依水園

の、秋色へと変化する庭園は美しく、奥へ進め

ば進むほどに広がる世界は、まるで静けさのな

かに浮かぶ芸術作品のようでした。午後には

世界最古の木造建築物である法隆寺を訪れまし

た。建立 1400 年にもかかわらず、太陽に照ら

される宝石のようでした。観光案内所で、着付

けのイベントを開催していると聞いたので、幸

運にも着物を着ることができました。

 私たちは日本語を話せませんが、研修をとお

し、錢高組の皆さんと深い絆を築き、お互いの

ことを理解し合うことができました。たまに通

訳が必要ないくらい、日本語で話された内容が

わかる時がありました。短い間でしたが、錢高

組の皆さんと一緒に仕事させていただいたこと

に感謝します。
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 インドの建築家ビマラ　クリシュナ　チャイタ

ンヤさんと私は、株式会社竹中工務店に企業研

修のため配属されました。400 年の歴史をもつ

竹中工務店は、神社や寺院建設のための棟梁と

して始まり、現在は国内だけでなく、世界中に

プロジェクトをもつ、世界規模の会社です。竹

中工務店のデザイン、エンジニアリング、建設力

そして経営力は世界中で認められています。

 大阪本店をはじめて訪れた時、建物からは重厚

感と安定感が強く感じられました。込み合う御

堂筋の交差点に位置する落ち着いた色のタイル

や、きれいに並んだ窓からなる堂々とした建物

が、それから 10 日間私たちを迎えてくれました。

10 日間という短い期間では、プロジェクトの全

工程に関わるのは難しいということがわかって

いたので、全体は無理でも、プロジェクトの過

程に関与できたらと望んでいました。私は日本

の技術や効果的なプロジェクトの進め方だけで

なく、竹中工務店の社風について学びたいとい

う希望を伝えました。

 私たち２人は、杉本さん、戸田さん、丸子さん

にチューターとしてご担当いただけることにな

りました。みなさんのご指導に感謝しています。

３人のおかげで、多くの部署から構成される、大

企業の仕組みについて理解することができまし

た。

　  

 竹中工務店では、部署間の混乱を避けるため、厳

格な規律とルールが設けられ、それによって効率

よく仕事を進めることのできる環境が整えられ

ています。研修中、設計部の方々が、デザイン

への受け答えをしたり、クライアントや建設担

当者など他部署の方々と、冷静で前向きな姿勢

で協力的に仕事されていることに気づきました。

 研修の一部として、デザインワークにはじま

り、安藤忠雄先生や竹中工務店の手がけた建築

物の視察、そして音響設計テストの見学等、貴

重な機会を得ることができました。設計部の中

には、建物の種類により、8 つのグループがあ

り、私はホテル（ホテルと併用している建物を

含む）を扱うグループ７に配属されました。チャ

イタンヤさんは、住宅を扱うグループ３に配属

されました。

 私のチューターは、私の希望を聞き入れてくだ

さり、那覇市のホテルデザインプロジェクト

そして神戸市の百貨店、文化施設、オフィ

ス、最上部のホテルから成る複合施設のデザイ

ンについて、初期段階から関与させてください

ました。

企業研修：株式会社竹中工務店

ユン　ヒ　ジョン（韓国）　
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　まず、このプロジェクトを理解するため、コ

ンセプトや目的についての話し合いから始

め、次に、クライアントの要望に応えるた

め、最も適切なイメージや雰囲気を探るための

リサーチへと進みました。デザインの方向性を

確認するための話し合いが繰り返し行われまし

た。特に、他部署との調整やバランスを保つた

め、チーム内での協力は不可欠で、重要だとい

うことがわかりました。言葉が違うなかでのコ

ミュニケーション、違った職場環境を理解し働

くことは大きな挑戦でしたが、それ以上に貴重

な学びの経験となったことに感謝します。

  

　

　

 研修中には、多くの視察が予定されていました。

視察を通して、建設現場の様々な建設段階、仕

上がりや資材について学ぶことができました。

日本で一番高い建物のあべのハルカス、そして

天王寺公園の見学では、デザインコンセプトか

ら完成までの、全過程について学ぶことができ

ました。どちらも、利便性と多目的用途を見事

に実現したデザインがなされています。

 その他、現在建設中の南堀江のマンションの見

学では、日本の住環境や、文化、生活様式と建

設の様々な段階について学びました。特に、地震

等の自然災害対策としての地下耐震設備には感

銘を受けました。

　研修を通して、日本の職場環境を知り、新た

な人脈を築きあげることができただけでなく、自

身のデザインスタイルや、プロジェクトを最大

限効率的に進めていくスキルについて学ぶこと

ができました。お世話になった竹中工務店の皆

さんに感謝の意を表したいと思います。
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　中国の研修生タン　バオパンさんと私は、大

和ハウス工業株式会社で 10 日間の企業研修を

受ける機会に恵まれました。１日目は大和ハウ

ス工業の歴史、哲学、会社概要について学びま

した。創業者の石橋信夫相談役が、1955 年に大

和ハウス工業を創設し、台風の経験をもとに鉄

パイプでできた「パイプハウス」を開発された

お話には感銘を受けました。その後、本社で講

義があり、会社の規模に改めて圧倒されました。

本社の建物のなかには緑がいっぱいあり、社員の

皆さんが心地よく仕事できるように、最新技術が

いたるところに活かされていました。機能性だ

けではなく、環境をしっかり考えた素敵な建築

設計のデザインだと思いました。社員の皆さん

はとても熱心で誠実で、そのような前向きな姿

勢が、会社の成功につながるのだと感じました。

 ２日目は最高の１日でした。この日は HAL や

PARO などのロボットについての講義を聞きま

した。それらのロボットは、高齢者や障がい者

の生活をより豊かにするためにデザインされた

ものです。大和ハウス工業では、会社の利益で

はなく、社会の利益を最優先しており、この価

値観が成功の鍵だと思います。人々により良い

暮らしを提供するために、社員は努力を絶や

さず、それぞれの知識をわかち合うべきだと唱

えられました。講義後、住宅設計と集合住宅設

計について学ぶ機会があり、耐震対策が強化さ

れたΣ構造の住宅や独身女性向け防犯配慮型賃

貸住宅から、細部へのこだわりを見ることがで

きました。最後に、海外事業に関する講義があ

り、外国へ投資をする前に、その国の法律、文

化、知識の３つの要素を把握すべきだと学びま

した。

　奈良にある総合技術研究所での３日間の研修

では、Σ構造をはじめ、高断熱ガラス、耐火シ

ステム、スマートハウス、アグリキューブ、垂

直のガーデン、防音技術、材質試験、太陽電池

パネル、ユニバーサルデザインなどについて学

びました。それらの技術は、環境保全などに貢

献する優れたものだと思いました。大和ハウス

工業では、人にも環境にも優しく、人々がより

良い暮らしを送れるように、さらに質の高い技

術の開発が行われています。この３日間で得る

ことのできた情報や技術を、将来母国で活かせ

ればと思います。

 

　また、大阪マルビルの大阪第一ホテルを訪問

し、縁化事業についての講義がありました。こ

の計画は安藤忠雄先生の考えに基づき、環境に

優しく、しかも芸術的でより多くの顧客を引き

付けるような外観を目指しています。さらに、

お客様の希望を参考にしながら、短期間で住

宅をデザインするためのソフトウェア、DREAM 

PITT の使い方を学びました。このソフトウェア

の便利さと使いやすさには驚きました。以前

は、設計の専門職の人でなければ、住宅計画や

3D デザインを作成するのは困難でしたが、この

便利なソフトウェアで、簡単に作図することが

でき、スピーディーにお客様に提案することが

できるので、世界中に広がればよいと思いまし

た。

企業研修：大和ハウス工業株式会社
ホン　リー　ユン（ベトナム）　
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　企業研修の間、伝統的な建築物から現代建築

まで様々な建築デザインを見ることができまし

た。現代建築住宅の新たな２つのモデルである

Xevo Σ（耐震のΣ構造）と Xevo Granwood（木

造住宅）展示場を見学しました。この住宅は自

然光を採り入れ、安全、心地良さを重点に、洗

練されたデザインで設計されています。その

後、安藤忠雄氏設計の兵庫県立美術館に向かい

ました。特に光と影の対比が印象的で、忘れら

れない経験となりました。また、奈良工場で

プレハブ住宅の製造過程を見学しました。手作

業による職人技と、ロボットの繰り返し動作の

共同作業という効率的なプレハブ工法によ

り、高品質な製品が生み出されています。

　現代建築物のほかには、東大寺と大阪城を訪

れ、日本の職人技と伝統建築が印象に残りまし

た。東大寺で一番驚いたのが大仏です。大仏が

当時どのように効率的に、美しく造られたかに

ついて学びました。東大寺はとても大きく魅

力的な寺院で、奈良ではとても穏やかな時間を

過ごすことができました。最後に、大阪城を訪

れました。大阪城の土台は石で作られ、ピラ

ミッドの形になっているため、とても頑丈で

大地震にも耐えられるとのことです。建設時

敵や震災から守るための知恵や技術が多く生み

出されました。城内では、豊臣秀吉の人生、金

の茶室、そして侍についての展示を見て回りま

した。侍の刀や鎧を初めて見ました。現代の日

本人が今でも伝統を重んじるところがすばらし

いと思いました。

　大和ハウス工業の皆さんのおかげで、たくさ

んの知識と技術について学ぶことができました。

この研修で得られた知識を母国の発展に活か

し、貢献できるように全力を尽くしたいと思い

ます。
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 日本に到着した日は、あわただしく過ぎまし

た。ほかの研修生と初めて会い、プログラムや

滞在についてのオリエンテーションがありまし

た。新しい国での、これからの１か月が待ちき

れませんでした。幸運なことに、最初の土曜日

に、大阪府内の安藤忠雄氏建築物視察が予定さ

れていました。

安藤忠雄氏建築物視察

　その日はまず近つ飛鳥博物館を訪れました。

研修生の多くは、これが初めて安藤先生の建築

を実際に目にする機会となりました。近づくと

まるで自然のなかで、瞑想している修行僧のよ

うな、厳粛なたたずまいで、一目見ただけで私

の期待を超えるものでした。安藤事務所の方が

ガイドとして同行してくださり、博物館のデザ

インと建設について説明してくださいました。

遊園地を訪れた子供のように、じっくり時間を

かけて博物館を見学しました。それぞれ空間が

独自の特性を持ち、そのつながりが物語のよう

に展開していくようで、圧倒的でした。建築の

形や表情は、内部の展示を見学し、日本の伝統

におけるその意義を学んだことで、明確に理解

できました。まるで、周りの丘や木々のように

建物が太古の昔からその場所にあったように感

じました。

　

 次に、狭山池博物館を訪れました。博物館に入

る前に、水庭で滝が流れ始める時間にちょうど

到着できたのはうれしい驚きでした。博物館は

日本の灌漑土木技術について展示しており、建

物には展示への細かい配慮が感じられました。

次に、私たちはデザインや建設の細部に目を向

けました。一番感動したのは、建築の意図が

構造と機能性とうまく調和し、実現していると

いう点でした。

　最後に司馬遼太郎記念館を訪れました。他の

２つの博物館と比べると、小ぶりですが、とて

もユニークな環境でした。込み合った住宅地に

位置し、作家の実家のとなりの庭に建てられて

います。彼の所蔵本が収められた巨大な本棚が

日本で最も愛されている作家のひとりである司

馬遼太郎の精神を反映しています。１日中写真

を撮ることに忙しかった私には、館内での撮影

が禁止されていたこの記念館では、より建物を

感じることに集中することができました。

　

安藤忠雄氏表敬訪問・その他の行事
ビマラ　クリシュナ　チャイタンヤ（インド）
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安藤忠雄氏表敬訪問

 OFIX から合格通知を受け取ったその時から

私たち研修生が一番の楽しみにしていたのが

安藤先生と先生の事務所でお会いできることで

した。研修が始まって３週後に表敬訪問が行わ

れました。私たちはそれまでに、多くの安藤先

生の建築を見学し、多くの日本人と交流し、日

本の風習などについて理解していたので、先生

の事務所を訪れた時にはお聞きしたいことが多

くありました。

　安藤事務所のスタッフの方々は、とても親切

に、事務所の見学をさせてくださいました。事

務所内の書籍、モデル、興味深い品々や、事務

所で働く方々を見ることができ光栄でした。先

生は突然私たちの目の前に現れ、運命の瞬間が

訪れました。先生の満ち溢れたエネルギーが

私たちにすぐに伝わり、背筋がピンとのび、一

瞬にして雰囲気が変わりました。

　アジアの建築家の役割、より優れた建築家に

なるためにすべきこと、資料、知識、そして選

択について、先生の考えていらっしゃることに

ついて話してくださいました。地政学や、各国

への見解にも触れられました。私たちのために

選び、サインしてくださった著書をいただきま

した。今後も大切な宝物となることでしょう。

先生への訪問は怒涛のごとく終わりを告げまし

た。言うまでもなく、一生の思い出となる刺激

に満ちた経験となりました。

ホームステイプログラム

　日本滞在の主な目的は、日本の建築やそれを

支える技術について学ぶことですが、深く理解

するためには、日本人の精神や風習について学

ぶ必要があり、ホームステイプログラムは重要

な役割を果たしています。この経験から私たち

研修生は実際に日本人として生活する珍しい経

験をする機会に恵まれました。週末をホストファ

ミリーと過ごしたことで、違った角度から日本

人の普段の生活や価値観について垣間見ること

のできた貴重な経験となりました。ホストファ

ミリーの皆さんが、心から私たちを迎え、日本

への窓口となってくださったことに心温まる思

いです。
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1 ディスカッション　

　ディスカッションプログラムは「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

に行われました。コーディネーターはグンタ　

ニチケ先生と、アシスタントのエスター　ツォ

イ氏で、ニチケ先生から「京都 - “保存”と“再

生”～ 4 つの時代をとおして　社会とまちづく

りの観点から～」についての講義がありました。

　第２部として、研修生のプレゼンテーション

がありました。最初の発表者は、インドのビマ

ラ　クリシュナ　チャイタンヤさんです。グ

ローバル化そして、いわゆるグローバル環境に

対応するには、初めにそれを認識し理解する必

要があると述べました。そのなかで、インドの

持続可能な再生方法について紹介しました。

　２人目の発表者はネパールのソニー　パン

ディさんで、環境、社会、経済の３側面を紹

介しネパールのネワール地域の「グティ制度」

を再生と保存の例として取りあげました。

　３人目の発表者はインドネシアのフィトリ　

アマリア　プラバワティさんです。タイトルは

「ジュラー村　伝統か、モダンか？」で、伝統

的な本来のデザインを修復することで、村を保

存している、バリ最古の伝統的な村のひとつを

紹介しました。

 ４人目の発表者は、韓国のユン　ヒ　ジョン

さんで、韓国ではこの課題について、最新の技

術を持って取り組んでおり、新ソウル市庁と清

渓川の都市再生事業の２つの最新の事例の詳細

について発表しました。

　５人目の発表者は、私タン　バオパン（中国）

で、２０世紀に姿を消してしまった伝統的な古

来の村の姿を今でも残している、西逓村と宏村

について紹介しました。道路、建物、装飾や複

雑な水路をもつ独自の住宅様式は文化遺産に指

定されており、人と自然が融合したまちづくり

の例です。

　次の発表者は、フィリピンのニーニョ アン

へリコ　マンセーラ　リカルドさんで、ユネス

コから、高度な文化保護と建築遺産物を脅かさ

ずに、人口増加に対応する絶え間ない努力に対

し世界遺産の管理における最優良事例として表

彰されている、ビガン市について紹介しました。

　７人目の発表者はバングラデシュのシャブナ

ム　ムスタファさんで、近年の異なる様式の建

築について触れました。ダッカの北西に位置す

る、ディナジプルと、南西にあるバングラデシュ

第２の都市であるチッタゴンです。再生の目的

は、過去を復活させることだけでなく、未来へ

の準備を行うことであると述べました。

ディスカッション・京都スタディツアー
タン　バオパン（中国）
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 最後の発表者は、ベトナムのホン　リー　ユン

さんで、ハノイ旧市街の保護と、伝統的な家屋

の利点を現代建築物にどのように活かすことが

できるかについて発表しました。建築は国

文化や大きく言えば文明を形成する最も重要な

要素のひとつであると述べました。

（詳細はⅢ ディスカッションレポートをご参照くださ

い。）

２　京都スタディツアー

　翌日、私たちは京都を訪れました。京都は

緑の柳の木が並ぶ、青緑色の石が敷きつめられ

た道を、着物姿の女性が歩いているような、と

てもロマンチックな場所だと、私は常々思いを

めぐらせていました。地下の駅から出て、京都の

中心に到着した瞬間、興奮を隠しきれませんで

した。京都の中心を流れる鴨川には多くの橋が

架かっており、ニチケ先生はその歴史について

話してくださいました。祇園白川沿いに進み、古

い建物や景観を楽しみながら歩き始めました。

白川地区はとても美しく、静かで、着物をきた人

や、結婚式の写真を撮る人なども多くいました。

　枯山水庭園は、日本独特でとても特徴的だと

聞いていたので、私は、南禅寺方丈庭園を訪れ

るのを楽しみにしていました。枯山水庭園は禅

宗寺院に多く見られる、水のない庭園様式です。

岩と砂が、自然の景色を表現しており、例えば

白い砂は川、海、雲を、石は山や滝を表現して

います。枯山水庭園は日本の伝統的庭園様式の

ひとつであり、私たちは庭園を眺める木の廊下

に座りながら、禅の心に触れることができまし

た。それはまるで、日本の美しい旋律に耳を傾

けるかのようでした。

　その後、私たちは、京都の生活文化と工芸に

触れるため「無名舎」を訪れました。登録有形

文化財に指定されている表屋造りの町屋で、京

都の風土や気候にあわせて作られています。伝

統的な家づくり、畳の部屋、格子窓、家具や中庭

を見学しましたが、どれも美しく印象深いもの

でした。

　最後に京都駅を訪れました。京都駅の巨大な

ガラスに覆われた吹き抜けの空間は、京都のま

ちの特徴である、碁盤の目を取り入れたデザイン

で私たちはその壮大さに圧倒されました。

　時間は瞬く間に過ぎましたが、8 名の研修生

で過ごした思い出が消えることはありません。

多くの人に出会い、多くの場所を訪れ、学びの

多い１か月でした。
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　10 月７日に近畿大学東大阪キャンパスで実施

された英語プロジェクトは、近畿大学の皆さん

と私たち研修生の英語による交流プログラムで

す。近畿大学は西日本に６つのキャンパスを持

つ、日本でも有数の総合大学で、メインキャン

パスである東大阪キャンパスには、全 14 学部

中８学部が設置されています。はじめに、文芸

学部英語コミュニケーション学科の皆さんから

大学の紹介がありました。その後、キャンパス

ツアーに連れて行ってくださり、各学部の建

物、デザインスタジオ、ワークショップ室、研究

室、教室や、英語村Ｅ３[e-cube] を見学しました。

打ち解けた雰囲気の中、大学の特徴や学生生活

などの話を聞くことができました。

　午後から行われた、建築学部大学院生とのワー

クショップでは、建築学部の１階にある、現在エ

ントランスギャラリーとして使用されているガ

ラスの空間のデザインアイデアについて話し合

いました。「ガラスの中の茶室」をテーマに、か

つて千利休が自由な発想で独自の空間を作りあ

げたように、ガラスで囲まれ、床はコンクリー

トでできたこの空間を「形、空間、素材、機

能性、現代性」の５つのキーワードを扱いなが

ら自由に発想し、デザインを提案するというも

のです。デザインする際、利用方法、空気の流

れ、素材、アクセス、周りの景観などについて

も考慮しなければなりません。

 参加者からは、日本建築にみられる、材木、竹

枯山水等の要素を取り入れた空間をデザインし

たものや、伝統的な茶室のデザインを取り入れ

たもののほか、ハンモックやブランコがおかれ

たリラックス空間や、水などの自然要素を取り

入れた空間など、創造的なアイデアによる全く

違うコンセプトを打ち出したデザインなど、多

岐多様なアイデアのプレゼンテーションがあり

ました。

 各プレゼンテーション後のディスカッション

により、コンセプトやアイデアをより理解し

また、疑問を明らかにすることができました。

和やかな雰囲気で、誰もが様々な意見に興味深

く耳を傾けていました。

 次に、研修生の考えやビジョンを映し出し

た、空間デザインについて紹介します。

 フィリピンのニーニョ　リカルドさんは、あ

わただしいキャンパスのなかで、休憩し、元気

を補充できる、「蓮のゆりかご」と名付けられ

た、８つのハンモックが設置された睡眠のため

の部屋を提案しました。

 バングラデシュのシャブナム　ムスタファさ

んはただ座り、通り過ぎる人を眺め、何もしな

い時間を提供する空間を生みだす場所をデザイ

ンしました。

 インドのクリシュナ　チャイタンヤさんは、学

生が様々な用途に使用できる、自由で、流れる

ような曲線のデザインの「瞑想の部屋」を提案

しました。

英語プロジェクト～近畿大学～
ソニー　パンデイ　（ネパール）
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 また、研修生の中には、日本の伝統的な文化か

ら影響を受けたデザインを提案したものもいま

した。例えば私ソニー　パンディは、日本の茶

室をモデルに、学生がお茶を楽しむとともに

茶道の展示も学ぶことのできる部屋をデザイ

ンしました。

 韓国のユン　ヒ　ジョンさんは、自分自身と向

き合い、お茶と共に心の安らぎを見つける旅に

出るという意味で「旅の融合」と題された空間

を提案しました。

 ベトナムのホン　リー　ユンさんは、草、人

木から構成される「茶」の漢字からインスピレー

ションを得たデザインを打ち出しました。

 インドネシアのフィトリ　アマリアさんは、建

築学部のプレゼンテーション、展示やニュース

ルームとして利用できる空間をデザインしまし

た。

 中国のタン　バオパンさんはビジネス交渉と休 

息の場を提案しました。空間を自由に分離し

高低差を持たせることで、別々の機能を持つ空

間を作りあげました。

 

　また、近畿大学の学生の皆さんからも、日本

建築や茶室の要素をうまくデザインに活かした

アイデアが多く提案されました。畳や障子など

の伝統的な素材を活かし、光と影、明と暗、静

と動や隙間の使い方を、効果的にデザインに取

り入れた、モダンで芸術的な空間には深い感銘

を受けました。心を落ち落ち着かせる空間、待

合室や読書スペース等、忙しい日々の生活のな

かで、学生が求める空間が提案されたのも印象

的でした。私達研修生は、学生の皆さんの発表か

ら日本の文化や建築について、より深い知識を

得ることができました。

 実際に大学を訪れ、学生の皆さんと様々な意見

や考えを交換することのできるこのプログラム

はとても興味深いものでした。ディスカッショ

ンやプレゼンテーションを通して、コミュニケー

ション能力を高め、同じ建築を専門とする学生

と交流することができました。ひとつの課題に

対し、違う独創性、考えや見解をもった参加者の

デザインへの取り組み方への違いや共通点につ

いて知ることができた有意義な機会となりまし

た。
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　淡路島と直島での安藤忠雄氏建築物視察

は、プログラム中の数々の視察のなかでも最も

すばらしい経験のひとつとなりました。

１日目　淡路島

　この日、安藤事務所の２人のスタッフの方に

ガイドとしてご同行いただき、まず初めに本福

寺を訪問しました。日本の伝統的な建築形式と

は全く対照的な構造は、静かでのどかな場所に

ある周りの建物のなかで際立っています。本福

寺には、導かれるような細い道をたどっていか

なければなりません。入口にたどりつくと、目

の前にそびえる力強い長方形のコンクリートの

壁が訪問者を迎えてくれます。それは、壁の後

ろにある、謎に包まれた寺院を覆い隠していま

す。造られた道によって、訪問者をある１点に

導くようにデザインされているのです。

　楕円形の蓮池とその下に広がる水御堂は、こ

の大きなコンクリートの壁の裏に隠され守られ

ている秘密のようです。安藤先生の時間を超え

た独創的なデザインビジョンを感じることがで

きます。楕円形の蓮池の中央からドラマチック

に降る階段は、私がこれまで経験した中で最も

素晴らしいアプローチのひとつでした。シンプ

ルな形やひとつの道筋を体験させるようなデザ

インは、訪問者の心を奪うものです。

 蓮池の下に広がる本堂は伝統的な形式で作ら

れており、仏像が置かれ、馴染み深い仏教寺院

と同じ雰囲気を醸し出しています。回廊を歩く

と、背後から降り注ぐ太陽の光が、朱色の木の

格子を貫き、なんとも詩的に周りに光を拡散さ

せています。

　地下にある寺院からの帰りの登り階段は、寺

院のなかでの体験をとおし、自分が再生されて

いくかのような経験でした。狭い２つのコン

クリートの壁に覆われた道筋から見上げた空

は、いっそう自然と周りの環境に感謝の念を呼

び起こさせるものでした。

　本福寺を訪れた後、淡路夢舞台へと向かいま

した。この広大な施設は以前埋め立て地であっ

たため、今の緑で覆われた姿は、まるで自然へ

の賛美のようです。施設は、主にホテル、温室

や公園から構成されています。

　美しい幾何学模様の建築は、訪れる者を施設

へ惹きつけます。迷路のような、軸が交差した

道では迷子になってしまいそうです。コンク

リート、ガラス、そして貝殻が、まるで建築の

楽園のような淡路夢舞台を作りあげています。

広大な施設内のコンクリート建築の間を流れる

「貝の浜」を埋め尽くす１００万枚の帆立貝の

貝殻は、１枚１枚手作業で敷き詰められていま

す。

安藤忠雄氏建築物視察（淡路島～直島）
ニーニョ　アンへリコ　マンセーラ　リカルド　（フィリピン）
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　安藤先生の自由なデザインは、百段苑や幾何

学模様の人工的に作られた建築に垣間見ること

ができます。様々な花が、コンクリートででき

た花壇の行列に植えられています。コンクリー

トのモニュメントがいたるところにみられ、訪

問者の目を無限大に楽しませます。上の花壇か

ら滝のごとく流れ落ちる水のごう音は本物のよ

うでした。ここでしかできない特別な体験をす

ることができました。

２日目　直島

　翌日淡路島を出発し、直島へと旅を進めまし

た。この美しい島には、クロード・モネ、ウォ

ルター・デ・マリアやアンディー・ウォーホル

といった芸術家の作品を収める美術館がちりば

められています。

　フェリーに 20 分乗船し、直島ではまず初めに

ANDO MUSEUM を訪れました。改装された古民家

には安藤先生の代表作の模型や図面などが展示

されています。コンクリートの壁は木造の外観

のなかに隠され、改装された古民家が周りの景

観と見事に調和しています。光と影の動きが安

藤建築に代表される、一体感を生み出していま

す。

　次にベネッセハウスミュージアムを訪れまし

た。広い中庭と空間がこの美術館の主な建築の

特徴ですが、美術館内に展示されている驚くべ

き芸術品から、スポットライトを奪うようなこ

とはありません。ミュージアムにはカフェも併

設されており、アート空間を十分に堪能するこ

とができました。

　最後に見学した地中美術館が、私の一番のお

気に入りとなりました。この美術館は直島の山

の景観のなかに完全に溶け込んでおり、建物と

して定義しづらいものです。建物と空間が、三

角形、四角形、長方形といった最も基本的な形

によって力強く定義されています。その３つの

形によってできた常設のアート空間は、訪問者

の心を奪います。光、影と広さによって演出さ

れた、現実離れした空間は私の五感を刺激

し、それは、礼拝に訪れる場所のような静けさ

でした。まるで、美術館が人間の自由な思考を

呼び起こし、感情を刺激する間、意識が地球か

ら一度離れているような感覚を呼び起こします。

　短くも素晴らしい２日間の淡路島、直島の視察

では、安藤先生の広大な地域を観光地として発

展させるための貢献、そして芸術の進歩へ向け

る情熱のスケールの大きさを感じることができ

ました。この２つの島の安藤先生の建築は、現

在そして未来へと続く、先生の偉大な才能の生

きた証しのように感じられました。
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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５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」と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

トを要約したものです。

  目次

・持続可能なグローバル環境における再生と保存    ビマラ　クリシュナ　チャイタンヤ（インド )   

  インドの場合   

          

・持続可能なグローバル環境における再生と保存    ソニー　パンデイ（ネパール )

  ネパールの場合　      

        　　　 

・ジュラー村　伝統か、モダンか？                 フィトリ　アマリア　プラバワティ（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　　ユン　ヒ　ジョン（韓国）

　韓国の場合      

                   　　　　　 

・安徽省の古代住宅　　　　　　　　　　　　　　　タン　バオパン（中国）

・ビガンを見つめ直して：持続可能な遺産保存　　  ニーニョ　アンへリコ　マンセーラ　リカルド

  政策の概略 　　　         　　　　　　　　　　(フィリピン）　        

                     

・持続可能なグローバル環境における再生と保存    シャブナム　ムスタファ（バングラデシュ）

  バングラデシュの場合               　　　　 　　　

　　　　　　                    

・ハノイの古民家：未来の建築の手本　　　　　　　ホン　リー　ユン（ベトナム）
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　インドで暮らしていると歴史を感じざるを得

ません。豊かな歴史が、美術、建築、文学、韻

文や戯曲など伝統的な芸術を育んできた我々の

自己認識や個人、コミュニティー、そして国家

としてのアイデンティティの中枢なのです。同

時に、我々にはこの遺産を、次世代に残す義務

もあるのです。インドでは 90年代初頭に経済を

開放したため、大量の資金や企業が海外から進

出しました。しかし、急速な経済成長とそれに

助長された街への圧迫が原因で、営利のための

建設や都市の乱開発が横行し、古来の建物やコ

ミュニティーは解体されました。グローバル化

の名のもとで、歴史あるまちなみが破壊さ

れ、無関心のために古代からの集落はアスファ

ルトジャングルに陥りつつあるのです。

　　　　　　

　グローバル化された世界の実態を無視した

り、気づいても享受できないでいると、グロー

バル化の恩恵にあずかるどころか苦しめられる

コミュニティーが増えてしまうのです。

　そのため、グローバル化もしくはグローバル

環境に対応するための第一歩は、その現象を認

識し、理解することです。このことをふまえ

て現在インドでは様々な方法で再生が行われて

います。

　

 政府やその執行機関はインドの遺産を保存　

し、持続可能な形で再生させるうえで重要な役

割を担っています。計画方針や開発の規制が遺

産の存続を左右するのです。保存するにはまず

記録化、地図作成や遺産の分類が必須です。空

間の特徴や建築物の調和を保つなどの複雑な対

応は方針を決定する機関から十分な力添えがな

いと不可能です。そこで草の根レベルで、地元

住民に密着して理解を促し、彼らが直面してい

る現状に対する認識を持ってもらう必要があり

ます。インドの多くの集落は古代から継続して

人が住んでおり、時代や様式の区別がない居住

環境があります。このような場合は保存の対象

となる個々の建築物を選別することは至難の業

です。これらの建築物の多くは民間で所有され

ており、まだ人が住んでいます。持続可能な保

存の方法として直接民間から遺産施設に投資す

る方法もあり、現にインド全体でこの手法が採

用され、成功例も多くみられます。

　グローバル化はアイデンティティや帰属意識

の境界線があいまいな混沌とした状態を招きま

す。乱開発や無規制の成長の時代には都市空間

が劣化することもあるのです。都市環境で人々

が心地よく暮らすためには、保存の認識を培う

ことが重要です。私たちはインドの都市の未来

のあり方について優先順位を改めないといけま

せん。グローバル化と正しくつきあい恩恵を

しっかり享受しながら、私たちと次世代のため

によりよい環境が実現できるように工夫するこ

とが必要なのです。

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

ビマラ　クリシュナ　チャイタンヤ（インド）
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　開発・都市化が急速に進むなか、環境の持続

可能性を考慮することは不可欠です。国によっ

て美術や建築、文化や信仰、建国からの歴史や

発展の原理が異なるため、持続可能な環境を創

出するアプローチも異なります。しかし、アプ

ローチや手法が異なっていても、持続可能な環

境の創出という目標は共通しているのです。

　国連の環境と開発に関する世界委員会（別名

ブルントラント委員会）は、持続可能な開発を

「将来の世代のニーズ実現の可能性を損なうこ

となく、現在のニーズを満たすことができる開

発である。」 と定義しています。

 持続可能性は環境、社会、経済の３側面から

捉えることが主流です。社会・経済面は人類の

発展に関連しますが、環境の持続可能性は利用

可能な天然資源を、環境の劣化を招くことなく

正しく消費し、配分することにかかっています。

持続可能な環境とは、質の高い生活を長い年月

維持することができるかに主眼が置かれていま

す。

 

 社会面での再生と保存の好例としてネパール

のネワール人コミュニティーの「グティ制度」

が挙げられます。グティのネットワークはカー

スト内の父系家系に基づき、伝統や慣習が代々

受け継がれてきました。礼拝、神輿車の巡回

宴会の催しや葬列など用途によって違うグティ

が組まれています。もともとグティが生まれた

のは共同生活を送り、生計を立て生活を保障し

共通の目標のために協力し合う必要があったか

らです。世代の異なる人々がグティの活動に積

極的に参加し、次の世代に情報を伝えていくこ

とで、グティが社会・文化面の価値観を再生

保存する機能を担い、文化を保存しながら新し

い発想を取り入れ、現状の至らない点を改善す

るうえで重要な役割を果たしているのです。

 現在ではほとんどの新築建物は鉄筋コンク

リートが基本であり、現代的なデザイン・外観

を採用しています。新しい建物を建てる際にも

色々な工夫や建築技術を用いて、伝統建築の保

存や持続可能な環境への問題に対処するため　

まちの雰囲気を壊すことなく、伝統的な外観も

維持されるべきだと考えます。

　　　 

　　

　　

 　　

　

 2015 年４月 25 日の大震災はネパールの多く

の歴史的建築物や文化遺産に被害をもたらしま

した。解体が必要な建物も多くあり、これは新

たな建設の機会でもあります。特に重要な建物

については保存と再生において「よりよい復興

（BBB ＝ Build Back Better)」にこだわる必要

があるでしょう。

持続可能なグローバル環境における再生と保存　ネパールの場合

ソニー　パンデイ（ネパール）　
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第 1期計画（2013 年）以前の住居様式

　ジュラー村はバリ州北部のブレレン県に位置

し、バリ・アガ（先住民）の定着よりも古い

バリ最古の村の１つであり、様々な社会的ア

イデンティティを持っています。言語にはカー

ストの区別がなく、soroh と呼ばれる父系の家

系を重視せず、村の外では祈らず、カウィタン

（最初にバリに移住した開祖）を命名せず、シ

ヴァ神と心を通わせたり（nyiwe rage）、１日

３回行われるヒンズー教の祈りトリ・サンディ

ヤ（Trisandya）を唱えたり礼拝（kramaning 

sembah）もしないなどの特徴を持ちます。葬式

は日が暮れる前に行われるものであり、ガベン

（Ngaben）と呼ばれる火葬の形式をとってはいて

も、実際には火を使ってはいけないことになっ

ています。祈るときに線香や花を供えたり結跏

趺坐（ヨガの座法）したりせず、宗教施設とし

て石碑や寺院を建てたりもしません。住居では

数世帯が居住区域を分けて同じ家に住み、扉

は Rurung （表通り）に面した正門しか持ちませ

ん。建物は上層（Luan）と下層（Teben）に分か

れており、先祖を祭る廟（Sanggah Kemulan）聖

なる物を祭る祭壇（Sanggah Misi）、祈祷者室

（Bale Jajar）、裁縫室（Bale Jait）、寝室（Bale 

Meten）、六本柱の間（dan Bale Sakenem）など

の部屋は上層にあり、台所（paon）と猪肉の貯

蔵庫（badan celeng）のような部屋は下層に割

り振られています。人工の煉瓦や粘土が壁に

また建材として、ヤシの繊維、編み竹や木材が

用いられています。このような特徴から、ジュ

ラー村は文化保存の観点から特に注目に値する

のです。

　

 そこで、政府はジュラー村保存計画を策定し

ました。第１期（2013 年）には、 正門（Angkul-

angkul）を新建材で修復（漆喰塗料、石材、屋

根にはトタンを使用）、表通りに斜道やゴミ箱

街灯等の設備を整えました。

　しかし、これは本来の様式とは異なるもので

あり、バリ最古の伝統的な村としてのジュラー

村のアイデンティティ、そして本来の村の姿は

みることができなくなりました。住民は清潔感

があり、モダンな見た目を推進する計画を支持

していますが、水資源がなくなったことで働き

盛りの住民がオレンジ栽培を諦め、職を求めて

村から出ていくことになりました。若い働き手

の欠如はさらに機織り産業の復興に大きな打撃

を与えました。機織り機自体が家具に作り替え

られて珍しくなっており、原料不足のため、職

人が村の外へ原料を求めて出ていかなくてはな

らなくなったのです。

　これらの課題をふまえ、次のことを提案した

いと思います。それは、村を本来通りに修復し

設備を改善するだけでなく社会面・文化面の価

値を高めることです。伝統的なジュラー村の本

来の姿、つまり伝統家屋、表通り、公衆浴場、コ

ミュニティー・センターなどの物理的なインフ

ラを修復するのです。非物理的な側面では、文

化資産のリストを作成し、まちおこしを根づかせ

コミュニティー内組織構築を援助し、文化力を

高め、村を広く社会にアピールできるようなイ

ベントを開催することです。

　保存とは、古いものを抹消し、新しく開発し

ながら伝統的な建物の要素として形だけを保持

することなのでしょうか。それとも実物をその

まま残すことなのでしょうか。建築はしばしば

私たちの過去、現在、未来を旅するタイムマシ

ンにもなりえるものです。そして、伝統建築は

昔の暮らしを思い出させることもできるのです。

過去の建物を残しながら、現在や未来の街を創

ることこそ理想なのだと考えます。  

フィトリ　アマリア　プラバワティ　（インドネシア）

ジュラー村　伝統か、モダンか？
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1910 年～ 1945 年 2000 年 現在

　現代社会では、世界中のほとんどすべての

人々がグローバル環境における持続可能性の課

題に直面し、影響を受けています。地球温暖化

など思わぬ弊害がもたらされて、住民も環境の

現状に気づき、将来にむけての活動を始めてい

ます。このため、世界中の様々な産業において

エコな再生をめざすデザインが提案されていま

す。ここでは新ソウル市庁と清渓川都市再生事

業を取り上げ、最先端で斬新な技術力を駆使し

問題に対応した例を紹介します。

   

　左下の写真はソウル都心にある、伝統、歴史

や未来が入り混じった、斬新な建設方法による

現在の市庁です。市庁のデザインは、現存する

歴史・文化遺産（全面にルネサンス様式を取り

入れた、石造りの旧市庁）を保存しながら現代

的な空間を融合させています。敷地の歴史的価

値を大切にしながら未来にむけて持続可能性を

意識しているのはもちろん、地上や地下空間の

実用的な連絡や、保存された建物の独創的な使

用方法を生み出しました。この新しいデザイン

のおかげでこの場所を都会の公共空間と交通網

の接点にすることができました。また、ソウ

ルの新たな顔として現代社会における文化的重

要性を体現しているのです。

　また、建築家は天候に合わせて快適な住環境

をつくった先人の知恵が詰まった伝統的な韓屋

（Hanok）に見られる庇（Cheoma）の形態・用途

からヒントを得ました。建築家はこの伝統的な

要素を評価し、理論を踏襲しただけでなく現代

の空間に合うように再解釈したのです。同時に

持続可能性を意識し、環境に優しく省エネル

ギーを実現できる構造でもあります。このため

新ソウル市庁はソウルの過去、現在、未来をつ

なぐ最も持続可能なプラットフォームであり、保

存目的の１つにもなっている、あらゆる世代や

多種多様な文化に対して、開放的で温かいおも

てなしを広く提供する、環境にやさしい空間と

なっています。

　以前施行されたプロジェクトである清渓川都

市再生事業も、持続可能な都市再生開発プロ

ジェクトの韓国一の成功例として世界の注目を

浴びました。清渓川はソウル都心を流れる小川

であり、漢江の支流ですが、1960 年代後半に

は持続可能性や環境にやさしい構造を考慮せ

ずその時のニーズのみに着眼した開発が行われ

ていました。車両の増加に対応するため、重々

しいコンクリートの高架道路（清渓高架道路）

とデッキを設置するために小川を埋めてしまっ

たのです。結果として、この小川は 2002 年まで

葬り去られた歴史でしかありませんでした。そ

の年持続可能性の観点から小川が復元されるこ

とになり、その自然美がソウル市民に披露され

たのです。同時に、行政は高架道路により南北

に分断されていたソウルの街のつながりを高め

ることも目的としていました。そこでソウル市

は高架道路を解体し、約６km の歴史的な小川の

復元工事に着手したのです。高架道路・デッキ

解体工事で出た鉄、コンクリートやアスファル

トなどの建材すべてが再利用され、さらに持続

可能な事業となりました。

  

 

　この２つの事業は計画が熟考されたデザイン

と持続可能な方法で歴史・文化遺産を保存する

ことに成功しました。雰囲気を一新しつつも、現

在私たちが直面するグローバルな持続可能性の

課題に実践的な解決策で取り組み、持続可能な

設備や高度な技術で人々をもてなすことで、人

間と環境の共存の模範となっているのです。

持続可能なグローバル環境における再生と保存　韓国の場合

ユン　ヒ　ジョン（韓国）
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安徽省の古代住宅

タン　バオパン　（中国）

 安徽省の古代住宅は文化遺産を守る重要性を

説明する好例です。西逓村と宏村は、20 世紀に

姿を消した中国古来の村の姿がそのまま残って

おり、道の様式、古い建物や装飾物、そして伝

統的な水道の設備が備わった住宅はすべて独特

の文化遺産となっています。

1　壮観で優美であるだけでなく、安全面にも 

   配慮した建築様式

 古代の住宅は広々とした中庭を中心としてレ

イアウトされています。建物は白い壁と灰色の

瓦でできており、遠くから見ると屋根も古ぼけ

ていて地味に見えますが、この馬頭壁の白と灰

色を基調とした配色は背後の美しい田園風景に

調和していて、安穏で快い印象を与えます。特

に日光や風雨にさらされた壁は風化し、渋みの

ある、歴史の重さを感じさせる重厚な美しさを

放っています。この古代の住宅は住居とその他

付属建造物に 2 分され、それぞれ別の用途を持

ちます。典型的な中庭式住宅として閉鎖された

様式ですが、宋朝以前の玄関・寝室が一列に並

ぶ様式に比べて見栄えがよく、実用的で安全で

す。馬頭壁は防火壁としての役割に加え、芸術

的な側面も有しています。また、防火力だけ

なく、その独特の様式は古代中国の職人が誇っ

た建設技術の高さを証明しています。

2  「人間と自然の調和」をコンセプトに掲げた

    環境に優しい庭園様式

 「人間と自然の調和」のコンセプトや庭園様式

は、徽州の古代からの住環境デザインが目指し

てきた特徴・目標であり、「人間と自然」はま

た中国哲学における人と自然の関係性の視点で

もあります。安徽省でも、住環境を美しく建設

し「人間と自然の調和」のコンセプトを庭園風

の様式に投影することで心身の健康を保ち、生

活や美的センスの水準を向上させてきました。

 住宅のなかで

最重要視され

る小さな中庭

は庭園に似せ

てあり、地面

に緑の石版を

敷いたり、色

とりどりの石版で模様が作られています。大き

な中庭の場合は築山、池、花壇、盆栽や様々な

花で装飾されています。中庭を囲む壁のはざま

飾りに溝を掘れば引水することもできます。中

庭は年中水が流れ、魚が泳ぎ、花が香りを放つ

魅力的な場所として、住人の目を楽しませます。

3　全体の計画を通して、現地の状況に合った

   生物工学を重視

　宏村は早くも 15 世紀から生物工学の理論に 　

則って設計及び建設されたといえます。宏村は

上から見ると黒い牛が山河の傍らに横たわって

いるように見えるのでしばしば牛型の村と形容

されてきました。先人の知恵が活きた村の水資

源利用のおかげで産業用水、生活用水や防火用

水が使いやすく、村の気温や環境が快適に調整

されてきたため、牛の形をした村と古代の村人

が考案した人工の給水システムはまさに建築史

の不思議の１つと呼べるでしょう。
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　フィリピン・イロカンディア地方の都である

ビガン市は、植民地時代の古都を革新的に保存

した例だといえます。スペイン植民地時代の

古い建材で建てられた街は数世紀を経た今で

も、その魅力やかつての栄光を保持してきまし

た。現代社会の技術や方法を用いて過去を肯定

的にとらえ、未来に向けて発信しているといえ

ます。

 1999 年にユネスコの世界遺産に登録されたビ

ガン市は、今も遺産保存の手本として知られ

2014 年に新・世界七不思議に選ばれました。

　ビガン市の都市計画は、スペイン王室が植民

地を対象に施行したインディアス法に基づいて

います。インディアス法の 141 ヶ条などはスペ

インの植民地の統治者であった総督などの責任

者が、その管轄地で都市計画を行ううえでの基

本方針でした。

　ビガン市都心部のレイアウトは、政府機関

ローマ・カトリックの大聖堂と中央の広場が中

心となっています。都心の中枢の行政や宗教の

施設を囲んで、有力なフィリピン人やスペイン

人の屋敷が広がっていました。これらの屋敷は

「Bahay-na-Bato」（「石の家」の意）と呼ばれ

スペイン植民地時代では全国のどの街にもあっ

たものです。民家の構造要素には地元の石材や

木材が用いられ、窓や部屋の仕切り壁などの内

装に、貝殻や色がついたガラスが用いられまし

た。

　長年の継続的な開発に伴い、現代生活を支え

る新しい建物を建設するために多くの古い民家

が取り壊されました。しかし、先祖代々暮らし

てきた古い民家の所有者のなかには、家の建築

物としての価値を認め、建物の原型を変えず

家の寿命を延ばそうとした住民もいました。

 先祖代々の民家を維持するために、これらの

居住者が支援を求める声は国家行政を通じて地

方行政に届けられました。ビガン市の民家を救

うために法令、市の条例や地元のプロジェクト

が発足したのです。これらの取り組みのおかげ

で、それまでのどかな古都でしかなかったビガ

ン市は、フィリピン屈指の観光都市に変貌を遂

げることができたのです。

 さらには、建築遺産を脅かすことなく、高水

準な文化保存基準の維持と、人口増加に対応す

る都市再開発を継続して行ってきたことが評価

され、ビガン市は 2012 年に再度ユネスコから

世界遺産の管理における最優良事例として、表

彰を受けました。

 

 ビガン市を最優良事例として認めるかどうか

審査した際、ユネスコは基準 9 ヶ条を掲げまし

た。地方自治体はこれらの条件に応えて、次の

とおり、成功した試みや政策を発表しました。

･継続した文化マッピング

•利害関係者のワークショップ、計画過程の透

　明性向上のための住民意見交換会

•歴史的な都心や緩衝地域を指定し、都市の価　　

  値を保護

•都市の建築様式にあうように開発事業を規制

• 国の歳入から定期的に市へ配分支給（南イ

  ロコス州の予算の１%）

•観光客及び住民の文化的意識向上のため、伝

　統的な街の祭りを継続 

• 環境の定期的な現状確認と市の天然資源保全

　このようなビガン市の再生と保存の成功事例

は、ビガン市を保存と進歩の手本にしようと取

り組みを推し進めた、地方自治体の強い意識と

住民の積極性の賜物と言えるでしょう。

ビガンを見つめ直して：持続可能な遺産保存政策の概略  

ニーニョ　アンへリコ　マンセーラ　リカルド　（フィリピン）
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　現在私たちはグローバル化について、それぞ

れの異なる体験や地理的条件があるにもかかわ

らず、誰もが同じように理解している、と考え

がちです。今こそ多彩なグローバル化観に刺激

を受けて保存の慣習を見直すべきです。

 都市化や近代化が進むにつれ、バングラデシュ

の建築を左右するものは、気候、宗教や文化から

現代の多様な生活様式に変化してきました。国

の経済的発展と世俗性が建築に大きな影響を与

えているのです。

 バングラデシュの建築はムガル朝のイスラム建

築、テラコッタ ( 素焼）の寺院美術、インド・

サラセン復興様式を経て、モダン建築の時代に

移り変わってきました。ダッカの北西に位置す

るディナジプールと、南東に位置するバングラ

デシュ第２の都市チッタゴンの、近年の異なる

２つの建築を紹介します。

ディナジプール / ルドラプール村の Meti 学校

 この手作り学校は伝統的建設方法と建材を用い

て４か月で建設されたいままでにない新しい建

物です。建築家は、現地の人々の可能性を引き

出しながら、既存の建設方法を改善して、持続

可能な建築を目指したそうです。しかし、現地

の条件や気候に合わたデザインであるため、バ

ングラデシュの他の地方で再現することは困難

です。

チッタゴン /チャンガオンモスク

 チッタゴン港の近くに位置するこのモスクは

典型的なモスクの役割を果たす目的で設計され

ました。礼拝の場所であると同時に、コミュニ

ティーの交流の場でもあり、建築家は典型的な

モスクの不可欠な要素を見極め、新たなフォル

ムを与えました。地元の慣習や伝統に根付いた

空間でありながら、フォルムでモダンさを巧み

に表現した好例です。

ダッカ

 ダッカには 1610 年から 1717 年まで続いたム

ガル王朝の遺産である寺院、モスク、要塞、墳

墓や橋が残っています。イギリス植民地時代に

は新たな地域に新たな機会が生まれ、行政、教

育や商業の拠点としてダッカは栄えました。こ

こ 15 年間でポストモダンなアプローチが出現し 

建築の融合も起こっています。デザイナーたち

はダッカのかつての姿を保存することをより意

識するようになりました。

 保存・持続可能性とグローバル化の対立は技術

ではなく文化の問題です。本質的には私たちが

これまでどのように暮らしてきたか、そしてこ

れからどう暮らしたいか、が重要なのです。こ

のような時代での保存の目的は、単に過去の状

態に戻すのではなく、未来に備えることも含ま

れないといけません。新たな疑問や現状に合わ

せて古い考えを改めて組み換えるのです。建築

保存で知られる建築家ジョン・アイフラー氏は

街や建物が明日の水準に満たなければいずれ淘

汰されてしまうと述べています。そうなると国

民や政策立案者はこのようなものに貴重な財源

を割く意義を疑問に思い始めます。まさに「保

存主義者は絶えず自分を作り替えないと恐竜の

ようになってしまう。」とはこのことです。

持続可能なグローバル環境における再生と保存　バングラデシュの場合

シャブナム　ムスタファ（バングラデシュ）
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　修復前　　　　　　　　　　　　　　修復後　　　　　　　　　　　　　　　　

１　ハノイの旧市街

　千年前の李朝（1009 年 -1225 年）時代、ハノ

イの城下にいた職人たちが都心に集まって商業

地区を設けたことが旧市街の発端です。貿易や

商売のため、彼らの住居は店舗と作業場を兼ね

ていました。ところが、1975 年以降、古民家が

劣化し、改造されはじめました。そこで、ハノ

イ人民委員会が 1999 年にフランスのトゥールー

ズ市議会と協力して、ハノイ旧市街保存・再生

事業を発足させたのです。

2　マーマイ 87 番地の旧家

　この家は住居兼店舗として 1890 年ごろに建て

られました。1999 年に修復され、現在では研究

や観光の対象となる典型的なベトナム伝統家屋

で、玄関が道に面したベトナム古来の「チュー

ブハウス」と呼ばれる様式です。全面積が 157.6 

㎡で、奥行きが 28 m あり、奥より正面の方が小

さくできています。このように後ろが大きいの

はベトナム文化において富や繁盛を呼びよせる

縁起のよい構造だとされており、中の間取りも

伝統的なベトナム式で、前から第１居住空間

第１中庭、第２居住空間、第２中庭、台所、お

手洗いの順に配置されています。小さな庭園が

ある２つの中庭は自然光を採り入れ、換気をす

るための工夫です。

　この家に 1975 年から 1999 年の間に住んでい

た５家族は中庭を潰したり、木材の上からコン

クリートを被せたり、本来の木造階段を撤去し

てコンクリートにしたり、奥に３階建ての小屋

を建てたりして家を改悪したため、ひどく劣

化し本来の姿が歪められ、危険な状態となって

しまいました。研究調査の後、1999 年に建築家

がコンクリートの階段や床を撤去し、必要に応

じて木材を修復したり替えたりしたことで、現

在ではベトナム古来の元の建築様式を取り戻し

ています。

3　新築の建物への応用

　伝統建築の様式は新築の建物にも応用されま

す。まず、コミュニケーションと憩いの場とし

ての中庭は、新鮮な空気で満たされ、空間を快

適にします。ハノイの住宅は密集していて狭い

ため、中庭の日光や新鮮な空気は住民にとって

重要であり、室内の湿度は外の湿度に比べて低

いため、カビの繁殖を抑えることができます。

中庭の換気機能や自然光は家のエネルギー消費

を節約するためにも役立ちます。

　そして、傾斜した屋根には２層の瓦が葺いて

あり、内側の瓦は平らで外側はウロコ瓦ででき

ているため、冬は暖かく、夏は涼しく保たれます。

内側の平らな瓦は断熱材としての機能を果たし

ており２層の瓦の間には風が通るように隙間が

設けられています。

　さらに、木造の耐久構造でできているため

夏場は涼しげで、冬には温かみを感じることが

できます。土レンガと石炭モルタルの壁は除湿

抗菌、防水の機能があり、ひび割れしにくいの

で耐久性に優れ、新素材よりも安全です。籐で

できた家具は持続可能で環境に優しく、丈夫で

柔軟性があり、作業しやすく、加工に多くの

道具や技術を要さないという利点があります。

　最後に、家の配色は木材の茶色、石炭モルタ

ルの淡い黄色や植物の緑色が使われています。

これらの色味も実は気温調整の働きがあり、ほ

かの色に比べて淡い黄色は退色しにくく、ベト

ナムでは富や権力を表しています。茶色や緑色

も大地の色として家庭に安定をもたらすとされ

ています。

　私たちが先祖から学ぶべき事柄は多く、自然

と調和の取れた暮らしや天然資源の効果的な活

用法を教えてくれます。技術が発達した現代で

は先人の知恵を保存するだけにとどまらず、新

たな技術とうまく組み合わせてよりよい環境を

築くことが重要なのです。

ハノイの古民家：未来の建築への手本

ホン　リー　ユン（ベトナム）
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　2015 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

株式会社アトリエ安藤忠雄        　　　　　　　サントリーホールディングス株式会社                 

阿倍野センタービル株式会社                    積和不動産関西株式会社  

エスアールジャパン株式会社                 　 積水ハウス株式会社

大阪ガス株式会社　　　　　　　　　　　　　　　株式会社錢高組　　　　　　　　     

大阪商工信用金庫                              大光電機株式会社

株式会社大林組                                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

近鉄グループホールディングス株式会社          阪急不動産株式会社

株式会社クボタ                                廣田証券株式会社　　　 　　　　

株式会社クマシュー工務店                      プライミクス株式会社

株式会社クマヒラ                              平和不動産株式会社

株式会社くれおーる                            株式会社間口  

株式会社鴻池組大阪本店                        株式会社矢動丸プロジェクト

五苑マルシン株式会社                          レンゴー株式会社

株式会社サンケイビル                                          

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          

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

　　

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の皆さん

   特定非営利活動法人関西ミニウイングス (語学ボランティア）

　  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

　 近畿大学　建築学部　 教授　  奥冨　利幸      教授　松本　明      准教授　垣田　博之

                      准教授　  戸田　潤也    准教授　松岡　聡        助教　會田　涼子

　　　　　　 文芸学部　 教授　  内藤　能

　　　　　　 建築学部大学院及び文芸学部英語コミュニケーション学科学生の皆さん

OFIX ホームステイボランティア

    井尻　誠 　　　　　　　      磯井　仁美　　　　　　　　堺　　広範

    島岡　てるみ　　　　　　　　 高柴　健一郎　　　　　　　伏見　章子

    森　　博　　　　　　　　　　 和田　洋子

OFIX 語学ボランティア

    高畠　育子　　　　　　　　　 辰巳　由香                柳生　貞子   

　　　　　　　　　  　                          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( 敬称略・50 音順 )
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