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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 24 回目を迎えました。今回

で 19 か国・地域から 217 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、その他関係機関及

び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。

　研修生は、府内や兵庫県淡路島、香川県の直島では数々の

安藤建築に、京都では日本の伝統的な建築物にそれぞれ実際

に触れることができました。また、大阪府で建築行政を担う

職員と伝統建築物や歴史的まちなみを活かした景観施策を

テーマとしたディスカッションを行うなど、意見交換や討論

をとおして、日本の建築や芸術への理解を深めたようです。

　この報告書が研修生のみならず、建築・芸術の分野で活躍

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。　

　　　　　　　　　　　 2017 年３月

　　　　　　　　　　   公益財団法人 大阪府国際交流財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　  理事長　小髙　將根
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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、出身国の建築

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

　インド、インドネシア、タイ、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

　2016 年９月 23 日（金）～ 10 月 20 日（木）（28 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　　　　

　・安藤忠雄氏設計建築物視察及び関西周辺の都市景観等の見学

　・大阪府による都市計画や法令等に関する講義や視察

　・近畿大学学生との建築ワークショップ

　・OFIX ボランティア宅でのホームステイ

Ⅰ　事業概要
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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 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

2014 年　21 世紀キリスト教会広尾チャペル　渋谷区

　　　　上海保利大劇院　上海

2015 年　国際子ども図書館アーチ棟　台東区

安藤忠雄氏プロフィール
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行程 月日 曜日 対応者 宿泊ホテル

9月23日 金 関空エアポートワシントンホテル

9月24日 土

9月25日 日 自主研修

午後：大阪府研修

9月27日 火

9月28日 水 近畿大学・ＯＦＩＸ

9月29日 木 ウェスティン淡路

9月30日 金 シティルートホテル

10月1日 土 ホストファミリー

10月2日 日

受入企業・ＯＦＩＸ

10月4日 火

10月5日 水

10月6日 木

10月7日 金

10月8日 土

10月9日 日

10月10日 月

10月11日 火

10月12日 水

10月13日 木

午後：安藤忠雄氏表敬訪問 ＯＦＩＸ

10月15日 土

10月16日 日

10月17日 月

10月18日 火

10月20日 木

平成28年度　大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業　研修日程

行　　　　　　事

研修生来阪(関西国際空港）/オリエンテーション

ＯＦＩＸ
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）

シティルートホテル
9月26日 月

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

近畿大学での建築ワークショップ

安藤忠雄氏建築物視察（本福寺・淡路夢舞台）

ＯＦＩＸ
安藤忠雄氏建築物視察（ベネッセアートサイト直島）

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

10月3日 月
午前: 受入企業オリエンテーション

受入企業研修 受入企業

自主研修

ディスカッションプログラム
グンタ　ニチケ氏

エスター　ツォイ氏
エルイン京都京都スタディツアー

　 自主研修

シティルートホテル

受入企業研修
受入企業

受入企業研修

10月14日 金
午前：受入企業研修

関空エアポートワシントンホテル
午後：修了式・懇親会　（シティルートホテル）

研修生帰国（関西国際空港）

受入企業

10月19日 水
午前：修了式発表準備 (シティルートホテル）

ＯＦＩＸ

研修日程
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ブラマニ　トリプラネニ

（ムンバイ・インド）

Sir Jamsetjee Jeejeebhoy 

College of Architecture

大学院生

イシカ　アリム

（ダッカ・バングラデシュ）

フリーランス

建築家

パリスタ　バラチャーナ

（ラリトプール・ネパール）

トリブバン大学

大学院生

キンバリー　アン　チン

タン -アファン

（マニラ・フィリピン）

フリーランス

建築家

ジャン　インイー

（上海・中国）

上海市建工設計研究院

建築家

ブ　アン　トゥアン　ミン

（ハノイ・ベトナム）

ハノイ建築大学

大学院生

モハマッド　ネルザ　

ムルキ　イクバル

(東ジャワ・インドネシア）

University College 

London 

大学院生

タニヤ　タパナンド

(バンコク・タイ）

ALL(ZONE)CO.,LTD

建築家

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

や学習したこと、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　　　　　　　　　　　　　 モハマッド　ネルザ　ムルキ　イクバル（インドネシア）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・株式会社錢高組　　　　　　　　　　　　　 キンバリー　アン　チン　タン -アファン (フィリピン）

・株式会社竹中工務店　　　　　　　　　　　 ジャン　インイー（中国）

・大和ハウス工業株式会社　　　　　　　　　 ブラマニ　トリプラネニ（インド）

安藤忠雄氏建築物視察・表敬訪問        　   イシカ　アリム（バングラデシュ）

建築ワークショップ～近畿大学～　　　　　　 ブ　アン　トゥアン　ミン（ベトナム）

安藤忠雄氏建築物視察（淡路島～直島）        タニヤ　タパナンド（タイ）

ディスカッション・京都スタディツアー     　パリスタ　バラチャーナ（ネパール）                                      

Ⅱ　研修レポート
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　本年度で３回目となる大阪府によるプログラ

ムを 9月 26 日及び 27日の２日間実施しました。

来阪したばかりの研修生８名は、竹内副知事の

表敬訪問にはじまり、大阪府の概要説明や、大

阪府都市整備部及び住宅まちづくり部による大

阪の都市戦略などについて講義を受けました。

また、万博記念公園及び千里ニュータウンの視

察や、府職員と景観政策についてディスカッ

ションを行う機会もあり、大阪のまちづくりに

ついて総合的に学びました。

　１日目、研修生は大阪府咲洲庁舎を訪れ、竹

内副知事を表敬訪問しました。副知事からは「大

阪の魅力を存分に体感していただき、大阪の

ファンになっていただきたい。そして将来にわ

たり、祖国と大阪をつなぐ友好の架け橋になっ

てほしい。」とメッセージをいただきました。そ

して研修生を代表して、民族衣装をまとったイ

ンドの研修生から、研修への意気込みや大阪滞

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や

1970 年に開催された大阪万博、そしてその跡地

にある大阪府民の憩いの場となっている万博記

念公園について英語でプレゼンテーションがあ

りました。万博記念公園への外国人観光客誘致

策について府職員が研修生に問いかけた場面で

は、アニメなど日本のソフトコンテンツの有効

利用や建築イベントの開催などのアイデアが出

されました。

　続いて、高層建築である咲洲庁舎の制震装置

模型や制震ダンバーなど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。

地震や台風対策への研修生の関心は高く、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、大阪の都市戦略や都市計画、そして土地

区画整理や市街地再開発事業について講義があ

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。研修生は、大阪府の戦後からの

発展や人口増加・流入に伴う街の変化、開発手

法に強い関心を持ち、熱心にメモを取り講義に

聞き入っていました。研修生からは、再開発事

業を行う際、自国では土地権利者との交渉が困

難でアドバイスを求める声もあり、府職員から

大阪府の事例などの説明がありました。また、

自国のニュータウン開発やその衰退に関連した

質問もあり、活発な質疑応答が行われました。

大阪府副知事表敬訪問及び大阪府研修
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　２日目の午前中は、現地視察として万博記念

公園を視察し、千里ニュータウンを車窓から見

学しました。太陽の塔や公園内のモニュメント

について、府職員より万博当時の様子も交えて

説明いただき、研修生は真剣に耳を傾けていま

した。当日は天候にも恵まれ、研修生は日本庭

園など公園内の美しい風景の写真撮影に大忙し

でした。

 午後は咲洲庁舎に戻り、開発許可・建築確認

制度や木造住宅の耐震の取り組み、そして景観

政策について講義を受けました。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

踏まえた震災対策など、研修生の関心を反映し

たテーマを設け、研修生が非常に意欲的に学ぶ

姿勢が見られました。

　その後、府職員と「伝統的建築物や歴史的ま

ちなみを活かした景観政策」をテーマにディス

カッションが行われました。まず、研修生は事

前に提出した自国の事例や課題を発表し、研修

生と府職員で質疑が交わされました。府職員か

らは、府内の取り組みとして、住民の理解を得

るべく住民参加型の空間整備を行った例や、地

域の自治会と協働での羊を活用した除草対策、

ユニークな不法投棄対策が紹介されました。研

修生からは、各国の景観政策について興味深い

ディスカッションができ、また府職員から直接

学ぶことができて有意義であったとの意見が寄

せられました。

　２日間と短い研修でしたが、研修生は大阪の

まちのこれまでの歩みや基礎的な法制度、そし

て進行中の様々な取り組みについて学ぶことが

できました。10 月からの企業研修や視察の基礎

となる知識を身につけるとともに、研修生は、

自国の発展を考えるうえでもとても有意義な学

びが得られた様子でした。
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　株式会社大林組は日本の５大建設会社の一つ

で、1892 年に大阪で大林芳五郎氏が創業しまし

た。今では日本のみならず海外でも広く事業を

展開しています。近年では、京都駅ビルや東京

スカイツリー、なんばパークス、グランフロン

ト大阪、TBS 放送センターなど、数多くの日本

のランドマークの建設に関わっています。本年

度の企業研修では、バングラデシュ出身のイシ

カ　アリムさんと私が大林組で研修を受けまし

た。研修では、「（仮称）大阪新美術館」の設計

課題を与えられ、また大阪や京都の建設現場を

視察しました。どれも想像していなかったよう

な素晴らしい体験で、日本の建築技術やデザイ

ンを精一杯吸収しようとした 10 日間でした。

　研修初日には、大林組の社員の方々から温か

いオリエンテーションを受けました。大林組の

会社概要や設計部の職員の方をご紹介いただい

た後、「（仮称）大阪新美術館」の概略設計の課

題について説明を受けました。「（仮称）大阪新

美術館」の概略設計は、実際に大阪市によって

コンペが実施され現在審査が行われているプロ

ジェクトだそうです。昼食後には、大林組歴史

館を訪問し、創業当初から 2050 年の宇宙エレ

ベーター建設構想といった未来のプロジェクト

までご説明いただきました。大林組のアプロー

チや基本理念、技術の歩みを学ぶことができ、

大変有意義でした。

　「（仮称）大阪新美術館」の設計課題では、私

たち研修生はそれぞれデザインを考案しまし

た。イシカさんは日本の伝統建築からアイデア

を得て、自然と建築の融合に焦点をおき、さら

に美術館の予定地である中之島エリアの歴史も

表現したいと考えました。中之島は以前、水上

輸送の主要拠点であり、水辺の憩いの場として

も賑わっていました。イシカさんはその歴史を

取り戻すような美術館を目指し、また多くの人

に来てもらい、水辺の憩いの場を再生したいと

考えていました。彼女はまず基準線と中心線を

周辺地形から引き、そこから美術館の基本的な

形を作り上げました。そして、周辺の自然や水

と美術館を融合させ、美術館を小さい日本に見

立て、島のようなデザインを作り上げました。

美術館には様々な方向からアクセスすることが

でき、島の周りの屋外展示スペースはボートか

らも楽しめます。また、コンクリートの美術館

に緑と水を取り入れることで自然豊かな環境を

作り上げ、周辺の高層ビルで働く人にとっても

癒しのスポットとなるよう考えました。

 

　  「（仮称）大阪新美術館」の概略設計

 　　（上 :イシカ　アリム )

 　　(下：モハマッド　ネルザ　ムルキ　イクバル）

 「（仮称）大阪新美術館」の概略設計にあたり、

私は大阪府章の形から基本的なアイデアを得ま

した。大阪のアイデンティティを美術館のデザ

インに取り込むことで、特に上から見た時など

様々な角度から来館者に印象付けられるよう工

夫しました。美術館を実際より３メートル下げ

てデザインしたのは、皆が日常生活の中でもそ

の姿を見られるようにするためです。周りを高

層ビルに囲まれた中で、このような物の見方も

あることを訴えたかったのです。美術館のデザ

イン方法の一つには、その物のアイデンティ

ティの類似性を理解し自然な答えを導き、景観

づくりに活かすという方法があります。私は

企業研修：株式会社大林組
モハマッド　ネルザ　ムルキ　イクバル (インドネシア）
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Laura Hourston1 の、美術館を設計する建築家た

ちのアプローチ手法を参考にしてこの初期の構

想に至りました。また私は、日本人の習慣であ

るウォーキングやサイクリングを取り入れるこ

とで、日々の暮らしの一部となるような活気あ

ふれた美術館を目指しました。さらに、屋外の

展示スペースや、地元や海外アーティストが絵

を描けるような壁を設けることで、季節に合わ

せて美術館の雰囲気をリニューアルできるよう

工夫しました。

　

  

  概略設計の課題について大林組の若手建築家

とディスカッションする機会もあり、第１回は

コンセプト発表、第２回は設計開発の発表、そ

して最終回は課題の発表をしました。ディスカッ

ションでは、自分たちのデザインについて多く

のフィードバックが得られ、またデザインが近

い他のプロジェクトを紹介してくださり、構造

や細部、技術面の理解が深まりました。また課

題とは別に、Autodesk Revit というビルディン

グ・インフォメーション・モデリング (BIM) の

プログラムも初めて経験しました。このソフト

ウェアは、必要な情報が一つのプログラムに集

約されているため、デザインの時間を短縮する

ことができます。また、概略設計や図面だけで

なく建築特性や分析、コスト計算などの情報を

総合的に求めることができます。

　研修では、単体のビルから都市部の大型プロ

ジェクトまで多くの場所を視察させていただき、

最新の建築技術、デザインアプローチや建設手

法などについて学びました。グランフロント大

阪を視察した際には、様々な活動を創出し、ビ

ルに活気を与え、周辺をより発展させるうえで、

社会的なアプローチがいかに大切かを学びまし

た。建設工程については、現在建設中のプレミ

ストタワー大阪新町ローレルコートや日本生命

済生会新日生病院、鳥羽水環境保全センターを

視察しました。建設現場は驚くほど清潔に片付

けられており、建物管理の方法や日本の建設企

業がどのように建物の品質を維持しているのか

説明を受けました。

　大林組の社員の皆さんは、多忙にもかかわら

ず、いつも私たちを指導し助けてくれました。

研修期間は短く時間も限られていましたが、多

くを学ぶことができた素晴らしい経験でした。

大林組での研修は、設計スキルや技術だけでは

なく、仕事への真摯な姿勢や思いやりの心も私

たちに教えてくれました。

1.Laura Hourston.(2004).Museum Builders Ⅱ .
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　株式会社錢高組での研修は総合的で多岐に渡

る内容でした。10 日間と短いながらも、ベトナ

ムからの研修生ブ　アン　トゥアン　ミンさん

と私は、錢高組設計部での業務を体験し、大阪

の数多くの歴史的建造物や史跡に足を運び、錢

高組の建設現場を訪れることができました。

 研修初日は、関西ミニウイングスの沖野理事長

に通訳をしていただきながら、人事部堀課長か

ら、錢高組の歴史について簡単な説明がありま

した。錢高組は、実に 18 世紀初頭から、代々宮

大工の棟梁として活躍してきた錢高家によって

創業された由緒ある会社です。光栄にもお会い

する機会に恵まれた、現錢高会長様は、小さな

村で家業としてはじまり、大企業に成長した錢

高組の伝統と歴史を誇りとされています。今日、

錢高組は日本国内や海外で、多種にわたる事業

を行っています。説明の後、私たちは錢高組が

所有する、大阪市中央区の、美しく保存された

19 世紀の町屋「伏見高徳寮」を訪れました。

　10 月４日から 11 日にかけて、私たちは設計

部の田中さんと他の社員の方の指導のもと、デ

ザインワークに取り組みました。課題の内容は、

交通量の多い四ツ橋筋沿いに位置した、錢高組

が所有する 1,200 平方メートルの敷地に建設す

るオフィスビルの設計でした。課題に取り掛か

る前に、既存の法令なども考慮するようにアド

バイスを受け、日本の建築基準法や大阪市の都

市計画制度に基づいた、容積率、建ぺい率、用

途区分などを学びました。

 その他、敷地の前半分に

建つ戦前のネオクラシカル

様式のビルにも考慮するよ

う教えていただきました。

1926 年に建てられた京町ビ

ルは、本町エリアの伝統的

建造物とみなされており、

今でも原型、外観や装飾の

多くがそのまま残されてい

ます。デザインワーク２日

目には、設計部の方々が実際に京町ビルとその

周辺視察に連れて行ってくださいました。

　また、オフィスでのデザインワークの合間を

縫って、社員の方々は様々な場所に視察に連れ

て行ってくださいました。設計部の田中さんは、

錢高組本社近くの２つの耐震設計のビルの見学

に連れて行ってくださり、地震の際、それぞれ

のビルの構造がどのように機能するのか説明し

てくださいました。他にも、大阪市の有名な高

層建築であるあべのハルカスと通天閣を見学し

たり、中之島エリアの伝統的建造物や大阪国際

会議場（グランキューブ大阪）、梅田スカイビル

も見学しました。視察した建築の多くは耐震構

造建築でした。

 ミンさんと私は 10 月 12 日に、設計部の社員の

方々を前に、各々のデザインを発表しました。

二人とも違ったアプローチで設計し、京町ビル

の歴史的外観の保存に重点を置いたミンさんは、

現代的な要素と伝統的な要素の両方を取り入れ、

対照的でありながらも調和した構造のデザイン

を提案しました。開放的な地上フロア、中央部

に設置されたサービス・アメニティ供給ステー

ション、複数階に設置されたテラスが特徴です。

 対照的に、私は、伝統的、歴史的建築様式や構

造を、さらに繊細にデザインに組み込むことで

建物の歴史的背景を表現した、全く新しいビル

を考案しました。オープンスペースのある地上

フロア、天窓から光の差し込む垂直に伸びた中

庭空間とエレベーターロビー、町屋様式のダブ

ルスキンファサードを取り入れた設計です。

 10 月 13 日には人事部の平野さん、大阪支社工

事事務課の氏家さんと通訳の外山さんと一緒に、

高松市の建設現場を訪れました。高松サンポー

ト合同庁舎は、災害時、管理局として機能する

建物で、北館の隣に南館の建設を進めています。

建設現場所長の方が、高松シンボルタワーの最

上階に連れて行ってくださり、建設現場の鳥瞰

図と高松の素晴らしい景色を眺めました。現場

企業研修：株式会社錢高組
キンバリー　アン　チン　タン -アファン（フィリピン）
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では、プロジェクトの工事手順や進行状況につ

いて説明があり、建物の基礎と地下フロア建設

の工程について学びました。地下の堀出しが行

われる前に、山留壁が地面に埋め込まれ、くい

が打ち込まれています。災害時に管理局として

機能する建物であるため、コンクリートが流し

込まれた鉄骨を用いた非常に頑丈な土台と、上

部は耐火性のある鉄骨構造で設計されています。

 建物の視察をとおして、例えば、建物を覆うの

に 637 枚のプレキャストコンクリートパネルが

使用されていることなど、建物の設計や建設に

ついて多くの情報を得ることができました。高

松市から大阪までは決して近くはありませんが、

素晴らしい景色と通訳の外山さんのお話を聞く

ことができ、大変楽しい経験となりました。

　10 月 14 日の午前中、堀課長は心斎橋と難波エ

リアに私たちを案内してくださいました。心斎

橋の GALLERIA 【akka】や BIGI ビル 1と２など、

安藤忠雄氏設計の建築物を視察しました。御堂

筋では、錢高組が建設または修復中のいくつか

の高級ブランド店舗を通り、御堂筋沿いの全て

の店舗の地上階は、バリアフリー設計であると

教えていただきました。その後、難波では、雄

大な景色に囲まれた庭園で有名ななんばパーク

スを訪れました。

 10 月 17 日には、人事部の廣政さんと通訳の杉

山さんと一緒に、インフラ整備のための土木工

事現場を２か所視察しました。１つ目の工事は、

他の建設会社と共同で建設されていました。

　錢高組が施工している工事は、現在地上を走

るＪＲ東海道線支線を 310 メートル移設、そし

て地下化するものです。梅田のうめきた地域再

開発の一環として、2015 年９月に着工されまし

た。作業所長である、土江さんと、工事係の丸

山さんが現場事務所で、基礎工事から、掘削、

そして地下鉄の建設まで、工事の流れについて

説明してくださいました。現場では、実際に地

下鉄の補強工事現場を目にすることができまし

た。工事とは別に、徹底した安全対策や、そし

て常に現場が美しく保たれていることに驚きま

した。

 ２つ目の現場は、西島川の片側の防潮堤の補強

工事です。工事係の本郷さんから、地面の液化

を防ぐため、耐震設備を地層に埋め込む耐震補

強工事について説明がありました。高圧セメン

トやグラウトを地面に挿入する仕組みです。

 錢高組研修の最終日には、多くの仏教寺院と宿

坊のある、和歌山県の高野山を訪れました。高

野山までの電車からの眺めは素晴らしく、幸運

にも展望デッキのある特別列車「天空」に乗車

することができました。高野山では、高野山真

言宗総本山の金剛峯寺を訪れ、美しい絵の描か

れた襖や大広間、国内最大級の石庭である蟠龍

庭を見学しました。また、弘法大師が今でも瞑

想をしていると

信じられている

奥の院は、樹齢

数百年を超える

杉の木と何百も

のお墓に囲まれ

た、美しくも奇

怪な場所でした。

　

　ミンさんと私は錢高組の研修をとおし、とて

も多くの経験をすることができました。錢高組

は理念に基づき、社員と共に築かれた素晴らし

い会社の鏡です。経験や技術知識を超えて、私

たち研修生はより強い責任感と向上心をもち業

務にあたる姿勢を学ぶことができました。
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 本年度の安藤プログラムの企業研修として、ネ

パール出身のパリスタ　バラチャーナさんと私

は、株式会社竹中工務店で研修を受けました。

竹中工務店の歴史は、織田信長の元家臣であっ

た竹中藤兵衛正高が、1610 年に名古屋で寺社仏

閣の造営を業に創業したことに始まります。明

治時代に入ると、神戸の開港と同時に西洋の建

築技術がもたらされ、多くのプロジェクトに繋

がりました。1909 年には、合名会社竹中工務店

が設立されました。研修にあたり、私は竹中工

務店の長い歴史に驚き、またそのような会社で

研修を受けられることを光栄に思いました。社

員の方々は建設業に誇りを持って働かれており、

良い建築を追求し自分に厳しく業務に取り組む

姿勢からは強い責任感を感じました。社員の方々

は、事務所、建築現場や工場で目標に向かって

一生懸命取り組まれていました。

　竹中工務店での企業研修はとてもタイトなス

ケジュールでしたが、その分、設計から建設ま

でほぼ全てがカバーされており実り多い研修で

した。中でも下記の３点が強く印象に残りまし

た。

１　竹中工務店では、時間と規律を守ることは

日々の業務の基本となっており、社員は始業の

10 分前には出社し、業務の準備をします。会議

の前には必ず準備を行い、オフィスもとても静

かです。月次会議では、社員で新しい技術や情

報を共有し、また新入社員の歓迎も行います。

新入社員は皆大きな声で精一杯プレゼンテー

ションを行い、年次が上の社員がフィードバッ

クを行います。このような環境と規律、そして

最新の技術があるからこそ、効率良く業務が進

められるのだと思います。

２　竹中工務店では、設計部や作業所など様々

な関係者が、質の高い業務を行うという同じ目

標を共有しています。そのため、情報伝達や、

問題に対処する際、皆この点を念頭において議

論し進めています。またデザイン開発では、ビ

ルディング・インフォメーション・モデリング

（BIM）のソフトウェアを用いることで様々な分

野の技術者が連携し課題に対応することができ、

限られた数の技術者でも高品質のプロジェクト

を円滑に進めることができます。設計部でも、

毎週開かれる会議は非常に重要で、様々な内容

が話し合われます。日本のデザインのもっとも

素晴らしい点は細部まで考え抜かれているとこ

ろで、設計者たちはただ仕事をやりきるだけで

はなく、細部まで検討を重ねていました。この

ように最善を尽くす姿勢が、質の高い心のこもっ

た仕事に繋がるのだと思います。

３　研修の中心は現地視察でした。清潔な建設

現場や最新技術、そして中国より少ない作業員

の数には大変驚きました。私たち研修生は、古

いビルや駅、高層の百貨店ビルの再建・拡張プ

ロジェクトの建設現場を視察しました。どれも

特徴的で大変勉強になりました。中でも、内部

の構造を取り除きながら外壁を維持する技術や、

プレハブ技術には衝撃を受けました。プレハブ

技術を取り入れてまだ間もない私たちにとって

非常に貴重な勉強の機会となりました。研修で

は、日本の木造建築や大工道具の歴史を学べる

「竹中大工道具館」や、音響関係者や設計者が

ジャン　インイー (中国）

企業研修：株式会社竹中工務店
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ドームなどの施設を設計する際に参考とするア

コースティックラボ（音響設計テスト室）も訪

問しました。「竹中大工道具館」を訪問して強く

印象に残ったことは、日本の建築家の木材の声

を聞こうとする姿勢です。「竹中大工道具館」を

訪問すると聞いた時は、大工道具が並べられて

いるショールームをイメージしていましたが、

実際には日本の木造建築や大工道具が展示され

ていました。吹き抜け空間には原寸大の唐招提

寺の柱と組みものが、また館内には様々な種類

の木材や道具が展示されていました。それは私

たち中国人にとっても、基礎や材料としてなじ

み深いものばかりでした。視察当初は、中国の

方が木造建築や木工の歴史も長いため、優れて

いると感じていましたが、学芸員の方の説明を

聞いて、日本の木材と道具、そして文化や遺産

との深い関わりを学び、少し見方が変わりまし

た。現在では、日本の木造建築は日本式建築と

認識されており、日本人の誇りとなっています。

日本と中国では制度も国の状況も異なりますが、

お互いにそれを理解することがとても大切だと

感じました。

　このように日本の歴史や状況、そして大阪の

政策や人々の生活についてより深く学ぶことが、

竹中工務店の事業や成熟した管理体制、またそ

の成り立ちの理解に繋がるのだと思いました。

研修は 10 日間と短い期間でしたが、私は大変感

銘を受けました。私が勤めている「上海市建工

設計研究院」はまだ創業 38 年で、竹中工務店と

比べると歴史は浅いですが、ビジネスの仕組み

については共通点があり、多くを学ぶことがで

きると思います。会社の設立は少人数の知識や

力でできるかもしれませんが、会社の歴史を作

り上げていくには、世代を越えて知識を伝えて

いく必要があります。今回竹中工務店の社風に

触れて、私の会社でも同じように手を取り合い

協力して、会社の歴史や文化を築いていきたい

と強く感じました。

　私は今回日本で見聞きし感じたことや、建設

事業の成熟したマネジメントや最新の建設技術

コンセプト、そして日本の建築家の良い建築を

追求し続け責任を果たす姿勢を上海の同僚に伝

えたいと思います。今後、建設業界、そして上

海や中国に貢献できるよう精一杯力を尽くした

いです。今回の研修にあたり、竹中工務店の社

員の方々は、私たちのことを大変気にかけてく

ださり、研修の資料から食事、翻訳や通訳、ディ

スカッションまで様々な準備を整えてください

ました。私たちが最大限学び、経験できるよう

最善を尽くしてくださったことに心から感謝し

ています。
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　タイ出身のタニヤ　タパナンドさんと私は、

大和ハウス工業株式会社で企業研修を受けまし

た。研修を始めるにあたり、まず人財育成セン

ターの池田センター長より企業文化について、

また人財育成センターの濱野上席主任、松本氏

より研修についてご説明いただきました。さら

に、創業者の石橋信夫相談役や大和ハウス工業

の歴史についてもご紹介いただきました。人財

育成センターの皆さんは、私たちが充実した研

修を受けられるよう常に気を配ってくださいま

した。また研修では、それぞれの部署のエキス

パートの方々からも一連の講義をいただきまし

た。

　大和ハウス工業は、プレハブ技術により住宅

を工業化しており、単体の住宅から複数階建て

の集合住宅、大型のマンション、そして大型の

住宅地や環境共生住宅（エコビレッジ）まで扱っ

ています。今では住宅のみならず、宿泊施設や

医療・介護施設、商業施設についても工業化を

進めています。その他にも金融やロボット事業、

賃貸関連事業など様々な事業を展開していま

す。また大和ハウス工業は、営業、設計担当と

顧客のより円滑なコミュニケーションを目指し

て、顧客が自分の住宅をデザインし、短時間で

完成イメージ図を確認できるというユニークな

ソフトウェア(PITT)も開発しました。研修では、

実際にこのソフトウェアを体験させていただき

ました。自分たちの理想の家をデザインさせて

もらい、大和ハウス工業の社員の方と顧客がど

のようにコミュニケーションをとっているのか

学ぶことができ、大変勉強になりました。研修

を担当してくださった社員の方は、私たちがデ

ザインした理想の家のイメージ図を完成させて

くれました。研修の最終日には完成イメージ図

をくださり、社員の方々の仕事に対する真摯な

姿勢に心を打たれました。

　私たちは「スマ・エコ　プロジェクト」も現

地視察し、街の基本的な機能について分かりや

すく説明いただきました。また、住宅商品の

「xevo（ジーヴォ）」についても説明を受けまし

た。奈良工場の視察は目を見張るものでした。

木材やスチールを用いたプレハブ住宅の製造工

程について説明を受け、実際に外壁フレームが

徐々に作られて現地へと発送される一連の工程

を視察しました。壁の断熱や防音加工では、社

員の方が住宅の建設予定地を考慮し慎重に材料

などを選択しており、貴重な技術を見ることも

できました。また、短期間で理想の家が完成す

れば、顧客も嬉しいに違いないと思いました。

私の出身国のインドも工業化が進んでいます

が、住宅を工業化できるとは夢にも思いません

でした。今後インドでも、住宅の工業化が進む

ことを期待したいと思います。

ブラマニ　トリプラネニ（インド）

企業研修：大和ハウス工業株式会社
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　研修の一環として、私たちは奈良にある総合

技術研究所で３日間研修を受けました。総合技

術研究所の研究室では、断熱や耐震、アグリ

キューブ（植物栽培ユニット）など研究中の実

験も実際に見せていただき、貴重な経験ができ

ました。D’ミュージアムの世界の環境共生住宅

フロアはとても興味深く、総合技術研究所での

研修の最後には、奈良の文化遺産も案内してい

ただきました。

　大和ハウスグループの事業は、ファミリー向

けや女性向け、高齢者向けの住宅や、金融事業、

二酸化炭素排出量減少の取り組みなど、日本人

の日々の生活の一部になっています。例えば、

大和ハウス工業の緑化の取り組みとして、私た

ちは大阪マルビルを訪問し、安藤忠雄氏がビル

の建設後に提案し大和ハウス工業が実施した緑

化事業である「大阪マルビル 緑のテラス」を視

察しました。壁には様々な植物が植えられ、巨

大な緑の壁を創り出していました。私たちは自

分の国でもこのアイデアを取り入れたいと思い、

タイとインドの気候では、どのように取り組む

べきか、たくさん質問をしましたが、社員の方

は丁寧に回答してくださいました。

　大和ハウス工業ではマンションも開発してお

り、私たちは「プレミスト北千里クラッシィ」

を視察し、大和ハウス工業のマンション開発戦

略について研修を受けました。また、大阪城の

見学にも行きました。大和ハウス工業の大阪ビ

ルでは、ゴミのリサイクルにも力を入れており、

未来への社会的責任を果たそうとしています。

大和ハウスグループの社員の方々は、創業者の

石橋信夫相談役の「喜びはみんなで分ち合え、

苦しみはひとりで背負え」という言葉をまさに

体現していると思います。

　大和ハウス工業で研修を受けて最も印象に

残ったことは、全てのものや事象は繋がってい

るという考え方を大切にしている点です。女性

や高齢者目線の住宅の開発や、居住者の医療ニー

ズに着目するなど、家に住む人の様々な問題の

解決を目指し、人の一生に寄り添っていると感

じました。また、講義をしてくださった各部署

の方々は皆、冒頭で日本の過去と現在、そして

大和ハウス工業の将来のビジョンについて説明

してくださり、私も建築家、そして一国民とし

て自分の国の成長に対する社会的責任の大切さ

に気付かされました。大和ハウスグループシン

ボルマークである「エンドレスハート」に終わ

りがないのと同様に、大和ハウス工業の発展に

も終わりがないのです。大和ハウス工業は今ま

で、そしてこれからも未来の課題を見据え、研

究し、解決策を見出していくと思います。

　このような大変貴重で内容の濃い研修を企画

し、実行するのは簡単ではないはずです。様々

な部署の方々の協力があったからこそ実現でき

たのだと思います。また、関西ミニウイングス

の皆さんの通訳のおかげで、研修から多くを学

ぶことができました。最後に皆様に改めて感謝

の意を表したいと思います。
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　安藤プログラムの研修生に選ばれたことは、

私にとって願ってもない貴重なチャンスでし

た。本プログラムをとおして、光の巨匠である

建築家の安藤忠雄先生がデザインした空間を視

察することができ、また、光栄にも事務所で本

人にお目にかかることもできました。大阪府内

の安藤先生の建築物の視察では、素晴らしい建

築に触れ、空間や規模、自然や建築に対する理

解を一層深めることができました。また、視察

をとおして、魅力的な日本の歴史や芸術、文化

も体験することができました。

安藤忠雄氏建築物視察

　来日した翌日の９月 24 日には、大阪府内の

安藤先生が設計された３つの建築を視察しまし

た。安藤事務所の方が案内してくださり、はじ

めに大阪府立近つ飛鳥博物館を訪問しました。

研修生の多くは実際に安藤先生の建築を見たこ

とがなく、周辺の丘と一体化した博物館の階段

状の屋根が目に入った瞬間、皆から歓声があが

りました。博物館の屋根は、実際に入口への階

段として機能しつつ周囲の自然に溶け込んでお

り、デザインの一部となっていました。博物館

からは 200 以上の古墳群が存在する周辺地域と

その自然を見渡すことができます。コンクリー

トの通路を入口へと進むと、壁の触り心地や空

間が徐々に変化し、まるで地中の古墳へ、そし

て古代の日本へ導か

れているようでし

た。照明を落とした

館内や展示品は、出

土品が発見された古

墳の様子を表してい

るようでした。この

博物館は、日本の初

期において「近つ飛

鳥」が重要な場所で

あったことを物語っ

ていました。

　古墳の地から、今度は太陽が降り注ぐ狭山池

を訪ねました。２つ目の視察先である大阪府立

狭山池博物館は、土木技術や水害対策の歴史を

紹介しています。狭山池沿いの桜並木の道を進

むと両側に滝が現れ、その先に円形の中庭があ

りました。この水を取り入れた素晴らしいエン

トランスや御影石の壁、そしてコンクリートの

構造など周辺に溶け込んだ建築は、博物館の

テーマをよく表していました。展示物や博物館

のスケールも素晴らしく、また発掘された展示

品の保存技術や水害に対する土木や灌漑、埋め

立て技術も大変興味深かったです。

　記念館と聞くと大がかりなものを考えがちで

すが、安藤先生がデザインした司馬遼太郎の業

績を讃える「司馬遼太郎記念館」は、前述の 2

つの博物館と異なり、より人間味のある温かい

建築でした。私はこの建築に胸を打たれました。

考え抜かれたデザインや雰囲気に来館者は魅了

されるでしょう。特に、記念館の大書架は、清

い心で入らなければならないような、一種の信

仰の空間だと感じました。記念館までは庭を通

り抜けるデザインになっていますが、実際に心

が洗われるようでした。また自然豊かな環境は、

司馬遼太郎の自然を愛する心を表していまし

た。そして、美しく透き通るガラスの回廊を通

り、館内に入ります。奥の大書架では、建築の

重要な一部として本が組み込まれており、私は

あまりの魅力に息をのみました。高さのある大

きな垂直の壁に本棚が設けられ、建築の重要な

構造の一部となっていました。そして、そこに

並べられた本は強い存在感を放っていました。

安藤忠雄氏建築物視察・表敬訪問
イシカ　アリム (バングラデシュ）
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本が高い場所にあり手が届かないと思う人もい

るかもしれませんが、私はそれで良いのだと思

います。努力して学んでいくのと同様に、本に

は手を伸ばして読むだけの価値があるのです。

この記念館のデザインは、日本で最も尊敬され

る小説家の一人である司馬遼太郎の精神を忠実

に、そして敬意を込めて建築に取り入れ、表現

していました。

安藤忠雄氏表敬訪問

　表敬訪問は、私たち研修生全員が一番楽しみ

にしてきた瞬間であり、訪問させていただける

ことをとても光栄に思いました。しかし同時に

世界的に素晴らしい建築家を訪問するまたとな

い機会に、皆極度に緊張していました。

　午前中の企業研修を終え、私たちは安藤先生

がデザインした梅田のチャスカ茶屋町へ向かい

ました。現地で安藤事務所の方が天空のチャペ

ルまで案内してくださいました。チャペルは小

規模ですが強く印象に残りました。三角形のガ

ラスのチャペルからは大阪の街を見渡すことが

でき、また滑らかなスチールの柱などのデザイ

ンは、空間をさらに優雅にしていました。

　安藤事務所に向かう道で私たちの緊張と興奮

は最高潮に達し、気付いた時には安藤先生が自

ら設計された事務所の前に立っていました。中

に招かれ入ると、驚きの連続でした。コンクリー

トの壁には繊細な設計モデルや芸術作品が飾ら

れており、自然光の注ぐ中庭沿いに上層階も見

せていただきました。その後、向かいの建物で

事務所の方と簡単な質疑応答を終えると、安藤

先生が目の前に現れ、私たちは緊張と驚きで固

まってしまいました。安藤先生はとても静かな、

しかし力強い口調で話され、先生が建築を始め

た頃と比べて現代では建築家は大きな変化に直

面していると話してくださいました。1950 年代

当時、建築家は生活の場としてのスペースの創

造に関わっていましたが、最近ではビジネスの

色が強くなっているようです。安藤先生は、こ

の問題を前に私たちに何ができるか、また若い

建築家はこの世界的な状況とどう関わっていく

べきか疑問を投げかけました。これまで安藤先

生の建築やそのメッセージにいつも感銘を受け

てきましたが、この時は先生の強い言葉に心打

たれました。

　最も印象深かったのは、安藤先生は自分の考

えや視点を私たちに押しつけず、むしろ私たち

が自ら考え取り組み、解決策を見出すよう、私

たちの中に種をまき、刺激してくれたことです。

安藤先生は私たちに多くのメッセージを与えて

くれ、それをどう解釈し、取り組んでいくのか

は私たち次第です。時間は一瞬で過ぎてしまい

ましたが、安藤先生からいただいた刺激的な言

葉は、建築家としての役割を考え自ら行動する

力として私たちの中に残り続けると思います。

この日私たちは一生の宝物となる貴重な経験を

することができ、新たな視点を得て少し成長し

て帰途につきました。
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　９月28日に実施された近畿大学での建築ワー

クショップは、８名の安藤研修生と近畿大学の

先生方と学生が参加したデザインワークショッ

プです。近畿大学は西日本に６つのキャンパス

と 14 の学部を持つ、日本でも有数の大規模な

大学で、今回のワークショップが行われたメイ

ンキャンパスである東大阪キャンパスには、14

学部のうち９学部が設置されています。

　キャンパスに到着すると、まず文芸学部英語

コミュニケーション学科の学生が迎えてくれ、

近畿大学の歴史、地理や学部について紹介があ

りました。その後、東大阪キャンパスに建設中

の、近代的で学生向けの様々な施設を備えた、

キャンパス整備計画「超近大プロジェクト」に

ついて大変興味深い説明がありました。

　私たちは、新しい建物の現代的でスタイリッ

シュなデザインだけでなく、教授や学生が気軽

に交流できる場として新設される、開かれた屋

外空間に大変魅了されました。次にキャンパス

ツアーに出かけ、E3【e-cube】、建築学部、11月ホー

ル、38 号館やテラスなどを見学しました。

　また、ツアーの間、午後のワークショップで

も通訳として協力してくれた、英語コミュニ

ケーション学科の学生と知り合うことができ、

日本の学生生活について学びました。建物が完

成後、是非もう一度キャンパスを訪問できたら

と思います。

 午後のワークショップでは、建築学部の先生

方や学生とアイデア発表やディスカッションを

行いました。ワークショップのテーマは「グロー

バル・マイクロ・パブリックスペース」で、「第

１回近大国際交流ストリートフェスティバル」

の開催を仮定し、国際交流を促す最小建築をデ

ザインしました。各自が「グローバル・マイクロ・

パブリックスペース」を自由に定義し、近鉄長

瀬駅から近大キャンパスまでの間に敷地をみつ

け、そこに合わせて最小建築をデザインしまし

た。

 ワークショップの事前課題として、私たち研

修生と日本人学生はそれぞれの国の最小建築の

例について調べ、それを基にテーマに沿ったデ

ザインを事前に提案していました。よって、ワー

クショップ前半は、各々の事前課題の発表を行

い、アジア各国の様々な事例や、国や文化の違

いによる多様なデザインアプローチやアイデア

を知ることができました。

　その後、グループに分かれ、テーマに沿った

新しい提案の作成に取り組みました。研修生と

日本人学生から構成された５つのグループが組

まれ、アイデアを交換しました。まず、フィー

ルドトリップとしてキャンパスから飛び出し、

事前に調べていた敷地を訪れ、周辺の日常生活

を観察しました。そこから、どのような建築が

ふさわしいかアイデアを出し合いました。キャ

ンパスに戻り、グループでのディスカッション

の後、アイデアを描きだし、発表しました。

　１つ目のグループは「毎日がお祭り！」をテー

マに、近大フェスティバル開催後も住民の日常

生活の中で生き続けるような建築を提案しまし

た。「グローバル」という点では、緑のある空間、

食べ物、そして交流に焦点を当て、それらを取

り入れた、全ての人が気持ちよく利用できる空

間を提案しました。

建築ワークショップ ～ 近畿大学 ～
ブ　アン　トゥアン　ミン（ベトナム）
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 ２つ目のグループは、「裏路地」に着目し、学

生や近大フェスティバルの参加者など多くの人

が利用できる建築や空間を裏路地に設けること

を提案しました。というのも、そのような「近

所の路地」にこそ、しばし過小評価され、日頃

見落とされているような面白みがあると考えた

からです。そこで、近大フェスティバルでは、

狭い裏路地に展示スペースを設置し、参加者に

路地を散策してもらうことを提案しました。

 ３つ目のグループは「世界のつながり空間」を

テーマとし、利用されていない空間に、地域住

民のための、モジュラー型の建築を提案しまし

た。長方形、三角形や不揃いの形の建築が通り

沿いに置かれ、全て違った形をした建築の頭上

部分を、色とりどりの布で結びつけた「多彩な

世界のつながり」でお祭りの雰囲気を創り出し、

同時に電線を隠すことを提案しました。それに

より、色とりどりの影が生まれ、また様々な国

の伝統生地も展示することができます。

 ４つ目のグループは、「より良い地域」を提案

しました。通りの細部までを観察し、地域の暮

らし向上のため、壁画、壁面駐輪ラック、自転

車小屋、野菜や植物のマイクロファーム栽培、

ルーフカバー、公民館設置などの数多くのアイ

デアが提案されました。使われていない空間

を有効利用するための小さなアイデアが多く詰

まっていました。

 最後のグループは、「やすらぎ」をテーマに挙げ、

道が交差し、多くの人が行き交う十字路に焦点

を当てました。なぜ人々はその十字路で立ち止

まり、空間を楽しもうとしないのか疑問に感じ、

その理由は開かれた建築や緑の空間がないため

だと考えました。そしてディスカッションをと

おして、行き交う人々が、心を落ち着かせ、リラッ

クスしたり、ゆっくりと座って自然を楽しんだ

り会話ができるようなやすらぎの空間を生みだ

しました。大きなキャンバス布でできた、形を

自在に変えることのできる天井と、建物の正面

口が通りに向かって開かれているような組み立

てユニットの設置を提案しました。また、中心

に大木を植えることで、人々がやすらぎの空間

を楽しめるように工夫しました。

 発表の後、参加者の投票により最優秀賞を選び

ました。建築学部堀口先生から、「マイクロ・パ

ブリックスペース」をテーマにした別のワーク

ショップや研究などについて簡単な講義があっ

た後、結果が発表されました。最優秀賞には、

鋭い観察力と思慮に富んだアイデアに満ちた、

４つ目のグループ「より良い地域」が選ばれ、

納得の結果となりました。

　最後に、建築ワークショップは私たち研修生

にとって大変興味深い内容でした。驚くべきキャ

ンパス整備計画が進行中の大学を訪問できただ

けでなく、大学での学生生活や環境について知

る事が出来ました。また、ディスカッションや

発表は、コミュニケーション能力を磨き、同じ

専門分野の学生とアイデアを交換し、違う文化

の多彩なアプローチについて学ぶ、素晴らしい

機会となりました。
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　「五感を研ぎ澄まし、淡路島と直島の安藤忠

雄先生の建築を体験すれば、芸術と建築のイデ

オロギーをより深く理解できるでしょう。」

１日目　淡路島

　はじめに安藤事務所のスタッフの方と合流

し、最初の目的地である本福寺に向かいました。

本福寺の前で水御堂について簡単な説明を受

け、日本では蓮が極楽浄土を連想させる植物で

あると知りました。安藤先生はこれらの教義的

な考え方を踏まえ、神秘的かつ象徴的な空間で

教義を表現しつつ、日本の伝統的な寺院建築と

あえて対照的な建築を提案しました。本福寺で

は、入口から本堂へのアプローチや、空間が来

訪者に与える印象について考え抜かれており、

コンクリートの質感や日本の伝統的木造建築で

質の高い空間が表現されています。さらには水

や風の音、太陽の光と陰が来訪者の五感を心地

よく刺激し、素晴らしい建築を作りあげていま

す。

　植木と花々に囲まれた石畳の細い通路を進む

と、突然視界が開け、白石の空間と弧を描いた

高いコンクリートの壁が現れました。コンク

リートの壁に沿ってしばらく歩くと、道は急に

後方に折れ、次の瞬間には楕円の蓮の池が目の

前に広がっていました。私はその光景に思わず

息をのみました。私たちがゆっくりと池に近づ

くと、水の音やさわやかな風が感じられました。

この建築については皆本や記事で読み知ってい

ましたが、実際に経験してみると言葉が出ませ

んでした。蓮の池の中心から下へ続く階段を下

りると、コンクリートや水の影響で温度が下

がったように感じました。地下の照明はとても

暗く、杉の円柱に沿って細い廊下を進むと、本

堂と仏像を照らす黄色い明かりが見えました。

本堂は畳敷きで朱色の格子があり、温かい太陽

の光が射していました。本堂から出ると、朱色

の格子張りの大きなガラスのドアがあり、たく

さんの自然光が注ぎ、コンクリートの空間を赤

く照らしていました。また、天井のコンクリー

トには、自然にできたモチーフが光で映し出さ

れていました。安藤先生は、これら様々な空間

に日本文化の美を表していると感じました。

　私たちは次に淡路夢舞台へと向かいました。

バスがウェスティンホテル淡路へと近づくと美

しい幾何学的な形のホテルに目を奪われまし

た。聞くまでもなく、そのホテルも安藤先生の

作品であると分かりました。淡路夢舞台の土地

は、関西国際空港などの建設にあたり埋立用の

土砂が採取された土地で、自然が破壊され荒涼

としていました。そこで、自然と調和した緑豊

かな空間を再生するべく、環境創造型プロジェ

クトとして淡路夢舞台が開発されました。安藤

先生は、この土地に多種多様な木を植林するこ

とを提案し、荒涼とした土地は数年後には森へ

と成長しました。そして安藤先生は自然を重要

な要素として、山や海の地形に沿って幾何学的

構造を組み合わせ、淡路夢舞台のマスタープラ

ンを作成したのです。この手法は風景画を描く

際のキュビズム手法に似ていると思います。淡

路夢舞台は建築家にとって天国のような場所

で、全てのスペースや細部に安藤先生のセンス

安藤忠雄氏建築物視察（淡路島～直島）
タニヤ　タパナンド（タイ）
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が宿っていました。シンメトリーの回廊や貝の

浜と呼ばれる 100 万枚の貝殻が手作業で埋め込

まれた池、階段状に花や植物が植えられている

百段苑、そして巨大な屋外の円形フォーラムな

ど、散策していると心がとても落ち着きました。

またその夜は、日本の和室に宿泊し研修生同士

で語り合い、貴重な体験ができました。

２日目　直島

　翌日、香川県直島に渡り、まず始めに安藤先

生の過去の作品や直島のプロジェクトを展示し

ている ANDO MUSEUM を視察しました。展示内容

はもちろんのこと、建物自体にもとても興味を

惹かれました。この ANDO MUSEUM は、安藤先生

自身が考案し建てたもので、先生の現代的なコ

ンクリートのセンスと日本の伝統的な木造建築

を織り交ぜたものです。外から見ただけでは、

安藤先生の建築とは気付かないでしょう。外観

はとても控えめで、周囲の環境に溶け込んでい

ました。

　次にベネッセハウスミュージアムを視察しま

した。この美術館は、イヴ・クラインやリチャー

ド・ロング、ダン・フレイヴィン、そして著名

な日本人アーティストである大竹伸朗や森村泰

昌の貴重なコレクションを展示しています。安

藤先生の優美なセンスにより世界の美術館と並

ぶ芸術的な空間が作り出されていました。館内

を視察し、建築とアート作品、そして周辺の環

境がどのように作用し合っているのかを学びま

した。最も印象的だったのは、モノレールに乗り、

安藤先生の有名な作品であるオーバルを特別に

見学できたことです。研修生は皆、オーバルの

空間に深く感動し喜んでいました。

　最後の視察先は地中美術館でした。クロード・　

モネやウォルター・デ・マリア、ジェームズ・

タレルの作品、そして美術館を設計した安藤先

生の建築を讃える、素晴らしい幾何学的構造の

美術館です。始めに、クロード・モネが手掛け

た最晩年の「睡蓮」シリーズの１作品である「睡

蓮の池」を見ました。70 万個の１センチ四方の

大理石が床に埋め込まれ、柔らかく滑らかな自

然光が空間を照らし広がっていました。次に進

むとモネの６メートルにも及ぶメインの作品が

あり、驚き感激しました。さらに進むと、私が

心待ちにしていたジェームズ・タレルのシリー

ズ作品がありました。タレルは、光を操り、人

の知覚を平面、立体空間から無次元空間へと錯

覚させる匠だと思います。私たちは始めに、数

段の階段を上った先にある青い平面の壁を見て

いたはずが、壁に進んでいくと実際に中に入る

ことができ、そこには無次元の空間が広がって

いるようで、再び私は感激しました。最後の作

品は、ウォルター・デ・マリアの彫刻と花こう

岩の漆黒の球体でした。その日は曇りだったた

め光の作用はよく観察できませんでしたが、ど

こまでも続くような漆黒の球体には驚きました。

　淡路島と直島の視察は、言葉にはできないほ

ど素晴らしく、私たち研修生は圧倒されました。

安藤プログラムの名称でもあり、目的の一つで

ある建築と芸術を充分に堪能することができま

した。
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ディスカッション

 ディスカッションプログラムは、建築家のグ

ンタ　ニチケ先生と、アシスタントのエスター　

ツォイ先生監修のもと 10 月７日に京都で行われ

ました。はじめにニチケ先生から、京都の概要、

文化財、背景、土地柄、歴史や「町」（ちょう）

の発展について講義があり、その後「持続可能

なグローバル環境における再生と保存」をテー

マにディスカッションを行いました。素晴らし

い先生の人生論や独自の思想についてお聞きで

きただけでも、心に残る経験となりました。

　私は歴史的、伝統的地域とそこで暮らす人々

の日常生活に関心があり、ニチケ氏の講義では、

設計当初の意図やその後人々によってもたらさ

れた変化まで、建築環境の発展について学ぶこ

とができ、大変興味深かったです。それは、全

ての場所に当てはまることであり、人が活動的

に生活する中で、時と共に場所の使い方も変化

し、建築環境も徐々に移り変わっていくのです。

 その後、私たち研修生が「持続可能なグローバ

ル環境における再生と保存」をテーマに各国の

事例について発表しました。発表後、バングラ

デシュの研修生イシカ　アリムさんが最優秀賞

をタイの研修生タニヤ　タパナンドさんが２番

目の賞をニチケ先生から授かりました。

 はじめに、インドのブラマニ　トリプラネニさ

んは「灰色の風景における緑の保護 – ニューデ

リーの旧英領インド帝国ゾーン -」について発

表しました。ニューデリーのラッチェンスバン

ガローゾーンが歴史の中でどう定義、拡大され、

その後再度緑化部分の縮小が提案されたかにつ

いて説明しました。環境資源保全の観点より、

土地利用の変更は生態系に悪影響を与えると考

え、土地利用の変更は禁止されるべきで、許可

される場合は、この地域への特別な規定が設け

られるべきだと述べました。

 次に、インドネシアのモハマッド　ネルザ　ム

ルキ　イクバルさんは、「ソーシャルキャピタル

（社会関係資本）の維持の観点から再考する都

市計画」を発表しました。彼は、建築と都市計

画に基づいた都市設計案を提案するのではなく、

都市計画には全く違った手法を見出すべきだと

述べ、地域の人々の自主的な活動を中心として

推進することが重要だと説明しました。

 3 人目の発表者である中国のジャン　インイー

さんは「西塢の歴史的街並みの再生計画」につ

いて紹介しました。壁、屋根、ドア、バルコニー

の手すりなど、細部にまで渡る再生戦略につい

て説明しました。

　次に、フィリピンのキンバリー　アン　チン　　

タン - アファンさんは「イントラムロスの城壁

都市：都市再生と保存に関する事例研究」につ

いて発表しました。マニラのイントラムロスを

「生きた博物館」として生まれ変わらせることを

基本コンセプトに、この地区内で働き、暮らす

人たちへ参加を促し、植民地時代の建築様式を

彼らの日々の生活空間に適応していく計画です。

さらに、サンチャゴ要塞、ローマ広場などの注

目すべき名所についても紹介しました。

　ネパール出身の私は「パタンの仏教僧院　バ

ハとバヒの場合」について発表し、そのような

社会制度の復旧と保存は、建物自体だけでなく、

社会的、経済的、行政的要素も関与すると述べ

ました。また、バハとバヒの保存が、ネワール

コミュニティにとって保存の好例となる可能性

についても説明しました。

　6番目の発表者であるタイのタニヤ　タパナン

ドさんは、「タイにおける水上マーケットの再開

発」について発表しました。アンパワー水上マー

ディスカッション・京都スタディツアー
パリスタ　バラチャーナ（ネパール）
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ケット、カオホーンマーケット、チャンタブー

ン川沿いの水辺のコミュニティはそれぞれ再生

又は復興されています。アンパワー水上マーケッ

トは政府によって再開発が行われた地域ですが、

表面的な政策しか行われず、歴史地区の再生は

不十分なままで終わりました。２つ目のカオホー

ンマーケットは、地域住民が結束して復興に取

り組んだ、そして、３つ目のチャンタブーン川

沿いのコミュニティは地元住民、地域そして開

発委員会の協力で復興事業が行われた好例です。

 次にベトナムの研修生ブ　アン　トゥアン　ミ

ンさんが、「ハノイ旧市街地の保存：ターヒエン

通りの事例研究」を発表し、ハノイ旧市街のよ

うな都市遺産の保存方法論や方針について述べ

ました。賑わいと変化に満ちた都市生活の中で、

都市遺産を「生きる遺産」として捉え、保存に

は継続的開発が必要であると指摘しました。

　最後に、バングラデシュのイシカ　アリムさ

んが バングラデシュの湿地に広がるリゾート地

「Jol O Jongoler Kabbo」やダッカの高架下ス

ペースを利用した地域住民のための空間「Deyal 

Kotha」を事例に挙げ、建物の設計だけでなく、

保護や再開発をとおして、気候的そして社会文

化的影響を与える機会を創造する取り組みにつ

いて発表しました。「Jol O Jongoler Kabbo」は

参加型の景観設計により、ジャングル、湿地や

人間以外の生き物が暮らす生息地の保全を行い、

自然を取り戻し、再生することを目的としてい

ます。また、「Deyal Kotha」は未利用地を計画

的な修繕によって再開発しようとする試験的な

取り組みです。都市生活の様々な要素を結びつ

けるだけでなく、建築をとおして、未利用地を

建設的に活用することで、社会的な価値を生み

だします。 

京都スタディツアー

 次の日、ニチケ先生とエスター先生と京都の視

察に出かけました。まず始めに嵯峨嵐山に建つ、

臨済宗大本山天龍寺を訪れました。1339 年に創

建された天龍寺は、1994年に「古都京都の文化財」

のひとつとして世界遺産に登録されています。

　その後、二条城を見学しました。二の丸御殿

を見て回り、私は、敵の侵入を察知するために、

目かすがいという金具を打つことで鶯のような

音を出す、鶯張りの廊下の素晴らしい技術に感

動しました。細部のひとつひとつが芸術品のよ

うで、二条城は日本の芸術、建築、景観そして

建設技術の美しき手本のようでした。

　最後に、表屋造りの町屋である「京都生活工

芸館 無名舎」を訪れました。かつて白生地問屋

として店を構えていた吉田邸は、中庭、奥庭と

通り庭を持ち、その店先で、今では生活工芸品

が展示されています。私たちはすべての部屋を

見学し、町屋の雰囲気を感じ、畳の寸法の重要

さについても教えていただきました。

 京都視察をとおして、日本人の細部へのこだわ

りを垣間見ることができたと同時に、京都のま

ちづくりに取り入れられた、規則や習慣につい

ても学ぶことができました。
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　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７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おいて、研修生が発表したレポー

トを要約したものです。

　

「環境　季節　エネルギー　-建築への総体的な取り組み -」

　15 世紀から現代に至る、建築や都市設計の知識は、ル・コルビュジェやチャールズ・コレアなど、英

雄と称される建築家に代表されるもので、そのような建築家は専門家や国から賞賛されてきました。

 しかし、1964 年バーナード・ルドフスキーは、自身の著書「建築家なしの建築」で、これまでの、英

雄としての建築家という社会的通念に「建築史は、西洋で執筆、教育されてきたものであり、一握りの

文化のみに当てはまるものではない」と述べ注目を集めました。彼ははじめてこの一面的な考え方に挑

戦し、血統書なしの建築、いわゆる、その土地固有の名もなき建築へ我々の関心を引き寄せたのです。                   

                                                                                

 本年度の研修生のレポートは、地域社会参加の役割、社会関

係資本、地域の持続可能性、批判的地域主義、環境保護、地域

特有の土着建築の形式やスタイルの正当性や美しさに焦点が当

てられていました。利己的な、有名な建築家になりたいという

願望ではなく、国民の役に立ちたいという願いが反映されてお

り、それがまさしく答えなのだと感じました。学問や理論など

頭で考えたものではなく、心からの答えでした。

 我々の建築への姿勢に、大きな変革が必要だと感じます。ジークフリート・ギーディオンは 1941 年に

20 世紀の近代建築について、自身の科学的なマニフェストを著書の「空間　時間　建築」で述べました。

 しかし、今、21 世紀世界への新しいマニフェストが必要です。ギーディオンの唱える「空間」は悪化

をたどる環境問題と人間との入り組んだ相互関係を示す「環境」に、「時間」は人類が現在直面する課

題や世界の気候問題を表す「季節」に、そして「建築」は近代建築が多様なエネルギーの流れで形作ら

れてることを示す「エネルギー」に置き換えられるべきです。よって、新しいマニフェストは「環境　

季節　エネルギー　-建築への総体的な取り組み -」であるべきだと考えます。

Ⅲ　ディスカッションレポート

＜論評＞

建築家・コーディネーター　 グンタ　ニチケ　
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　発展途上国であるインドの首都中心部の建築

は、汚染と政策が原因で消滅しつつあり、首都の

ニューデリーは、世界の最も汚染された都市の１

つに数えられています 1。「ラッチェンスバンガ

ローゾーン」と呼ばれる旧英領インド帝国首都の

ニューデリーでは深刻な問題が浮き彫りとなっ

ています。ラッチェンスバンガローゾーンは、デ

リーの基本計画において、重点的領域、建物間の

接続や連なり、構造、計画的または物理的開発に

よる歴史的、芸術的に結合したグループや複合体

という認識のもと、遺産ゾーンとして指定されて

います。野生の樹木が並び、大きな区画やバンガ

ロー（平屋建て住宅）が対称的に配置されている

ラッチェンスバンガローゾーンは、ラッシュトラ

パティ・バワン（インドの大統領官邸）とインド

門を結ぶラージパト ( 王の道 ) と呼ばれる象徴的

な東西の通りとその景観のアイデンティティを強

化しています。1988 年、ラッチェンスバンガロー

ゾーンは、その地域の特徴である低層建築を維持

するため、25.88k ㎡にわたって境界線が引かれ限

定的ガイドラインが定められました。

 一方で、一部の政治家や建設業者の間では、こ

のラッチェンスバンガローゾーンは「修復が難し

く、また無秩序に広がり土地を有効利用できてい

ない」2 として、ゾーンを廃止し高層ビルの建設

を求める声が挙がっています。デリー都市芸術委

員会（DUAC）により、市内で貴重とされるゾーン

内の緑地についても開発のガイドラインが提案さ

れました 3。しかし、人口が増え続け緑地率が低

下しているデリーで貴重な緑を失ってしまえば、

何百もの動植物の生息地に影響を与えることにな

るでしょう。

 

 これに対して、インド造園家協会 (ISOLA)、イン

ド芸術・文化遺産ナショナルトラスト (INTACH)、

インド都市設計研究所 (IUDI) から都市開発省に

提出された見解と提案には、ラッチェンスバンガ

ローゾーンは建築遺産だけではなく、貴重な生態

学的資源であるという内容が盛り込まれました。

まず町に存在する景観資源をマッピングし、有形

無形を問わず価値を数値化することが不可欠で

す。土地の用途の変更は生態系に悪影響を及ぼす

ので、許可されるべきでなく、バンガローも保存

されるべきです。このゾーンには、一般的な開発

基本計画を適用するのではなく、専用のガイドラ

インが作成されるべきです。(DUAC により ) 提案

されたガイドラインは交通網に焦点を合わせてお

り、ラッチェンスバンガローゾーンで概念化され

ている関連空間の関係性を台無しにしています。

例えば、エドウィン・ラッチェンスが思い描いた

「庭園都市」としてのラッチェンスバンガローゾー

ンの緑地化では、幹線道路の両側に 1 種類の樹木

を植えるよう策定されています。この総体的な通

りの設計の考え方は、境界を再編成する際に考慮

されていません。

　ラッチェンスバンガローゾーンの問題は、明確

なビジョンを持ち様々な要望を考慮し、社会全体

で価値ある物を保護するという民意を持って取り

組めば、解決法を見出すことができるでしょう。

 最後に、インドの首都に位置するこの建築遺産

は、元々の住民ではなく、インドを植民地化した

入植者が開発し発展したものです。よって、今日

の政治の中枢エリアの再生や再建には違う方法が

採用されるべきだと私は考えます。

1.Kumar et al. (2015). New Directions: Air pollution challenges 
  for developing megacities like Delhi,Atmospheric Environment.
2.World Monuments Fund.Lutyens Bungalow Zone.Retrived　
　from https://www.wmf.org/project/lutyens-bungalow-zone 
3.Ministry of Home Affairs, Government of India.(2011). 
  Census of India.

ブラマニ　トリプラネニ（インド）

灰色の風景における緑の保護
－ニューデリーの旧英領インド帝国ゾーン－
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　現代においてソーシャルキャピタル ( 社会関

係資本 ) について議論するなら、３つの重要な

参考文献があります。始めに、ピエール・ブル

デューにとってソーシャルキャピタルとは、承

認や親しさを基に制度化された永続的な人間関

係をとおして集積されていく有形または無形の

資産であり、個人的または共同で成長していく

ものです 1。次に、アメリカの政治学者ロバート・

パットナムは、ソーシャルキャピタルを、相互

利益に向けて協調性を生みだすネットワークや

信頼関係、そして規範のような社会的組織の価

値として捉えています 2。そして、ジェームズ・

コールマンは、上下関係やネットワーク内の権

力の不均衡など垂直的局面を紹介することで、

パットナムのソーシャルキャピタルの定義を広

げています。

　インドネシアでは、ほとんどのアジア文化と

同様に、人々は小さな集団のネットワークであ

るコミュニティの中で空間的に、社会的に共生

しています 3。ソーシャルキャピタルに関する正

式な研究はほとんどありませんが、インドネシ

アの村民での協調や人間関係の種類や機能を調

査した研究は多くあります 4。これらの人との

つながりは、様々な種類の相互援助、相互依存、

そして「ゴトン・ロヨン」として知られる村の

相互扶助の慣習によって築かれます。「ゴトン・

ロヨン」という言葉には多くの定義があります

が、簡単に言えば、問題解決は一緒に取り組む

ことが最も効果的という意味です。ゆえに共生

原理の社会文化的な倫理から、「ゴトン・ロヨン」

はインドネシア文化の構成要素であり、またイ

ンドネシアのソーシャルキャピタルの実践とも

みなすことができるでしょう。

　2010 年後半には、住民が自ら問題を解決すべ

きという自助の認識の下、コミュニティ建築家

とソーシャルワーカーが Arkomjogja というグ

ループを主導し、スラム地域の問題解決に取り

組みました 5。この変革は ACCA( アジア地域活

動連合 ) という CAN( コミュニティ建築家ネット

ワーク ) 主導のプログラムと共に進められまし

た。このプログラムは、19 か国で運営を行い、

多くの組織、コミュニティ、研究所や専門家と

ネットワークを結んでいる ACHR( アジア居住権

連合 )と呼ばれる主要組織の活動の一部です。

     

 それ以来、彼らはインドネシアのジョグジャ

カルタで、土地、衛生、経済、健康やごみに

関する問題を解決するために協力し始めまし

た。川辺のコミュニティと協力して取り組

み、Arkomjogja は 31 か所のコミュニティが

Kalijawi‐コミュニティの女性が運営する貯蓄

組合‐を設立する手助けをしました。CAN の精

神「人々が解決策を生み出す」を反映するよう

に、Arkomjogja と Kalijawi は、都市開発にお

いて住民参加型アプローチとソーシャルキャピ

タルを取り入れることで、都市計画に抜本的な

変化をもたらしています。ソーシャルキャピタ

ルの育成にあたり極めて重要な問題は時間を要

すということです。忍耐と人々の密接なつなが

りが必要であり、たやすいことではありません

が、社会の状況を認識し対話が生まれることで、

様々な可能性がも

たらされるでしょ

う。そして、人が

主な解決法として

対話が開かれた時、

住民参加型の開発

の可能性が広がる

のです 6。

1.Bourdieu,P.(1986).The Forms of Capital.In J.F.Richardson  
  (Ed.),Handbook of Theory of Research for Sociology of  Education.
2.Putnam,R.(1993).Making Democracy Work:Civic Traditions in 
   Modern Italy. 
3.ACHR.(2010).Community architects in Asia – design with by for 
   people. 
4.Subejo.(2004).The Role of Social Capital in Economic 
  Development.Jurnal Agro Ekonomi,11(1).
5.Fitrianto,A.(2014).Securing local ownership, and the 
  architect’s dilemma. (H.Moksnes, & M. Melln, Eds.) Claiming 
  the City: Civil Society Mobilisation by the Urban Poor.
6.Boano,C.,&Kelling,E.(2013).Towards an Architecture 
  of Dissensus: Participatory Urbanism in South-East Asia.The 
  Participatory Turn in Urbanism.

モハマッド　ネルザ　ムルキ　イクバル（インドネシア）

ソーシャルキャピタル（社会関係資本）の

維持の観点から再考する都市計画
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再生計画案再生前

　西塢は中国奉化市の東側に位置しています。し

かし、奉化を通り寧波と台州を結ぶ高速鉄道は西

坞を経由しないため、近年、西塢は日増しに周囲

から取り残されてしまっています。

長所 : 

１ 西塢の歴史的地区は比較的完全な複合体を形　　

　 成しているコミュニティで、長い歴史があり

   ます。

２ たくさんの地元住人が今でもこのコミュニ

　 ティで生活しており、その生活は地域の文化

   や建築と密接に関わっています。

３ 水都の観光地として有名な滕头、慶雲、溪口

   などに囲まれており、それらの都市と共同開　　

　 発を行うことも可能です。

短所 : 

１ コミュニティ内に古い建物と新しい建物が無

   秩序に混在しています。

２ 機能的なレイアウトの全体的な計画が欠如し     

   ており、また地域の特色を表すアイコンも無     

   いため、コミュニティの将来的発展の見通し

   は暗いです。特に川沿いに建ち並ぶ多くの公

   共サービス施設や商業施設は適応性や持続可　　

　 能性に限界があり、対処する必要があります。

   通りに並んでいるお店の多くは、ビジネスモ

   デル、顧客ターゲット層、ロケーションなど　

　 の様々な理由で崩壊寸前です。基本的な社会     

  サービス施設の深刻な不足によりコミュニ

   ティの発展が阻まれています。

３ ほとんどの若者達は仕事を求めてコミュニ    　　

　 ティを離れ、高齢者が置き去りになっていま

   す。結果的に、コミュニティに活力が感じら

　 れません。持続可能性も年々下がっています。

再生の課題と目標 :

　歴史ある西塢のコミュニティを全体的な計画に

基づいて再建することが最重要事項です。コミュ

ニティのビジネスモデルや公共空間の計画の再構

築をとおして、再生事業では地元住民の生活の質

の改善を目指すべきです。西塢の開発は、付属施

設を充実させるために十分な段階を経て実施され

るべきでしょう。

　２つ目の重要事項は、持続可能性を高めること

です。再建にあたり、西塢と奉化の全体的な発展

を考慮し、観光や文化など持続可能な産業システ

ムを構築しなければなりません。そうすることで、

西塢の歴史的街並みは活気と生命力にあふれた姿

を取り戻すでしょう。再建にあたり、ターゲット

層は地元住民と観光客を想定します。

再生方法 :

　西塢の歴史的街並みの再生事業は、川沿いの施

設から開始し、特徴的な様式で象徴的であり、エ

ネルギーにあふれた、観光客に優しい街を目指し

ます。

再生戦略 : 

１ 建物は、元々の姿に復元することを目標とし、  

   とりわけ保存状態が良いものについてはでき

   るだけ現状をそのまま維持して保存します。

２ 全体的な調和を重視して復元します。劣化が

   著しい建築は取り壊し、街の景観に合わない　　　

　 建築については近代的な建築で改装を行い、

   配色、材料などを調整して調和を保ちます。

３ 古いものと新しいものの対比を打ち出します。

　 比較的新しい象徴的な建築物は改装して、歴

　 史的なコミュニティと良いコントラストを生 

   み出させます。ビジネスや付属施設の開発を

   開始し、拡張する重要拠点は、コミュニティ

   の南北にある入口と老祠通りの中心地です。　　

　 一方で、川沿いの建物のいくつかは取り壊し

   て、コミュニティを象徴する建築物用に用地

   を空けます。コミュニティを象徴する建築物

   と公共広場は、地元住民と観光客の需要に応

   じた適切な商業開発を行って再構築します。

西塢の歴史的街並みの再生計画

ジャン　インイー（中国）
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　イントラムロスはラテン語で「壁の中」を意

味し、フィリピンで最も歴史ある場所の１つで

す。スペインの植民地時代にマニラの水郷地域

に建てられた都市で、のちに権力を掌握する要

塞化した首都へと変貌を遂げました。1565 年か

ら 1815 年のガレオン貿易の全盛期時代、城壁都

市イントラムロスは急速に都市化し周辺地域の

成長を促し、最終的に現在のフィリピンの首都

である大都市マニラとなりました。

　第２次世界大戦終結後、イントラムロスの歴

史的かつ文化的価値は、荒廃、インフラ整備不

足や無計画な開発などの都市問題によって脅威

にさらされました。かつては華々しかった城壁

都市の保存問題も浮上しました。1979 年にはイ

ントラムロス管理局が設置され、近代化が進み

発展し続けるマニラの一部として、また、フィ

リピンのスペイン統治時代のモニュメントとし

て、イントラムロスの計画的な復元・開発が管

理されるようになりました。

　1989 年、イントラムロス管理局は、「1991 年

のイントラムロス開発計画」の策定に取り組み

ました。計画のコンセプトは、イントラムロス

を人々が生活を営む “生きた博物館”に変える

ことです。

１ 建物の外観が「フィリピン・スペイン」様式

   で、スペイン統治時代の面影を色濃く残す強

   化地区を確立し、建物の高さは３階までとす

   る。

２ １階から２階の外観が「フィリピン・スペイ 

　 ン」様式で、３階以上は現代のガラスとカー  

   テンを用いた窓を採用しても良い準強化地区

　 を設ける。建物の高さは７階までとする。

３ 現存する複合博物館は、景観を合わせながら　　　

　 新しい建築様式を導入して強化する。

４ 文化的なショーやアクティビティを増やし、　

　 より多くの芸術品や文化的空間を設ける。

５ オフィスを誘致し、複合開発を行う。

６ 建物の外観を保存し、親しみのある通りの  

   景観を作り出す。

７ より小規模な企業を設立する。

８ イントラムロスの壁や要塞部分に商業機能

　 を導入する。

９ 投資家に税制上の優遇措置を提供する。

10 インフラの整備と近代化を進める。

11 （隣接している）パシグ川に沿って遊歩道を

　　建設する。

 長年にわたり、イントラムロス管理局は、ラン

ドマーク的な建物や城壁、要塞の再建や保護・

活用、歴史的まちなみや複合博物館の発展、広

場と複合広場の開発、インフラ整備などを指揮

してきました。中でも城壁と要塞は 95％再建さ

れています。しかし、1991 年のイントラムロス

開発計画が承認されてから 20 年以上経過した現

在でも、管理局は当初予定していた開発基本計

画を完了できていません。これは、政府そして

国民に緊急性の認識が欠けているためです。

　最近では、グローバル化したコミュニケーショ

ンプラットフォームのおかげで、フィリピン人

の文化的遺産や、歴史遺産を評価する意識が高

まりつつあります。イントラムロス管理局でも、

城壁都市の注目すべき場所や建築のマッピング

に取り組んでいます。このようなコミュニケー

ションや文化資産をデータ化する試みは、今後

のイントラムロスの活性化に欠かせません。未

来のイントラムロスの全体像はまだ見えていま

せんが、フィリピンにとってかけがえのない貴

重な資産であり続けるでしょう。なぜなら、フィ

リピン人 ( 民族 ) を意識できる活気ある中心地

へと発展する可能性を秘めているのですから。　　　　

イントラムロスの城壁都市：都市再生と保存に関する事例研究

キンバリー　アン　チン　タン -アファン（フィリピン）
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パタンの仏教僧院　バハとバヒの場合

パリスタ　バラチャーナ（ネパール）

 ネワール建築が多く見られるカトマンズ渓谷

の中心地を巡ると、発見と驚きを感じるでしょ

う。カトマンズ渓谷の中心地のにぎやかな通り

には、何世紀にもわたり発展してきたコミュニ

ティ体系である仏教僧院があります。パタンは

カトマンズ渓谷にある都市の１つで、ネワール

建築が特徴的ですが、ここではバハとバヒにし

ぼって言及します。1985 年のジョン・K・ロッ

クによる推定では、パタンにはバハが 141 か所

(18 主要部と 123 支部 )、バヒが 25 か所あり、

カトマンズにはバハが 90 か所、バヒが 16 か所、

バクタプルにはバハが 20 か所、バヒが 3 か所

ありました 1。バハという言葉は、サンスクリッ

ト語のビハーラに由来し、仏教僧院を指しま

す。結婚したバレ ( 僧侶 ) のコミュニティ施設

として作られ、各々のバハには、バハを管理す

る閉鎖的な自給自足集団であるサンガ ( 僧伽 )

があります。バヒは、訓練や教育、説法、行脚

僧に休息所や食料を提供する場として作られま

した。また、バヒは独身僧侶に宿を提供したり、

バハからダーマ ( 守るべき規範 ) を学びに来た

仏教徒に教えを説く場でもあります。現在でも

バハとバヒは存在し、バジュラチャールヤ家な

ど特定の一族に導かれたサンガが運営していま

す。

 現在、バハやバヒの広場は、学びの場として

の用途は減っていますが、新たな用途が展開さ

れています。今でも、祭りや儀式の際に利用さ

れるとともに、広場は中心地にあるため、経済

活動にも利用されています。広場は１日を通じ

て、市場や朝の宗教活動に、日々の経済活動に、

子供の遊び場や人々の集いの場、駐車スペース

として、また周辺で工事がある場合は資材置き

場として利用されます。自然災害の際、バハや

バヒの広場は極めて重要で、2015 年のネパー

ル地震の際には、人々の安息の場となり、一時

避難所が設けられました。恐怖や強い不安を感

じる時、広場はお互いに慰め合い、絆を確かめ

る場所となりました。震災後、管理が十分でな

かった住居は損壊し、現在、古い住居は解体さ

れ、新しい住居の建設が進んでいます。パタン

には建築規定がありますが、法的拘束力が弱く、

多くの問題を引き起こしています。人々はバハ

やバヒのような遺産の価値を考慮せずに建物を

建てるため、例えば、日当たりの遮断、近隣住

居に影響する建物の高さと幅の比率、遺産とし

ての街の雰囲気の欠如、不明瞭な権利者、適切

な管理の欠如など、様々な悪影響が出ています。

これは、我が国の政策レベルの弱さによるもの

でもあり、重要文化財を守る厳密な保護法がな

いためです。例え規定があっても、法的な監視

や監督が欠如しています。この状況が続くと、

バハやバヒにふさわしい建物はなくなり、スラ

ム街のような環境となるでしょう。しかし、ど

んな問題にも連鎖反応があり、対策があるはず

です。パタンでは、バハやバヒを維持している

民家に報奨金制度がありません。もし報奨金制

度があれば、住民は文化遺産としてバハやバヒ

を維持していくでしょう。地域を保存し住環境

を整えるには、バハやバヒの住居に適切な戦略

が適用されなければなりません。バハやバヒの

修復や保存は、建物だけでなく、社会的、経済

的、管理的要素も含まれており、修復・保存に

成功すれば、カトマンズ渓谷のネワールコミュ

ニティ全体の手本となるでしょう。

1.Locke,J.K.(1985). The Buddhist Monasteries of Nepal.
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　タイは、地形的に河川が多く農業に適した低

地です。古代から現代に至るまで、東南アジア

本土とタイランド湾、そして南シナ海を結ぶ水

上輸送は地域に不可欠であり、日々の生活や商

品を運ぶのに利用されています。

　このため、タイは多くの市場や港を持つ商業

拠点となっています。その特徴の１つに水上

マーケットがありますが、この種の市場は水辺

のコミュニティと密接に結びついています。し

かし、グローバル化が進んだ現代では、新鮮な

農業製品を車両や列車で輸送するのが一般的

で、水上マーケットは水辺のコミュニティから

消えつつあります。一方で、水上マーケットは

地域経済に重要な役割を果たすため、マーケッ

トの地域文化を取り戻そうと全国的に多くのプ

ロジェクトが立ち上がっています。ここでは、

その中から 3 つの事例を取り上げたいと思いま

す。

　サムットソンクラーム県のワットチュラ運河

沿いにあるアンパワー水上マーケットは、果樹

園とメコン川を結ぶ恵まれた立地にあり、60 年

以上前には貿易で非常に栄えていました。2000

年代には、観光や地域産業を推進するために、

政府によって膨大な投資が行われました。しか

し、地域ルーツや歴史の研究不足と、また急速

な経済成長を約束したために大口投資家が参入

して利益を吸い上げ、結局、地域経済や地元の

人々は置き去りにされてしまいました。その結

果、地元住民達は引っ越したりお店をたたんだ

り、投資家へ土地を託して去り、地域本来の魅

力は消え失せ、観光地のみが残りました。この

事例は、地域の文化や歴史的価値を考慮せず上

辺だけを再生しようとした政策の失敗例です。

　 ２ つ 目 の 事

例 は、100 年 以

上 の 歴 史 が あ

り、現在も存続

しているスパン

ブリー県のカオ

ホーンマーケッ

トです。こちら

のコミュニティは、街のメインの桟橋と駅の間

に位置しており、かつては田舎と首都を結ぶ非

常に活気あふれる場所でした。先の事例と同様

に、陸上輸送の増加により衰退し、地元経済は

不振になりましたが、地域住民は３世代を超え

て住み続けています。この歴史的な場所の 100

周年を祝う年に、地域住民が集結してコミュニ

ティの復興プロジェクトを開始し、自ら資金集

めに乗り出すと共に、ソーシャルメディアを利

用してキャンペーン活動を行いました。これは

ニュースでも大々的に取り上げられ、その結果、

歴史的観光地として地域コミュニティを再構築

することができました。カオホーンマーケット

は、地域住民の努力と建築物の保存により成功

し、古き良き時代を直に感じられるノスタル

ジックな魅力を持つ観光名所として広く知られ

るようになりました。

　 最後の事例は、

水辺のコミュニ

ティと公営企業

が 協 力 し、 持

続可能な方法で

行った復興事業

の例です。チャンタブリー県のチャンタブーン

川沿いにある水辺のコミュニティは、植民地時

代の建築様式でよく知られており、タイ‐中国

‐仏教文化とベトナム‐カトリック文化が融合

し、面白い景観を作り出しています。開発委員

会は、都市計画家、保存建築家、建築学校そし

て地元住民と一緒に地域研究を行い、復興開発

の計画を立てました。現在、プロジェクトは段

階的に継続中ですが、反響が良く、成功を収め

ています。

タイにおける水上マーケットの再開発 

タニヤ　タパナンド（タイ）
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ハノイ旧市街地の歴史、価値、問題

　

 ハノイの旧市街地は、西暦 1000 年頃から貿易

や商取引が行われてきた商業・ビジネスの中心

地です。旧市街は、尽きることのない活力に満

ちており、街の魂が感じられることから高く評

価されています。商業施設から住宅まで様々な

種類の建物が混在し、機能的な多様性があり、

また多くの外国人が訪れるため、商業的、文化

的、そして宗教的活動も活発に行われています。

しかし、都市構造の変化やインフラの劣化、都

市施設や人々の生活水準の低下などの都市化が、

旧市街地に深刻な脅威をもたらしています。

保存プログラムとターヒエン通りの再生事業

　

 2004年、ハノイの旧市街は国家遺産に認定され、

保存プログラムが策定されました。このプログ

ラムは、持続可能な都市遺産モデルを目指し、

活力ある街を丸ごと保存しようと試みています。

つまり、保存のみならず修復、改修、新しい建

物や空間の建築も進め、街の文化拠点を作り観

光客を増やすと共に、地域経済と居住環境の向

上を目指しています。ターヒエン通りの再生の

事例は、保存プログラムの成功例の１つです。

　

　ターヒエン通りが保存の対象となった理由は

複数ありますが、旧市街地の中心に位置するこ

の通りは、重要な伝統建築物が密集し多くの観

光客が訪れる最重要保存地帯への入口の１つで

あるためです。この通りをいずれ歩行者天国に

して文化的催しを多く開き、観光客を呼び込む

計画もされていま

した。また、この通

りは、建設当時の特

徴的なスタイルが

一定レベル残され

ていました。建物

の外観はフレンチスタイルが多く見られますが、

交互に組まれたブロック塀や狭い間口と奥行き

のある住宅、そして開放的な中庭は、典型的な

旧市街地の住宅と同じでした。

　ターヒエン通りの本質的・独創的な価値の保

存と新たな活力の創出を目標に、再生事業では

都市の外観、建築空間、通りの景観の提案に取

り組みました。まず、都市の外観については、元々

のデザインである特徴的なフレンチスタイルに、

伝統的なベトナムらしさと美学を組み込んで保

存と復元をしました。通りの左右では、建物全

体の形状、建築スタイル、装飾や扉、窓、鎧窓

など詳細にわたって異なる手法を用いて修復や

復元を進めました。次に、建築空間については、

住環境を向上させるために建物と通りで行われ

る活動がつながるよう試みました。建物の正面

を開放的なデザインにし、通りと建物内部の中

間に活気のあるスペースを設けました。すべて

の家に元々備わっていた内部の小さな中庭も修

復され換気と明かり取りに利用されています。

景観については、道路や屋外広告、その他の施

設は、全体的なスタイルと空間に沿うように見

直されました。通りの前の小さな区画も取り除

き、ストリートパフォーマンスや人々が集うオー

プンスペースが設けられました。

　2011 年に再生事業

を完了したターヒエ

ン通りは、　「ハノイ

国際交差点」とも呼

ばれ、日夜通して街

の文化活動を楽しめ

る中心地となりまし

た。このターヒエン通りの再生事業は、まだ細

かい欠点はありますが、建築物を保存・復元し、

新たな活力を街にもたらしたという点で成功し

たと言えるでしょう。博物館に収められるよう

な遺物となることなく、現代生活と調和して存

続するために劇的な変貌を遂げ、ハノイ旧市街

の尽きることのない活力を完璧に表現している

のですから。

ハノイ旧市街地の保存：ターヒエン通りの事例研究

ブ　アン　トゥアン　ミン（ベトナム）



34 

 私たちの人間中心主義は、社会文化の退廃や環

境悪化などの問題をもたらし、その結果、文化

や継承された知識、遺産、風景や環境の保存、

そして都市空間の再生は、持続可能な開発にお

いて必須条件となりました。そのような重要な

局面では、持続可能性は設計された建築物によっ

てのみ評価される単純なものではありません。

持続可能な取り組みとは、次世代へ受け継がれ

ることを深く認識し、保存に細心の注意を払い

慎重に変化を加えながら、環境やライフスタイ

ル全体を設計することです。ここでは、対照的

な２つの例を提示し、どのようにして様々な革

新的な解決策や建築手法を編み出すのか検討し

たいと思います。次の２つのプロジェクトは、

保存と再生をとおして、建物の設計だけでなく、

気候や社会文化的に大きな影響をもたらしてい

ます。

 「水とジャングルの詩」を意味する「Jol O 

Jongoler Kabbo」は、機能性や形状より自然に

重点を置いており、様々な感覚を刺激する社会

的な水辺風景です。生態学的にだけでなく、バ

ングラデシュらしい景観やコミュニティ、生活

を体験できるよう哲学的アプローチが取られて

います。この持続可能な設計アプローチは、参

加型の景観設計を通じ、小さなジャングルや湿

地、生物の生息地を保存することで、私たち

の本来ある姿を取り戻し、立ち返ることを目

指しています。まちの周辺に緑地を復活させる

ことは極めて重要で、生態学的バランスを持続

させるだけでなく、マクロ単位で地方と都市コ

ミュニティに役立つのです。「Jol O Jongoler 

Kabbo」は、他の建築家がこのようなアイディア

をひらめき、実現に向けて計画を練るうえで参

考となるでしょう。

 もう１つのプロジェクトである「Deyal Kotha」

は、人口密度の高い都市に存在する未利用地を

周辺コミュニティの基本的なニーズ、例えば教

育、職業訓練、医療、意識向上のための空間と

して提供することで空間の活性化を目指してい

ます。賑やかなまちの高架下にあるこの小規模

な土地固有の構造は、空間を活性化し、コミュ

ニティに教育や訓練といった面で貢献していま

す。都市空間の再生と併用の手段として、「Deyal 

Kotha」のプロジェクトは持続可能な成長のお手

本となり得ます。さらなるデザイン手法は、ダッ

カ市に限らず、国中の未利用地のマッピングを

行えば生み出されてくるでしょう。そしてマッ

ピングされた空間は、のちにインフィル開発 (地

域開発の一部として既存の土地を使用して建築

や開発を行うこと ) を念頭に分析されるべきで

す。周辺環境に応じてこれらの空間に様々な機

能を与え再生すれば、新しい土地に機能を分散

するだけでなく、様々なコミュニティが利益を

得られるでしょう。個々の状況に沿った適切な

技術と地域で入手できる材料を使用すれば、持

続可能なアプローチで未利用地を適切に活性化

できるのです。 

 ダッカ市への都市集中や、市街地の急速な郊外

への拡大を考慮すると、自然保護のために空間

を維持することは、持続可能な成長と文化保護

において不可欠です。更に都市の未利用地の再

生は、土地を無駄にすることなく空間を有効利

用し、街に活気をもたらす上で重要であると認

識されるべきです。２つのプロジェクトはどち

らも、人々の典型的な考え方を変え、より良い

未来に向けて前向きな姿勢をもたらす足がかり

になります。

持続可能なグローバル環境における再生と保存　

イシカ　アリム（バングラデシュ）

バングラデシュの事例
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Ⅳ ホームステイ

　私は優しくフレンドリーな島岡家の皆様に迎えられ、日本の日常生

活を実際に体験することができました。息子さんは中国文化に大変興

味を持っておられ、何冊もの中国文化の本をお持ちでした。また島岡

家には、大阪の高校に通う中国人留学生もホームステイしており、か

わいい妹ができたようで嬉しかったです。

　私は島岡家で生活する中で、彼らの生活資源を大切にする姿勢や何

事にも熱心なところ、他者を思いやり自然を尊ぶ心に感銘を受け、自

分自身を見直すきっかけとなりました。多くのことを教わり、島岡家

の皆さんに感謝したいです。

堺さん　ファミリー　
タニヤ　タパナンド（タイ）

　堺家で週末を過ごし、家族に囲まれているような温かい気持ち

になりました。皆さんは私のことをとても気にかけてくださり、

手作りのたこ焼きを昼食に食べた後、堺市立町家歴史館山口家住

宅や堺刃物ミュージアムに連れて行ってくださいました。夕飯に

は、皆さんと手巻きずしを作りました。翌日はさかい利晶の杜に

行き、初めて茶道を体験しました。また、だんじり祭の試験曳き

も見ることができ、とても楽しかったです。私は料理が好きで日

本のレシピに興味があるため、スーパーにも寄ってくれました。

私は堺家で過ごした時間を忘れません。これまでで最も素晴らし

いホームステイ体験となりました。

島岡さん　ファミリー　
ジャン　インイー（中国）

高柴さん　ファミリー　
イシカ　アリム（バングラデシュ）

　高柴家で素敵な週末を過ごし、日本の生活や文化をより深く知

ることができました。家族の皆さんは私を温かく迎えてくれ、感

動しました。お父さんは建築家で、大阪の多くの安藤忠雄氏の建

築や寺院に連れて行ってくださり、様々なことを教えてくれまし

た。また、音楽や建築、旅行に対する興味など、日本の家族と共

通点が多くあり、嬉しくなりました。貴重な経験ができ、忘れら

れない思い出となりました。

伏見さん・松本さん　ファミリー　
パリスタ　バラチャーヤ（ネパール）

　私は伏見家・松本家の皆様に温かく迎えていただきました。大阪城と

梅田スカイビルに連れて行ってくださり、大阪城は伝統建築と現代の技

術が融合しており驚きました。梅田スカイビルの空中庭園展望台では、

建築も眺めも目を見張るものでした。私は美しい日本人形が飾られてい

る和室に泊めていただき、おばあさんに着物と浴衣も着せていただき、

とても嬉しかったです。翌日、お母さんは箕面公園に連れて行ってくだ

さり、箕面の滝までハイキングしました。貴重な体験をさせてくれた、

伏見家と松本家の皆様に感謝したいです。
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森 （傅）　さん　ファミリー　
モハマッド　ネルザ　ムルキ　イクバル（インドネシア）
ブ　アン　トゥアン　ミン（ベトナム）

　私たちはとても親切で優しい森家で素晴らしい２日間を過ごしました。森家のご自宅は美しい日本の

伝統的な住宅で、畳の部屋や絵画、陶磁器がありました。森ご夫妻はとてもエネルギッシュで、京都の

様々な神社や観光地に連れて行ってくださり、特に、約一万基の鳥居が連なる伏見稲荷の景色は圧巻で

した。お母さんは、日本の伝統食である寿司やうどん、お好み焼きを作ってくれました。また、夕食に

インドネシア料理も用意してくれ、温かく歓迎してくれたことは忘れられません。森ご夫妻は、茶道や

着物、折り紙など様々な日本文化を紹介してくださり、私たちは一緒に過ごした楽しい時間を忘れない

でしょう。日本の家族の一員となり多くのことを教わり、本当に感謝しています。

森　（康員）さん　ファミリー　
ブラマニ　トリプラネニ（インド）

　ホームステイは、日本での新しい家族に出会えた素晴らしい経験でした。

森さんご夫妻は、手作りの折り紙をあしらった素敵なウェルカムボードで

私をご自宅に迎えてくれました。また、有名な古市古墳群に連れて行って

くださり、翌日には素晴らしいだんじりも見ることができました。トレッ

キングをして頂上から美しい金剛山を眺めたことも、とても思い出に残っ

ています。別れ際には、手作りのプレゼントをいただき胸が熱くなりまし

た。私が満喫できるようホームステイを計画してくださった森さんご夫妻

に感謝したいです。                

和田さん・堀内さん　ファミリー　
キンバリー　アン　チン　タン -アファン（フィリピン）

　和田さんと和田さんのお母さんは、たこ焼き作りと日本食で私を温

かく迎えてくれました。昼食後はご友人のお宅で日本の茶道について

教わり、お茶を振る舞っていただきました。また和田さんは、自転車

で天王寺や新世界、なんばパークスや国立文楽劇場も案内してくれ、

美しく活気ある大阪の街を散策しました。翌日には天満宮や北浜エリ

アを散策し、ご友人宅でお茶もごちそうになりました。短い時間でし

たが、温かい人々、そして素晴らしい場所や文化に触れ、忘れられな

い思い出となりました。
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　2016 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

協力企業・関係者

株式会社アトリエ安藤忠雄

エスアールジャパン株式会社

大阪ガス株式会社

大阪商工信用金庫

株式会社大林組

株式会社カナオカ機材

がんこフードサービス株式会社

関西石材株式会社

近鉄グループホールディングス株式会社

株式会社クボタ

株式会社クマシュー工務店

株式会社くれおーる

株式会社鴻池組大阪本店

五苑マルシン株式会社

株式会社サンケイビル

サントリーホールディングス株式会社

積和不動産関西株式会社

積水ハウス株式会社

株式会社錢高組

大光電機株式会社

株式会社竹中工務店

東西建築サービス株式会社

株式会社パソナグループ

阪急電鉄株式会社

阪急不動産株式会社

廣田証券株式会社

プライミクス株式会社

平和不動産株式会社

株式会社間口

株式会社矢動丸プロジェクト

レンゴー株式会社
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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、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                   長沼　敏彦

　 近畿大学　建築学部　 教授　   翁長　博　　　  教授　　  松本　明　

　　　　　　　　　　　　講師　　 堀口　徹　　　  講師　　  橋本　啓子　　

　　　　　　 文芸学部 /国際学部　　　　　　 　   教授　    内藤　能

　　　　　　 建築学部大学院、文芸学部英語コミュニケーション学科の学生の皆さん

OFIX ホームステイボランティア (代表者）

　　堺　　広範　　　　　　　　　 島岡　てるみ　　　　　　　高柴　健一郎　　　　　　　

　　伏見　章子　　　　　　　　　 森　　傅　　　　　　　 　 森　　康員

　　和田　洋子

OFIX 語学ボランティア

    岡本　佳奈　　　　　　　　 　常見　仁美　　　　　　　　山川　あゆみ

    若林　朋子　　　　　　　　　  　                          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (50 音順 )
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