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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 25 回目を迎えました。今回

で 19 か国・地域から 225 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建造物や庭園に触れるこ

とができました。また、大阪府での建築行政を担う職員との

景観施策をテーマとしたディスカッションや、近畿大学での

学生との建築ワークショップにおける、意見交換や討論をと

おして、日本の建築、芸術や文化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

していくアジアの若き人材にとっても参考となれば幸いで

す。　

　　　　　　　　　　　 2018 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、アジア諸国の国籍保持者

　・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 (2)、タイ、中国、バングラデシュ、フィリピン

  ベトナム

研修期間

　2017 年 9 月 22 日（金）～ 10 月 19 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・大阪支社

　 ・株式会社竹中工務店 本社・大阪本店

   ・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 フランス建築アカデミー大賞 ( ゴールドメダル ) 受賞

1992 年 カールスバーグ社　第 1回国際建築家賞　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 コマンドゥール受章

2015 年 イタリア共和国功労勲章　

　　　 グランデ・ウフィチャーレ受章

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　イタリア

2001 年 ピューリッツァー美術館 セントルイス　米国

        アルマーニ・テアトロ ミラノ　イタリア

        大阪府立狭山池博物館 大阪狭山市

　　　　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　米国

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　ドイツ

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 ヴェネツィア　イタリア

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　中国

2015 年　国際子ども図書館アーチ棟　台東区

2017 年　森の中の家　安野光雅館　京丹後市

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22日 金 ホテルアストンプラザ関西空港

9月23日 土

9月24日 日 自主研修

午後：大阪府研修

9月26日 火

9月27日 水 ウェスティンホテル淡路

9月28日 木

9月29日 金 近畿大学・ＯＦＩＸ

9月30日 土 ホストファミリー

10月1日 日

受入企業・ＯＦＩＸ

10月3日 火

10月4日 水

10月5日 木

10月6日 金

10月7日 土

10月8日 日

10月9日 月

10月10日 火

10月11日 水

10月12日 木

午後：安藤忠雄氏表敬訪問 ＯＦＩＸ

10月14日 土

10月15日 日

10月16日 月

10月17日 火

10月19日 木

ホテルアストンプラザ関西空港
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）

10月18日 水
午前：修了式発表準備 (シティルートホテル）

ＯＦＩＸ

10月13日 金
午前：受入企業研修

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
京都リッチホテル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 受入企業

シティルートホテル
近畿大学建築ワークショップ

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

受入企業

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（直島）

10月2日 月
午前: 受入企業オリエンテーション

受入企業研修

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）

大阪アカデミア

9月25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

研修日程
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アシュロン　リオネル

フランク

（ベンガルール・インド）

Architecture Paradigm

建築家

ルバイヤ　ナスリン

（ダッカ・バングラデシュ）

Bengal Institute

研究員

ジャオ　ヤーティン

（上海・中国 )

上海市建工設計研究院

建築家

クアレス　ジャンフォー

オルボック

（セブ・フィリピン）

Espina, Perez-Espina &　

Associates

建築家

パヴィーナ　

シリワトチャイポーン

（バンコク・タイ）

チュラロンコーン大学

大学院生

レ　シュアン　ギア

（ハノイ・ベトナム）

Vietnam National 

Construction Consultants

Corporation - JSC

建築家

コス　ウォーランダリ

シジャティニングラム

（スラバヤ・インドネシア）

Sekar Kedaton Architect 

ジュニア建築家

フェリシア　デヴィーナ

（バンドン・インドネシア）

Ace Architects & Associates

建築責任者

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　　　　　　　　　　　　レ　シュアン　ギア（ベトナム）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・株式会社錢高組　　　　　　　　　　　　ルバイヤ　ナスリン（バングラデシュ）

・株式会社竹中工務店　　　　　　　　　　アシュロン　リオネル　フランク（インド）

・大和ハウス工業株式会社　　　　　　　　パヴィーナ　シリワトチャイポーン（タイ）

安藤忠雄氏建築物視察・表敬訪問        　クアレス　ジャンフォー　オルボック（フィリピン）

安藤忠雄氏建築物視察（淡路島～直島）     コス　ウォーランダリ　シジャティニングラム

                                        （インドネシア）

建築ワークショップ ～近畿大学～　　　　 フェリシア　デヴィーナ（インドネシア）

ディスカッション・京都スタディツアー    ジャオ　ヤーティン（中国）                                     

Ⅱ　研修レポート



8 

　大阪府による研修を 9 月 25 日及び 26 日の 2

日間実施しました。来日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

のプロモーション、大阪府住宅まちづくり部及

び都市整備部による大阪の都市戦略や都市計画

等についての講義を受けました。また、津波・

高潮ステーションの視察や、府職員と景観政策

についてディスカッションを行うことで、大阪

の災害対策やまちづくりについて、包括的な知

識を身につけることができました。

　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

阪の魅力を体験し、大阪のファンになっていた

だきたい」とメッセージをいただきました。続

いて、研修生を代表して、フィリピンの研修生

から、研修への抱負をはじめ、梅田スカイビル

やたこ焼き等大阪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、

府内在留外国人住民の増加、友好都市の紹介を

含め、大阪の国際化についてプレゼンテーショ

ンがありました。研修生からは、2025 年の大

阪万博誘致への構想や、訪日外国人へ向けたメ

ディカルツーリズムについて質問があり、活発

な質疑応答が行われました。

　午後は、大阪府住宅まちづくり部職員から、

大阪府の都市戦略、開発許可・建築確認制度、

景観政策、木造建築における耐震の取り組みに

ついて講義があり、大阪のまちづくりのこれま

での歩みや取り組みについて学びました。研修

生からは、戦後の発達に伴い、郊外のニュータ

ウンが形成されるとともに都市中心部が空洞化

した現象や、近年の都心回帰等、大阪のまちの

変化を自国と比較した意見や、うめきた 2 期の

「みどり」を中心とした開発計画への質問が寄

せられました。また、観光客誘致のための景観

計画が抱える課題や、周辺住民の参加・協力の

重要性について、意見が交わされました。

　

　最後に、高層建築である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、説

明を受けました。2011 年の東北地方太平洋沖地

震を契機に新たに設置された耐震補強装置に、

地震をあまり経験したことのない研修生も、耐

震対策の重要性を感じたようです。

大阪府副知事表敬訪問及び大阪府研修



9

　2 日目の午前中は、現地視察として大阪市西

区にある津波・高潮ステーションを視察しまし

た。館内では、職員の方に、かつて大阪を襲っ

た高潮の歴史や、地震、津波発生時の対応につ

いて熱心に説明していただきました。ダイナ

キューブ（津波災害体感シアター）では、音と

映像で津波災害を体感し、大阪で実際に起こり

うる津波被害の恐ろしさを知ることで、防災意

識を高め、備えることの重要さを学ぶことがで

きました。

　午後は同じ津波・高潮ステーションで、大阪

府都市整備部の職員から、大阪の都市計画、イ

ンフラ戦略、土地区画整理・市街地再開発事業

についての講義がありました。府内の用途地域

の分布や、市街地再開発事業を行う際の周辺住

民との関係等、自国の事例と比較した質問が多

く寄せられました。

　最後に、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、府職員から

大阪の主な景観施策について説明があり、まち

全体を博物館として、ひとつひとつの地域資源

を展示品に見立てた「大阪ミュージアム」や建

物の緑化、電線類の地中化等の取り組みが紹介

されました。その後、研修生から、歴史的建造

物の保存と修復を中心とした政策から、今日の

自然景観や周辺環境を含む、より包括的な取り

組みへの移り変わりや、水資源の景観維持、都

市緑化政策等、自国の事例や課題の発表があり

ました。自由な意見交換をとおして、緊張がほ

ぐれた様子の研修生からは、アジア各国の対策

の違いや状況を知り、お互いの刺激となり、大

変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、研修生は翌日（9

月 27 日）からの視察や企業研修に向けて、自

国とは異る大阪のまちづくりや自然災害への取

り組み、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、その後の研修に臨むことで、大阪のまち

や建築についてより理解を深めることができた

ようです。
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　安藤プログラムのひとつとして、私達研修生

は日本の建設会社で実地研修を受ける機会を得

ました。インドネシア出身のフェリシア　デ

ヴィーナさんと私は、日本の 5 大建設会社の一

つである、株式会社大林組で 10 日間の研修を

受けました。タイトな日程でしたが、私達は日

本の建設やデザイン技術を出来る限り吸収しよ

うと努め、想像を超える素晴らしい経験となり

ました。

　研修初日、大林組の社員の方から温かい歓迎

を受けた後、大林組の会社概要について説明し

ていただきました。その後、私達は大林組歴史

館を訪れ、大林組の輝かしい歴史、技術発明

や代表的なプロジェクトについて学びました。

1892 年、大林芳五郎氏により創立された大林組

は、現在、日本のみならず、東南アジア、オー

ストラリア、ヨーロッパや米国等でも事業を展

開しています。また、国内では、なんばパーク

ス、グランフロント大阪、東京スカイツリーや

大阪城天守閣等、多くの主要な建物の建設にも

関わっています。

　加えて、2050 年の宇宙エレベーター建設構想

や水素エネルギー供給システム構築への近未来

的なコンセプトや技術について説明があり、私

達は驚きを隠せませんでした。大林組の日本、

そして世界の建設産業への貢献には心を打たれ

ました。

　さらに、私達は大林組の職員のひとりとして、

2030 年、日本の未来へ向けた建築をデザインす

るという課題を与えられました。外国人として、

日本の社会・経済問題や傾向を分析し、2030 年

の未来のコミュニティに向けた先例のないプロ

トタイプを提案するというものです。将来、日

本はシェアリングエコノミー、ICT、E コマース

において主権を握る、第 4 次産業革命を導く先

導国となっていることでしょう。人々の生活水

準向上のため、未来の建物は、持続可能な資材

により、工場で 3D プリンターによりプレハブ

式で作られ、VR（バーチャルリアリティー）技

術やビッグデータを駆使しデザインされること

でしょう。よって、私は日本の未来建築へのプ

ロトタイプとして、プレハブ式の複合施設を提

案しました。それは、Eコマース展示場、コワー

キングスペース、集合住宅、マイクロファーミ

ング菜園やコミュニティセンター等多様な施設

を持ちあわせた建物です。大林組の社員の方々

に、私達の考えを伝え、提案を発表できたのは

大変有意義でした。

　

　オフィスでのデザインワークのみならず、社

員の方々と視察に出かけることもできました。

皆さんはご多忙の中、時間を割いてくださり、

大林組のプロジェクトや大阪の有名なランド

マークを紹介してくださいました。そのひとつ

として、万博記念公園にある「太陽の塔」を訪

れました。大林組は現在、1970 年に開催された

大阪万博のシンボルである「太陽の塔」の耐震

改修工事を行っています。PD センターより、改

修前に現存の塔の模型作成のため駆使した、最

新の VR や BIM（ビルディング・インフォメーショ

ン・モデリング）をご紹介いただき、どのよう

に現在の改修工事現場を計画したのかについて

ご説明いただきました。また、幸運にも、日本

人でも訪れたことのある人は少ないであろう、

塔の内部も

見学するこ

とができま

した。

企業研修：株式会社大林組
レ　シュアン　ギア（ベトナム）
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　続いて、大林組が設計、施工を手掛けるよみ

うりタワーの工事現場を視察しました。そこで

は、オイルダンパーや耐震構造管理システム等、

耐震ビルやタワーについての日本の建築基準や

技術について説明していただきました。完成間

近の工事現場で、大工として働くベトナム人に

も出会い、話をすることができました。彼らは

大林組の現場で働くことへの誇りや、フレンド

リーな職場環境、そしてプロとしての労働倫理

を褒め称えていました。日本で働くベトナム人

と話すことで、少しほっとした瞬間でした。

　さらに、大林組のプロジェクトのひとつであ

る、グランフロント大阪を訪れました。新開発

区域であるうめきたエリアに現存する建物と調

和する、環境に配慮し、活気ある、革新的な統

合型コミュニティを創造する構想には驚きまし

た。大林組は他の企業や投資家と共に、大阪へ

の来客者増加、大阪の文化発信や経済発展への

新しい開発策を打ち出しています。

　他にも、活気に満ちた商業施設であるなんば

パークスでは、プロジェクトを手掛けた建築家

の方が、視察にご同行くださり、プロジェクト

の歴史やコンセプトデザインについて説明して

くださいました。南海ホークスの本拠地である

旧大阪球場を、米国のグランドキャニオンをイ

メージした、まったく新しい複合施設へ生まれ

変わらせたのです。

　著名な新しいプロジェクトの他に、大阪城、

東大寺、一心寺、四天王寺等の歴史的建造物も

訪れることができました。大林組は、高層タワー

や大規模なインフラ整備の建設だけでなく、古

い建物の再生や修繕も行っています。阪急淡路

駅の工事現場を訪れた際、私達は、大林組の建

設への幅広い知識と長年培われた経験に、また

しても驚かされました。この工事は、最新技術

を駆使し、未来のまちづくりに向けた、新しい

交通の中核地を建設するという長期にわたるプ

ロジェクトです。

　研修の終わりに、私達は社員の方と一緒に、

日本一高い高層ビルである、あべのハルカスの

展望台、そして様々な海の生き物で溢れる海遊

館を訪れました。素晴らしい思い出と、出会っ

た大林組の社員の方々のことを一生忘れること

はないでしょう。大林組の皆様のサポートと、

私達研修生を温かく迎えてくださったことに心

から感謝します。
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　株式会社錢高組の企業研修では、貴重な体験

をすることができました。インドネシア研修生

のコス　ウォーランダリ　シジャティニングラ

ムさんと私は、10 日間の研修で、日本の仕事環

境について学び、短い期間でしたが大きな影響

を受けました。チームでのデザインワークの他、

多くの建築工事現場、著名なプロジェクトや歴

史的建造物を訪れることができました。日程は

とてもよく計画されており、5 日間はデザイン

ワーク、そして残り 5 日間は視察でした。また

研修中は、関西ミニウイングスの通訳ボランティ

アの方にご同行いただき、語学のサポートをし

ていただきました。

　研修初日、光栄にも現錢高社長様にお会いす

ることができ、私達の出身国の建築や芸術につ

いてもお話しすることができました。現錢高社

長様は、宮大工の棟梁を代々家業としてきた錢

高組の歴史を誇りとされており、現在錢高組は

歴史的建造物の修復だけでなく、最新技術を駆

使した現代建築にも携わっています。私達はそ

の両方を、この短い研修の間に学ぶことができ

たことをとても幸運に思います。

　

　最初に、19 世紀の町屋であり、現在も特別な

機会に利用されている伏見町高徳寮を訪れまし

た。美しく保存された畳の和室や中庭は、日本

の伝統家屋の様式を残しています。翌日は安藤

忠雄氏設計の住吉の長屋や、心斎橋、難波エリ

アに位置する GALLERIA【akka】、BIGI ビル 2 を

見学しました。実際にプロジェクトに関わった

構造エンジニアの方から説明を受けることもで

き、興味深い経験でした。最後に天保山の観覧

車に乗り、一日を締めくくりました。

　錢高組の社員の方は、私達の食事も気にかけ

てくださり、また江崎グリコ関西グリコ神戸ファ

クトリー拡張工事やグリコピア神戸見学のため、

神戸を訪れた際、新幹線にも乗せていただきま

した。そこでは、工事現場をまわり、補強や土

台作り等について工事の詳細を見学しました。

かの有名なグリコのポッキーの製造工程も見学

し、大変楽しい経験ができました。

　次の視察は、高石市にて、南海本線連続立体

交差工事のながれについて学びました。現場の

エンジニアの方から、プロジェクトの全体説明

があり、完成間近の工事現場を訪れました。

　

　最後に、最近着工したクボタ堺臨海工場の現

場を訪問し、現場チームの方に、技術面だけで

なく、プロジェクト管理についても説明してい

ただきました。週ごと、月ごとのミーティング、

デザインチームとの協力体制や、プロジェクト

に関わるその他の要素について聞くことができ

ました。その後、約 300 年前錢高組によって建

立された西本願寺尾崎別院も訪れました。寺院

の壁、天井、また庭の木々等全てが現在も美し

いままその姿を残し、歴史を物語っている様に

は感動しました。

企業研修：株式会社錢高組
ルバイヤ　ナスリン（バングラデシュ）
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デザイン画：ルバイヤ　ナスリン

デザイン画：

コス　ウォーランダリ　

シジャティニングラム

　また、デザインワークでは、大阪にあるオフィ

スビルの設計が課題として与えられました。は

じめに、設計にあたり、知っておくべき法令や

規制について学びました。5 日間で、説得力のあ

るコンセプトとビルの設計、フロアプラン、断

面図、立面図の作成、そして容積率の計算を行い、

最終日にはプレゼンテーションを行いました。

　私は、「都会の庭園」をコンセプトにしたプ

ロジェクトを提案しました。屋上を含む、全て

のフロアに庭園を作るアイディアです。オフィ

スビルは多くの人が一日の大半を過ごす場所で

あり、働く人々のやる気を起こすような穏やか

な環境と、リラックスできる癒しの空間を備え

るべきです。地上１階には庭園の中にコーヒー

ショップと 2 階まで吹き抜けのお店も併設しま

した。エントランスは 2 階分の高さを持ち、大

きな廊下は訪問者を円形の建物の中心部へと導

いています。

　一方、ウォーランダリさんは、現存の構造を

保ったまま、シンガポールのパークロイヤル オ

ン ピッカリングホテルからアイディアを得て、

庭園をたくさんのフロアに設置することで、元

の外観を保存した建物の設計を提案しました。

Ｕ字型のビルは採光、換気にも優れています。

　デザインワークの間、1 日 2 回、エンジニアの

方と打合せを行い、進行具合を報告し、それに

対するフィードバックをいただきました。私達

のデザインの構造レイアウトへの助言や、似た

プロジェクトをご紹介いただき、デザインを改

善することができました。

　その他、設計部の方はあべのハルカス美術館

と国立国際美術館にも連れて行ってくださいま

した。協力的で勤勉な錢高組の皆さんと一緒に

楽しい時間を過ごすことができました。

　錢高組での研修は、私を建築家として大きく

成長させてくれました。建築をとおして、自国

の文化を敬うと同時に、最新技術を取り入れる

ことの大切さを学び、これからの将来につなが

る、一生の知識を得ることができました。
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デザイン画：

ジャオ　ヤーティン

デザイン画：

アシュロン　リオネル

フランク

　中国の研修生ジャオ　ヤーティンさんと私は

株式会社竹中工務店で企業研修を受けました。

大阪本店の建物に入る前からの私達の緊張は、

ロビーを行きかう人の多さに、2 倍に膨れ上が

りました。しかし、その緊張も、人事部の方々

から会社の概要や事業紹介をしていただき、温

かく迎えてくださったことで、ほっとほぐれま

した。オリエンテーションでは、竹中工務店の

400 年の歴史、進歩や海外事業について学びま

した。その中でも、一番驚いたことは、始業時

間についてです。朝は 8 時 30 分に始業ですが、

8 時 20 分には会社に着くように言われました。

私の驚いた顔に気づいた社員の方は、10 分間は、

パソコンを立ち上げたり、ファイルを用意した

りと仕事を始める準備のための時間であるため、

遅くとも 8 時 20 分にはデスクにいるようにと教

えてくださいました。翌日、8時 20分前にオフィ

スに着くと、驚いたことに、すでにデスクは社

員の方で一杯でした。

　研修初日、社員の方が各々現在取り組んでい

るプロジェクトについて報告し、そこで得た新

しい情報等を全体で共有する、月次会議が予定

されていました。新しいメンバーの紹介も会議

の重要な目的であり、そこで、ジャオさんと私

も自己紹介をすることとなりました。設計部だ

けでも 600 人以上の社員の方がいらっしゃる中

で、月次会議は仕事の進行具合を知り、効率を

上げるためにとても重要であると感じました。

　ジャオさんと私は、別々の部署に派遣された

ため、違う日程と課題が与えられました。はじ

めに、設計部のチームの方々から、プロジェク

トの仕事の進め方、進行具合や流れについて説

明がありました。数多くの大規模なプロジェク

トが、同時進行で、最良の仕事ぶりと細心の注

意で進められていくのには感激しました。オフィ

スでは、建築家や学生の方々が、各プロジェク

トの大小のスタディ模型製作に携わっておられ、

私は今まで見たこともない資材や道具で、多様

な大きさの模型を作られている様子に魅了され

ました。

　私達の日程は、オフィスでのデザインワーク、

進行中の建設現場視察、竹中工務店が手掛けた

建物や寺院、音響デザインについての講義等、

多岐に渡りました。社員の方々は、ご多忙にも

かかわらず、いつも私達を気にかけてくださり、

プロジェクトへの話し合いにも参加させていた

だきました。また、食事、交通、話し合い時の

通訳や講義等、全てにおいて気を使ってくださ

り、短期間でしたが、チームの一員のように感

じることができました。

　デザイン課題として、ジャオさんは、スケッ

チや 3D モデルを使い、建物の外観デザイン透視

図と模型の製作に取り組みました。

　一方の私は、初日にメンターの方が、私が研

修で何を学びたいかについて親切に聞いてくだ

さいました。コンピューターソフトウェアを利

用したデザインスキルの向上を希望した私は、

今まで使ったことのないアプリケーションを使

い、現在進行中の 2 つのプロジェクトに関わら

せていただきました。細やかなご指導の下、プ

ロジェクトの一部を私達に任せてくださり、ま

たデザインへの打合せにも参加させていただき

ました。

アシュロン　リオネル　フランク（インド）

企業研修：株式会社竹中工務店
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　加えて、建物や進行中の建設現場の視察もス

ケジュールの大切な一部でした。

1 国立循環器病研究センター移転建替整備の建

設現場を訪れ、インフラ整備、工事中の施設計画、

耐震設備や技術について学びました。

2 音響設備設計をコンピュータアプリケーショ

ンで科学的に分析することのできる、竹中工務

店内のアコースティック　デザイン　ルーム（音

響設計室）を訪れ、講義を受けました。

3 関西医療大学の新校舎建設現場を訪れ、BIM（ビ

ルディング・インフォメーション・モデリング）

による建設技術や SOLIBRI 社のソフトウェアに

ついて理解を深めました。

4 消えゆく大工道具を民族遺産として収集・保

存し、後世に伝えていくことを目的に設立され

た竹中大工道具館を訪れました。古い神社や寺

院の建設に携った棟梁や大工による図面や筆写

本等も展示されています。実際、自分の手に触

れることで、複雑な木組みの仕組みを理解する

ための展示もありました。原寸大の唐招提寺金

堂の柱と組物や、数寄屋造りのスケルトン茶室

もあり、シンプルに見える茶室に隠された複雑

なディテールには感銘を受けました。

5 神戸改革派神学校を訪れ、建築への持続可能

なアプローチについて講義を受けました。

6 竹中工務店が一部の設計に携わった奈良の法

隆寺と薬師寺を訪れました。

　私は地下鉄を乗り継ぎ、食事の時間を惜しん

で、期限に追われながら仕事をこなし、家族（私

の場合は、家族同様の他の研修生）のもとに戻

る生活を送り、まさに日本人として生活を送っ

ているような気分になりました。またその生活

の中で、他の研修生や竹中工務店の建築家の方々

と固い友情を築くことができました。竹中工務

店の社員の方々は、とても親切で、ホスピタリ

ティーに溢れ、私が大阪の色々な料理を試せる

ようにと、毎日違うレストランに連れて行って

くださいました。そこでは、自国の文化や生活

様式の違いについて話すことができました。ま

た、社員の方は、インドについて関心を持たれ

ており、会話は進み、深い友情と絆を築くこと

ができました。

　竹中工務店での研修は短期集中型でしたが、

とても充実した内容でした。建築や建設技術の

知識を得たことだけでなく、大規模プロジェク

トの実行プロセス、効率的なワークフロー、職

場環境における規律や論理について学ぶことが

できました。将来私が

建築家として邁進して

いく中での教訓を数多

く与えてくださった竹

中工務店の皆様に、心

から感謝します。
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　「エンドレスハート」は、創業者である石橋信

夫相談役の精神を表す、大和ハウスグループのシ

ンボルです。石橋氏は、当時の日本が抱える多く

の課題の解決策としてプレハブ住宅を提案し、日

本人の生活の質の向上を目指しました。例えば、

戦後、子供たちが家に自分の部屋を持っていない

ため、家に帰りたがらないことに気づき、プレハ

ブ住宅の建設を思いつきました。そこで、わずか

3 時間で子供たちが勉強部屋として使うこともで

きる、日本初プレハブ住宅である、「ミゼットハ

ウス」を開発しました。それはまさしく大和ハウ

ス工業株式会社の真髄です。また、大和ハウス工

業は災害被災者のためのプレハブ仮設住宅も提供

しています。

　石橋氏は、自身のビジネスだけでなく、全ての

人に高品質の住まいを提供することを目標に掲げ

ました。そして、石橋氏の信念は、会社全体で共

有されるようになったのです。大和ハウス工業の

社員は皆、同じ信念と社会貢献という大きな心を

持ち、日々の業務に取り組まれています。

　フィリピンの研修生、クアレス　ジャンフォー

オルボックさんと私は、大和ハウス工業で 10 日

間の企業研修を受けました。石橋氏の志、大和ハ

ウス工業の事業に加え、本社、奈良の総合技術研

究所や奈良工場の様々な部署の方々から、貴重な

知識を教えていただいた、素晴らしい機会でした。

研修中は、関西ミニウイングスの通訳ボランティ

アの方にもご協力、ご同行いただき、心から感謝

しています。

　研修初日、私達は大和ハウス工業の歴史、哲学、

事業展開や海外事業について学びました。その後、

環境への配慮、エコシステム等、本社ビルの機能

や、今後の視察について説明がありました。

　2 日目は、午前に戸建住宅や集合住宅につい

て興味深い講義を受けた後、私達は、大和ハウ

ス工業が独自に開発されたソフトウェアであ

る PITT(Presentation Information Technology 

Tools) について学びました。大和ハウス工業のプ

レハブ住宅システムや資材を用いた、3D シミュ

レーションや 2D ドローイングが搭載された PITT

を使い、私達は理想の家のデザインを行いました。

専門の社員の方にもお手伝いいただいたおかげ

で、プロジェクトを完成させることができ、また、

その完成品を研修最終日に私達に渡してください

ました。

　3 日目は、日本の高齢化社会に向け開発された、

ヒューマン・ケアのためのロボット事業をご紹介

いただきました。例えば、お年寄りや子供の患

者さんに向けた、セラピー用アザラシ型ロボット

「パロ」や、歩行や関節をアシストするロボット

スーツ「HAL」、そして高齢者の日常生活の不自由

さを体験できる高齢期疑似体験システム「シニア　

ポーズ」です。また、環境への取り組みについて

もご説明いただきました。世界に暮らす全ての人

に影響を与える環境問題へは、皆が一丸となって

解決に取り組まなければなりません。自身のビジ

ネスを超え、大きな未来の社会の枠組みづくりに

向けた大和ハウス工業が掲げる使命についても教

えていただきました。

パヴィーナ　シリワトチャイポーン（タイ）

企業研修：大和ハウス工業株式会社
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　奈良では、総合技術研究所と奈良工場にて、専

門研究員や技術者の方から直接多くを学ぶことが

できました。「D’ミュージアム」や「テクノギャ

ラリー」を訪れ、厳しい気候条件を乗り越え、自

然と共生する世界の住居とその知恵について理解

を深めることができました。大和ハウス工業はそ

れらの知恵を、プレハブ住宅に取り入れています。

 また、初代から最新技術まで、プレハブ住宅の開

発工程や技術の歴史を学びました。例えば、断熱

ガラスや床断熱、地震や防音のための特別な技術

です。さらに、講義をとおして、プレハブ住宅技

術、商業施設建設技術、快適な暮らしを作り出す 

スマートハウス技術、エネルギーの自給自足を目

指した住まいへの知識や製品の品質管理について

知ることができました。

　加えて、奈良では、プレハブ住宅工場も訪れま

した。私にとって、初めてのプレハブ住宅工場へ

の訪問であり、その工程や、最新の機械と手作業

を併用した日本の工場の様子を見学することがで

きました。総合技術研究所での最終日には、「石橋

信夫記念館」を訪れ、石橋氏の経験や哲学を学ん

だ後、大和ハウスの賃貸住宅が展示された「D-room 

プラザ館」を訪れました。

　また、私達は現場見学として、阪南スカイタウ

ンの宅地開発、梅田の大阪マルビル、滋賀県のフォ

レオ大津一里山、プレミスト大津マンションギャ

ラリー等、大和ハウス工業が携わる多くのプロジェ

クトを視察しました。さらに、安藤忠雄氏設計の

兵庫県立美術館、大阪の歴史の最重要拠点ともい

える大阪城や、大阪のまちを見渡すことのできる

梅田スカイビル等、著名な建築物も訪れました。

　研修によって、大和ハウス工業の成功の秘訣を

垣間見ることができました。それは、単なる幸運

ではなく、大変な努力の賜物であるということで

す。絶え間なく自らを成長させ、ビジネスによって、

社会貢献を目指す大和ハウス工業は、単に住居を

提供するだけでなく、安全で健全な環境を作り出

し、日本人に最良の暮らしを提供しているのです。

この教訓を私の人生にも是非取り入れていきたい

と思います。

　最後に、この素晴らしい機会を与えてくださっ

た、大和ハウス工業の社員の方々に感謝の意を表

します。優れた建築家になることだけでなく、建築、

住宅開発やビジネスへの私の見解を変えてくれま

した。研修で習得した知識を、創業者の石橋相談

役がされたように、他の人々に伝えていきたいと

思います。
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　光とコンクリートの巨匠、安藤忠雄。大学の

教科書や書籍にはそのように安藤先生のことが

書かれていました。安藤プログラムをとおして、

まったく新しい世界を発見できるなど、大学時

代の私は全く知りませんでした。

安藤忠雄氏建築物視察

　9 月 23 日、私達研修生が初めて訪れた安藤先

生の建築は、多数の古墳が点在する、南河内郡

の丘陵地に位置する近つ飛鳥博物館でした。到

着するとすぐに、博物館へと続くコンクリート

の長い壁が私達を迎えてくれました。入口から

は、屋上階段広場は見え隠れしており、訪問者

にその全貌を見たいという興奮と期待を掻き立

てます。そよ風、柔らかな光、そしてなめらか

なコンクリートの感触は、落ち着いた雰囲気を

醸し出し、私達を前へ前へと誘導しています。

階段広場に着くと、そこは全く違った場所でし

た。広大ですが落ち着いたこの広場を歩き回り、

その後広場を 2 つに切り裂いたような細い通路

を進むと、その先にエントランスが現れました。

博物館内は外とは違いうす暗く、多様な形の空

間から構成されていました。魅力的で美しいジ

オラマが展示されている中央部分へは、らせん

状の通路を通らなければなりません。中央の展

示までは、わくわくする

ような旅が準備されてい

ました。安藤先生は空間

配置がどのように人の感

情を掻き立てるかについ

て熟考されていることに

気づきました。私はこれ

ほど洗練された技をかつ

て体験したことはありま

せんでした。

　次に、私達は、大阪狭山市にある、7 世紀に

ため池として築造された狭山池のとなりに位置

する狭山池博物館を訪れました。建物に向かう

道は、背の低い植物が植えられており、建物の

全体像は隠れていましたが、さらに歩き進むと、

素晴らしい空間が私達を

待ち構えていました。突

然、激しく流れ落ちる水

の音が耳に入ってきたの

です。両面にある滝は、

巨大なコンクリートの壁

のおかげで、ますます激

しい音を立てていまし

た。その圧倒的な水音に

私は深く感動しました。

心のマッサージを受けた

ようでした。実際にはありえないような滝の構

造ですが、自然で心の深くに響きました。安藤

先生はこのような空間をどのように思いつかれ

るのかと不思議に思いました。人の心に響く空

間を設計することは、まさに巨匠のなせる技で

す。音のシャワーを浴びた後、私達は中庭にた

どり着き、そこでは光のシャワーが待ち構えて

おり、特別な経験でした。

　最後に、東大阪市に位置

する司馬遼太郎記念館を訪

れました。司馬遼太郎は歴

史小説で著名な日本人作家

で、記念館は彼の家の隣に

建てられています。記念館

に入るには、植物や木々で

覆われた小道を通り過ぎな

ければなりません。それは、

次に何があるかわからない

森の中をさまよっているよ

うな経験でした。小道を進むと、鉄とコンクリー

トの柔らかなシルエットが茂みからゆっくりと

姿を現しました。緑で覆われた小道から、穏や

かなコンクリートの廊下への移り変わりは心を

落ち着かせてくれました。穏やかな空間に続い

て、建物に入ると、3 層吹き抜けの美しい図書

館が現れ、訪問者を驚かせます。図書館はそれ

だけで十分美しいのですが、そこに行きつくま

での空間の流れが、その美しさを一層引き立て

いるのです。

安藤忠雄氏建築物視察・表敬訪問
クアレス　ジャンフォー　オルボック（フィリピン）
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　安藤先生の建築には、空間の流れを見つける

ことができます。そこには、訪れる人の感情に

訴える、卓越した空間、光と闇の相互作用が

見て取れます。2013 年ドイツのテレビで放映

された安藤忠雄氏のドキュメンタリー “From 

Emptiness to Infinity”で、安藤先生は、建物

に入った瞬間、人をわくわくさせ、感動させる

建築をつくらなければならないとお話しされて

いました。建築家として、人の感情を動かすこ

れほどの繊細な感受性を初めて知り、デザイナー

として、私の今後の人生を永遠に変えるほどの

深い感銘を受けました。私にとって、全く新し

い見解であり、このような空間を実際に経験で

きたことに心より感謝しています。

安藤忠雄氏表敬訪問

　10 月 13 日、私達は安藤先生とお会いできるま

たとない機会を与えられました。先生の事務所

はコンパクトな構造ですが、建築模型やアート

作品がコンクリートの壁に飾られ、事務所のス

タッフの方はそれぞれ個別のデスクで働かれて

いました。先生にお会いする部屋に上がってい

く途中、遠くから、今までドキュメンタリーや

インタビューでしか聞いたことのない、あの安

藤先生の声が聞こえてきました。

　先生は私達にお話をしてくださる間も、現在

開催されている東京の展覧会用のサインの手を

止めることがなく、一度に多くのことを同時進

行でこなされる先生に圧倒されました。スタッ

フの方々は常に気を引き締めて先生の指示に答

えていらっしゃり、献身的な姿に感動しました。

　先生は建築家として多岐に渡るアドバイスを

くださいました。社会、芸術、環境、歴史だけ

でなく、20 世紀の建築家やル・コルビュジエの

ような著名建築家から学ぶことが重要であると

話してくださいました。先生によると、そのよ

うな知識なしに、建築を創ることは不可能であ

り、深く幅広い知識は必要不可欠なのです。

　紙製の地球儀を片手に、先生は世界での自分

自身の位置を知り、地球に暮らすものとして世

界情勢を知る必要があるともおっしゃいました。

世界の環境問題や急激な人口増加を懸念され、

建築家は常に世界が抱える課題を考慮すべきだ

とお話しされました。日本の高齢化社会やそれ

に付随する問題は日本の建築業界に大きな影響

を与え、アジアの住宅問題も今後のアジアの建

築に影響を与えることを知るべきであるとアド

バイスをくださり、常に世界を見据えるため、

私達は自身の地球儀を持っておくべきだとおっ

しゃいました。

　その時点で、私は安藤先生が、経済、歴史、

文化や世界情勢への多岐に渡る知識や情報を

もっていらっしゃることに驚きました。その後、

アジアやヨーロッパで現在進行中のプロジェク

トのドローイング等も見せてくださいました。

　さらに、話題は建築の省エネ対策、そして建

物内部の快適度がどれほど人間の体に影響を及

ぼすかに広がり、特に建物が快適すぎると、人

間は弱くなると強調されました。

　一時間の訪問の間、私の先生への尊敬は膨れ

上がりました。先生から直接学ぶことができる、

一生に一度の機会であり、表敬前に訪問した、

先生の建築からは先生の建築家としての価値観

や理想を垣間見ることができました。先生の建

築の視察や、先生からいただいたアドバイスは、

私達研修生がこれから建築家として邁進してい

く上での、大きなインスピレーションとなりま

した。計り知れない贈り物、知識や経験を先生

からいただきました。
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淡路島　

　9 月 27 日、神戸と淡路島を結ぶ、雄大な明石

海峡大橋を渡り、私達は淡路島に向かいました。

途中、淡路サービスエリアに立ち寄り、美しい

景色を楽しむこともできました。安藤事務所の

スタッフの方にご同行いただき、淡路島では、

本福寺と淡路夢舞台を訪れました。

1 本福寺

 本福寺水御堂を訪れた私達を、コンクリート

の壁が迎えてくれました。壁を曲がると、真っ

白なバラスがひかれた空間、その隣には長い曲

線の小道が現れ、それはまさに京都の銀閣寺で

みられる、緑の垣根に囲まれた長いアプローチ

のようでした。コンクリートの壁の裏には、同

じくコンクリート造りの楕円形をした蓮池が姿

を現しました。蓮の花は、極楽浄土の姿を意味

し、その池の真ん中から下へと続く階段を降り

ると、私達は瞬く間に自然と建築の美しい調和

に、身を沈める感覚に襲われました。

　地下は祈りを捧げる本堂と、反対側の和室の

2 つの部分に分かれています。太陽の光が、本

堂の仏壇の後ろから、朱色の木製の格子をとお

して差し込み、空間に美しい色のグラデーショ

ンを作る様を目にすることができ、安藤先生の

デザインの真髄を感じることができました。

　地下の向かい側には、和室があり、畳が敷か

れた伝統的な造りの部屋からは、周りの自然を

見渡すことができ、忘れがたい経験をすること

ができました。

2 淡路夢舞台

 淡路夢舞台は、安藤氏による設計で、1995 年

の阪神・淡路大震災後に建設されました。あい

にくの雨となりましたが、安藤先生の建築を自

分の足で歩き、肌で感じたいという私達研修生

の探究心は、消えることはありませんでした。

豊かな自然の中で、淡路島で作られた瓦屋根が

特徴的な中庭、茶室、展望台、円形・楕円フォー

ラム、海の教会、海回廊・山回廊、野外劇場等

を歩いて回りました。巨大な施設を見て回り、

まるで迷路の中をさまよっているような気分

で、冒険心が刺激されました。

　さらに、水の流れる貝の浜と噴水には、100

万枚の帆立貝の貝殻が敷き詰められています。

貝殻の上を水が流れ、太陽の光を反射し美しい

景観を生み出しています。

　名前が示すとおり、夢舞台は「夢をみる場所」

であり、関西国際空港などの埋め立て地建設の

ため、削り取られてしまった淡路島の土地での、

生態系の保護も目的としています。百段苑は山

の傾斜面に、階段状に並んだ 100 個の花壇で、

夢舞台でも特に印象的な場所でした。ウェス

ティンホテル淡路にも滞在し、和室に泊り、美

しい景色を眺めることができ光栄です。

安藤忠雄氏建築物視察（淡路島～直島）
コス　ウォーランダリ　シジャティニングラム（インドネシア）
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直島

　次の日（9 月 28 日）は、香川県直島を訪れま

した。淡路島と同じく、一日のみの滞在でしたが、

天候にも恵まれ、大変有意義な視察となりまし

た。淡路島からバスに乗り込み、岡山県宇野港

に到着した後、フェリーに乗りかえ、直島の宮

浦港に到着しました。美術館、建築そして彫刻等、

直島は瀬戸内海に浮かぶアートの島として幅広

く知られています。

１ ANDO MUSEUM

　ANDO　MUSEUM は本村地区にある、築約 100 年

の木造民家が生まれ変わり、2013 年にオープン

した美術館です。外壁には、島の自然を物語る

美しいレリーフが施され、周りの民家と調和し

ています。しかし、木とコンクリートでできた

建物の中に入ると、過去と未来が調和されたよ

うな、驚きの感覚を味わうことができます。こ

の感覚は、特に

日光が屋根の割

れ目から差し込

む 瞬 間、 よ り

一層感じられ、

まったく新しい

刺激的な経験を

することができ

ました。

2 地中美術館

　2004 年に設立されたこの美術館は、文字通り

その大部分が地中に埋設されていますが、私達

はまったくそのように感じませんでした。とい

うのも、自然光が建物内に降り注いでいたから

です。館内に入ると、未来の世界に彷徨いこん

だような感覚に襲われました。今まで経験した

ことのないような、良質な光の下、多くの芸術

作品を楽しむことができました。安藤先生がデ

ザインされた、空間、光、色、比率の完璧なバ

ランスが、忘れられない体験を生み出していま

す。

3 ベネッセハウスミュージアム

　

　美術館とホテルが一体となったベネッセハウ

スミュージアムは、瀬戸内海を望む高台に建て

られており、直島の自然からインスピレーショ

ンを得た作品が多く展示されています。アーティ

ストが自然と調和した作品を生み出すには、最

適の場所です。石の上に横たわりながら青空を

眺めたり、瀬戸内海の青い海を見下ろしたりと、

多彩な感覚を味わいながら、作品や自然を楽し

むことができ、素晴らしい経験をすることがで

きました。

　2 日間の視察では、忘れることのできない経

験をすることができました。まるで、建築と芸

術の楽園のような、特別で、興味深い淡路島と

直島は、私達のような若い建築家や芸術家なら

必ず訪れるべき場所です。創造力を掻き立てる

多くのアイデアを与えてくれるでしょう。その

ような場所を訪れることができたことに感謝し

ます。
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　西日本でも有数の総合大学である近畿大学

で、近畿大学の学生と研修生 8 名が参加し、建

築ワークショップが行われました。大学まで続

く道の突き当りに現れた、巨大なレンガ造りの

西門をくぐり、9 月 29 日、私達は近畿大学東大

阪キャンパスを訪れました。

　はじめに、文芸学部英語コミュニケーション

学科の学生代表から歓迎の挨拶と、大学の概要

についての説明がありました。その後、プログ

ラムの前半として、私達をキャンパスツアーに

連れて行ってくれました。

　日本国内に 6 つのキャンパスを持つ近畿大学

のメインキャンパスは、東大阪市に位置し、広

大な敷地内には 9 つの学部が各々校舎を構えて

います。最初に図書館、カフェや教職員用ラウ

ンジ等が空間で繋がった ACADEMIC THEATER を

訪れました。

　次に私達は西門の北側に位置し、箱型で十字

模様の外観をもつ E3【e-cube】を訪れました。

3 つの Eは“English”“Enjoyment”“Education”

を表し、建物内では英語のみを話すことが許さ

れており、日本語の会話は禁止されています。

広い空間にはカフェも併設されており、クイズ

やクリスマスパーティ等のイベントのための本

棚、机や椅子も置かれています。学生が、グロー

バルな情報に触れ、コミュニケーション能力を

伸ばすことのできる、とても面白い試みだと感

じました。

　

　次に、他の学部の校舎をまわり、昼食の時間

となりました。フレンドリーな英語コミュニ

ケーション学科の学生とキャンパスを歩いて回

る間、話や質問をすることができ、お互い知り

合い、交流することができました。

　午後には、プログラムの後半として、建築

学部の大学院生との建築ワークショップが

ACADEMIC THEATER で開かれました。英語コミュ

ニケーション学科の学生は各研修生とペアとな

り、通訳として参加しました。はじめに、「グロー

バル・マイクロ・パブリック・スペース」をテー

マに、建築学部の学生と研修生が各々のデザイ

ンを発表しました。

　アトリエ・ワンが提案する「マイクロ・パブ

リック・スペース」の概念を参照し、近畿大学

に新しいタイプの大学ライブラリーが開設され

たことも踏まえ、私達は近畿大学と近鉄長瀬駅

を結ぶ商店街のメインストリー沿いで開催され

ると仮定した「近大国際交流ストリート・ブッ

ク・フェスティバル」への異文化交流を促す最

小建築の設計を提案しました。歴史、文化、気

建築ワークショップ ～近畿大学～
フェリシア　デヴィーナ（インドネシア）
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候、環境、そして特に参加者の生活行動を考慮

したコンセプトを打ち出し、地域社会の社交ス

ペースであると同時に、人々のコミュニケーショ

ンを促すような場所の設計が求められました。

　出身国の背景や最小建築の捉え方から、研修

生 8 名はそれぞれ違ったデザインコンセプトを

発表しました。その後、近畿大学の学生の発表

となりました。課題は皆同じ条件にも関わらず、

日本文化やそれぞれの最小建築への見解の違い

を学生の発表から知ることができました。学生

は、各々ユニークで個性的なコンセプトを発表

し、建築デザインは無限であることが理解でき

ました。

　その後、小グループに分かれ、フィールドワー

クとしてキャンパスを飛び出し、実際に各々が

最小建築を設計した敷地を訪れました。近畿大

学と近鉄長瀬駅の間には、東西を結ぶ商店街を

中心に、小さな道や路地が入り組んでいます。

周辺には住居や商店がひしめき、さらなるマイ

クロ・パグリック・スペースを見つけるには格

好の地域です。

　建築学部大学院生、英語コミュニケーション

学科大学生と研修生が、各 2 名ずつ、計 6 名で

ひとつのチームを構成し、敷地を見つけたり、

写真を撮ったりすることで、話をしながら、ひ

とつの目標に向かって協力することができまし

た。建築を学ぶだけでなく、様々なバックグラ

ウンドを持つ者同士が交流できる素晴らしい機

会となりました。フィールドワーク後、キャン

パスに戻り、新たな発見をワークショップのた

めにつくった SNS のグループページに投稿しま

した。

　ワークショップの終わりに、建築学部の堀口

先生から、その日のふりかえりや建築について

の講義がありました。続いて、参加者全員が投

票した、課題発表優秀者の結果が発表され、優

秀賞は、同票で 4 名の学生と研修生に贈られま

した。

　建築ワークショップはよく計画されており、

大変有意義でした。研修生 8 名の最小建築のデ

ザインは、出身国の文化、考え方や自身の建築

バックグラウンドが反映されていました。また、

建築学部の大学院生は、日々の生活や行動に基

づいた、日本の精神が息づいた独自の見解を発

表しました。

　ワークショップでは建築だけでなく、違った

バックグラウンドを持つ学生と知り合い、日本

の大学生と交流することのできた絶好の機会と

なりました。短い間でしたが、国を越え、多く

の友情を築くこともできました。優れた建築デ

ザインやコンセプトを生み出すためには、人の

行動、敷地の状態や条件を、多様な視点で捉え

ることが重要であると学ぶと同時に、参加者同

士、アイディアを共有、交換することで、お互

いのスキルアップにつながりました。
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ディスカッションプログラム

　魅力あふれる京都で建築家のグンタ　ニチケ

先生と、アシスタントのエスター　ツォイ先生の

指導の下、10 月 6 日にディスカッションプログ

ラムは開催されました。東アジア建築都市研究所

の所長である、ニチケ先生は、日本の伝統建築や

文化に精通され、西洋の国々と日本の建物や環境

への捉え方の違いについて講義いただきました。

先生のユニークな視点に溢れた「石と花」と題さ

れた講義では、日本に来られ、先生が影響を受け

られた神道の教えに根ざした、建築と自然との

関わりについて説明いただき、深い感銘を受け

ました。また、ニチケ先生は、著書である「From 

Shinto to Ando」で、安藤忠雄氏の建築と自然の

関係性についても述べられており、日本人が敬意

と謙遜の心をもって自然を扱う姿勢が最も印象

に残りました。

　その後、私達研修生は「持続可能なグローバル

環境における再生と保存」をテーマに私達は自国

の事例を発表しました。

　まず、インドのアシュロン　リオネル フラン

クさんはインドの建築発展の歴史、低消費エネル

ギー資材の利用や、周辺環境に合わせた新しい建

築技法について説明しました。

　次に、中国出身の

私は、政府先導の

“トップダウン”、真

逆で市民先導の“ボ

トムアップ”と、2

つの異なるアプロー

チで実践された都市

再生・保存プロジェクトを紹介しました。

　タイのパヴィーナ　シリワトチャイポーンさ

んは、既存の建物の形を保存しつつ、最大限有効

活用する、建物の機能性の保全について発表しま

した。再生とは、ひとつの建物ではなく、コミュ

ニティー全体を守り残していくことを意味する

と述べました。また、地域特有の技法、資材や人

材を用い、ホームレスのための住まいを提供する

創造的な対応策についてビデオで紹介しました。

　4 人目の発表者であるフィリピンのクアレス　

ジャンフォー　オルボックさんは、自然こそが環

境問題への持続可能な解決策であると述べ、フィ

リピンの伝統的家屋を紹介しました。ユニークな

家屋は複雑な建設技術で建設されています。

　次に、バングラデシュのルバイヤ　ナスリンさ

んは、バングラデシュの伝統的建築の重要な一部

である中庭に焦点をあて、自身の祖母の家の事例

を発表しました。

　インドネシアのフェリシア　デヴィーナさん

も、タイの研修生のように、現地資源を再利用す

ることが、その建物や場所の物質的・精神的な持

続可能性を高めると説明しました。

　7 人目に発表したインドネシアのコス　ウォー

ランダリ　シジャティニングラムさんも、フィリ

ピンの研修生と同様に、エンバル　ニアンなど、

伝統的家屋の再生について紹介しました。

　

　最後に、ベトナムのレ　シュアン　ギアさん

は、洪水等の自然災害への対応策として、実用性

を重視した技術や解決法を提案し、ニチケ氏より

最優秀発表者として選ばれました。

　各々の発表から、場所や建物を再生・保存する

ことは、すなわち環境・社会問題への課題を解決

することであると感じました。多種多様な課題に

取り組み、未知の未来を予測する洞察力が必要

です。研修生は皆、国は違いますが、環境を守り、

まちを再興するという願いを共有していること

ディスカッション・京都スタディツアー
ジャオ　ヤーティン（中国）
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に感銘を受け、今後私も力を注いでいかねばな

らないと再確認することができました。
（詳細はⅢ ディスカッションレポートをご参照ください。）

京都スタディツアー

　次の日（10 月 7 日）のスタディツアーは、ま

るで建築と自然との会話に耳を傾けているかの

ようでした。まず、私達は、借景で名高い圓通

寺を訪れました。廊下を抜けると、自然のある

べき姿を切り取ったような、美しい庭園が突然

現れました。苔、石、低木、竹や背後に望む比

叡山が絶景を生

み出しています。

まさに、異なる

色彩、高さ、大

きさの構成要素

が見事に調和し

た景観です。

　それら構成要素の中でも、とりわけ時間は重

要な役割を持ちます。全てのものは、時を経て、

成長し、そして姿を消します。その変化はまる

で魔法の力のようです。日本人にとって、自然

を敬うことは、人が自然の一部となることを意

味するのです。庭園の風景は単なる物質的な存

在ではなく、仏教の考え方において、精神世界

の理想像を意味し、自然と精神哲学の世界を表

しているのです。そこで、ニチケ先生は建築と

景観への、日本人の姿勢を示す、小話を話して

くれました。

　ある有名な古いお寺の庭園に、美しい一本の

木がありました。人々はその木を見ようとお寺

を訪れるようになり、その木はお寺のシンボル

となったのですが、ある日、お寺に雷が落ち、

その木は倒れてしまいました。しかし、興味深

いことに、住職は、新しい木を植えるのではなく、

お寺を閉鎖してしまったのです。その木のない

今、お寺は本来のあるべき姿ではないと、自然

がもたらしたその結果に敬意を払ったのです。

　目に見えない形で、

このような思想が日

本人の生活にも影響

を与えています。そ

の後訪問した無名舎

と紫織庵は、どちら

も伝統的な京町屋で、

現在は伝統様式を守った、有形文化財となって

います。また、紫織庵は京のじゅばんや着物の

販売、展示を行っています。それぞれ機能の違っ

た空間形態を持ちますが、共通して、空間が最

大限に有効活用されています。建物内を歩き回

ると、部屋の隅に開かれた空間があったり、思

いもしない部屋を発見することができました。

　紫織庵では、庭の隣に茶室があり、エスター

先生が、茶道のお作法について詳しく教えてく

れました。茶室には、頭を下げ、膝を曲げ、躙

口とよばれる狭い入り口を通って入らなければ

ならず、その所作は他人への敬意を表すもので

す。さらに、茶室には自然の要素をいたるとこ

ろに見ることができました。邸宅は庭ともつな

がっており、外と内の空間の境界は曖昧です。

障子を開けると、空間と視覚の枠がなくなり、

一体化します。この調和した関係性は、物質的

な永遠の世界ではなく、流動的で可変的な状態

を追求する、順応性に満ちた日本建築の特色を

表しています。家屋は、派手

な色味や豪華な装飾を控え

た、質素な造りで、壊したり、

建てたりしやすい木材が多く

使われています。伝統的家屋

の建築ディテールは、自然と

建築に対する、日本独特の美

学を表しているのです。

　伝統建築、寺院と現代文化が調和した京都の

まちに、私達は大変魅了されました。視察をと

おして、文化の衝突がもたらした多くの魅力を

発見し、日本の現代建築に受け継がれる、建築

と景観に対する哲学に深い感銘を受けました。

時は過ぎ、多くが消え去る中、その精神はずっ

と引き継がれているのです。
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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 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おいて、研修生が発表したレ

ポートを要約したものです。

　

　ディスカッションの締めくくりとして、グンタ　ニチケ氏より、発表のテーマである再生と保存に関連し、「石と花」

と題した講義がありました。ニチケ氏は、神聖性の表す方法としての、相異なる２つのアプローチについて述べ、一方

は永続性を求め、他方は一過性を受け入れるアプローチであると説明されました。下記は講義の要約です。

  -----------------------------------------------------------------------------------------

　人類の歴史を振り返ると、世界中どの時代においても、人は神聖性を自らの手

で表現しようとしてきました。しかし、それには主に２つのアプローチがあるの

です。ひとつは、その場所で手に入るできる限り頑丈な資材を利用し、時の流れ

に耐えることのできるものを創造する、“石の道”です。多くの場合、人は石を

利用し、この世の無常と奮闘してきたのです。エジプトのピラミッド、アテネの

パルテノン神殿や大仏像等の巨大モニュメントの建設がその証です。

　一方、日本の多くの場所では、今日に至るまで、まったく違った習慣である、“花の道”が見られます。

ネパールやバリでも同じです。このアプローチで重要な点は、崇拝対象が完全に消滅することで崇拝が

完結することです。さらに、その崇拝対象は、命の短い花、草や竹で作られ、時期がくれば分解され、

燃やされ、土に返されるのです。いくつかの事例を紹介します。

　岡山県の小さな村、吉川で年に一度行われる秋祭り（吉川八幡宮当番祭）では、豊

作を祈るため、竹で神様をお迎えする祠をつくります。しかし、祭りが終われば、そ

の祠をバラバラにし、木に吊るし、自然に朽ちるのを待つのです。

　奈良県奈良市のゆりまつり（率川神社三枝祭）では、周囲の山々で咲き匂う百合の

花が、神の象徴として神前に供えられます。この華麗な祭りの日、神社周辺は一日中

百合の花の香りに包まれますが、夕方には、百合の花は参拝者に配られ、燃やされます。

　また、滋賀県琵琶湖ほとりの近江八幡市で行われる近江八幡の火祭りでは、年に一

度地元住民が集まり、大部分が竹とわらでできた大松明を作ります。松明には神が宿るとされ、多くの

奉納が捧げられますが、その日の夜には、松明も他のたくさんの飾りと共に燃やされるのです。

　多くの宗教が、時代を超えるモニュメントをつくるため石を用いますが、それもやがて朽ち果てる日

がやってきます。その時期を遅らせることはできますが、完全に防ぐことはできません。“花の道”は、

ものの無常を受け止め、崇拝対象に、時間がその痕跡を残す機会さえも与えないのです。

Ⅲ　ディスカッションレポート

 論説：「石と花」

　 建築家 /コーディネーター　 グンタ　ニチケ　
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　豊かで多様な建築の伝統や職人技を生じさせ

た一連の社会経済的・政治的出来事、そしてそ

のような歴史に応じて変化を遂げてきたインド

の建築。時代の流れに沿って姿を変えてきた伝

統的、かつ土地固有の建築は、資源の乏しい風

土、社会文化的規範を受入れ、地域の職人技や

資材を採用し、持続可能な生活様式の理解につ

ながる造りになっています。現代におけるグロー

バル化は、第二次世界大戦後に出現しました。

この間にインドは独立を経て、国家としてのア

イデンティティを築く事業に奔走しました。グ

ローバル化による実際の影響が感じられたのは、

1990 年代初めの経済自由化で、それによってイ

ンドは世界最大の新興経済国のひとつになりま

した。経済自由化の開始後 25 年以上が経ち、急

速で持続した経済成長の今後について、幸福感

と恐怖心の両方を抱いています。また、国境を

越えた貿易や金融の経済的原動力に応じて、私

達は規模的にも影響力的にもかつてない人口集

中と都市化の段階へ突入しており、開発と環境

の間では対立が起こっています。そのように持

続可能性の地域的及び環境的に負の側面に対し

て均衡を保つために、代替的な建築がいくつか

実施されました。それらは気候に適応し、エネ

ルギー消費を抑えた資材を利用し、現地の労働

力と資材を使用することで地域資産を金融資産

に変換しました。このような試みは、グローバ

ル化したインドの現状において、持続可能なデ

ザインの可能性を示しています。

カミール　クラフト　リソースセンター、カッチ県
（建築家：ニールカンス　チャヤ博士）

　カミール　クラフト　リソースセンターは、

文化、アイデンティティや背

景に根ざした新しいスタイル

を創造することで、伝統的な

建物を実践する妥当性と必要

性を実証しています。その建

物は、どことなく未来を想像

させながら、現在のニーズに

基づき、過去を顧みて建築さ

れています。建築様式は、現

代的、実用的、持続可能であり、それらすべて

を正当化しています。

ウォールハウス 　オーロヴィル  
（建築家：アヌパマ　クンドー氏）

　建築家のアヌパマ　クンドーは、世界的な資

源不足や急速な都市への人口集中を考慮する倫

理的責任を理解し、その責任を引き受け、また、

現地の技能を取り入れ、工学的及び科学的シス

テムの知識を持った職人達を加えることで、昔

ながらの材料を使用した新しい工法を組み込み

ながら、ハイテクとローテクのバランスを図り、

折り合いをつけようと試みました。

ベロプメント　オルターナティブス社の世界本社
（建築家：アショク　ビー　ラル氏）

　その建物は、建物の内包エネルギーを削減し、

建設プロジェクトを通じて利益を公平に配分し、

その土地固有の材料や形状を最新のものにし、

そしてエネルギー消費とＣＯ 2 排出を縮小する

特異稀な合理的な方法を示しています。クライ

アントと建築家は、プロジェクトを通じてこれ

らの目標を達成する代替手段を共同で模索しま

した。

アシュロン　リオネル　フランク（インド）

持続可能なグローバル環境における再生と保存　インドの事例
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　中国では、都市部が急速に発展しており、その

ために多くの建物がその機能や能力において、現

代人のニーズを満たせていません。このような状

況が大規模な解体や建設ラッシュを引き起こし、

伝統的建築や歴史的保存地区にまで被害が及んで

います。もはやこの種の解体や建設は適切ではな

くなっており、現代社会にふさわしい保護と再生

が最優先事項となっています。環境改善、機能促

進、歴史尊重、都市計画の継続が、主流文化にお

ける主要コンセプトとなっています。

　持続可能な地球環境の再生と保存のためのアプ

ローチはひとつだけではありません。効果的な都

市保存方法のひとつは“トップダウン”アプロー

チです。体系的で実験的な計画の実践で、政府や

専門家が指揮をとり、市民参加によって後押しさ

れます。もうひとつは“ボトムアップ”と呼ばれ

る真逆の実践方法です。軽微な修繕と創造的な空

間によって再活性化を促進します。市民が先導

し、政府や企業と協力し行うため、常に小規模で、

少しずつ進行します。これらの異なる進行度合い

や形式を通じて、“有機的成長”や“持続可能な”

都市再生と保存が長年にわたり実施されてきまし

た。

　このレポートでは、上記 2 つの異なる手法につ

いてそれぞれ考察し、地域の再生と保存に関して、

異なるアプローチで実践された 3 つのプロジェク

トを紹介します。これらのプロジェクトは次の 3

つの視点：地下空間の利用、都市 3 次元空間、農

村部の伝統的建築物の保護で検討されました。全

て私が仕事で関わったプロジェクトです。

　一つ目の事例である陸家嘴中心緑地の地下空間

のコンセプトデザインは、都市全体を通じた持続

可能なまちづくりを目指し、伝統的な中国庭園を

基にしています。政府や企業は、土地の収容能力

を上げる一方で、緑の空間を維持することを望み

ました。私達は、単一機能的空間を、多様で創造

的なコミュニティへと変換させました。このよう

な取り組みは、今日においては一般的になってき

ました。それはまさしく人々が再生や保存に注意

を払うようになった現れです。私にとっての都市

再生の原則は、プロジェクトが現在の複雑なニー

ズに対応すると同時に、将来的なニーズも考慮で

きることです。

　次に紹介する事

例は、この原則を

実施した、元武漢

ラジオ工場の再生

で、“空の街”を作

り上げる多層構造

の 3 次元再生プロ

ジェクトです。1

階は駐車スペースとして利用し、駐車場不足の問

題を解決しています。壁や仕切りのないオープン

プランレイアウトや階層ごとに千鳥状に交互にず

らした廊下を採用することで、空間をより効率的

に、そして面白くさせました。

　最後の事例は、中国梅山文化公園で、農村部に

位置することから、上記 2 つの事例とは少し状況

が異なります。中国中西部の農村地域はまだ未開

発であり、広大な開発余地が残されています。個

人によって開始されたこの取り組みは、最終的に

は公的プロジェクトになりまし

た。開発が進むにつれて、プラ

ス効果が出始め、新しい資源が

開発工事を支援するために集め

られました。開発を開始してか

ら 10 年が経ちますが、今なお

進行中です。スケールが大きく

なるにつれて、機能もますます

複雑化し、公園は地域住民の生

活や生産的方法にプラスの影響

を及ぼし始めています。また経

済効果も生み出しています。

　紹介した 3つのプロジェクト全てにおいて、今

なお、解決されるべき問題が多く残っています。

しかし、共通して言えるのは、私達は再生と保存

の真髄について、そしてどのように地域を活性化

させるかについて考える必要があるということで

す。そうすることで、やがて全ての問題や困難は

克服されるでしょう。

ジャオ　ヤーティン（中国）

持続可能なグローバル環境における再生と保存　中国の事例
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　“住まい”は人間の 4 つの根本的欲求のひとつ

です。人間は建物の建築材料としてたくさんの自

然資源を使ってきました。建物はただ単に住めれ

ば良いという目的で建てられる時もあれば、現代

社会で巨大な富を得るための高額な商業製品とし

て建設されることもあります。世界に被害を及ぼ

している別の要因として、建築資材の耐久性があ

ります。今日、私達は丈夫で長持ちする住まいを

欲し、建築資材に材木、土、竹よりもコンクリー

ト、鉄鋼、プラスチック等を好むようになりまし

た。それらは、原材料から製品になるまでより多

くのエネルギーの消費を必要とします。

　しかし、私達は急に現代のやり方に終止符を打

ち、この問題に対処することはできません。そこ

で、この問題を少しでも軽減させるために、建物

の保全を通じて既存の建物を最大限に活用すると

いう、私なりの見解を紹介したいと思います。古

い建物を再利用することで、地域への愛着度が高

まり、それによって物理的にも精神的にも、地域

とコミュニティが存続していくのに大いに役立ち

ます。

　　

　タイでは、経済的問題のために、若い世代がほ

とんど出て行ってしまった古いコミュニティがい

くつか存在しました。そのようなさびれたコミュ

ニティの中には、かつて水路が主要な輸送ルート

であった時分に栄えた川沿いのコミュニティもあ

ります。そのひとつがこのレポートで取り上げる

カンチャナブリー州タムアン地区にあるタムアン

オールドマーケットコミュニティです。

　タムアンは、メークロン川に沿った古いコミュ

ニティです。そこには、かつてカンチャナブリー

とバンコク間を行き来する港が 3 つありました。

港の周りには商業地区が形成され、大きな市場を

構えた地区はタランと呼ばれ、当時は大いに繁栄

していました。

　その後、1957 年に主要道路“サン　シュー　

トォ　ロード”が新しく建設され、バーンポーン

からカンチャナブリーの中心街へ直接つながるよ

うになると、それに伴って主要商業地区が移動し

ました。更に、1964 年にメークロン川の水門場

所が移されたことで、効率が悪くなり、港が衰退

しました。このような地域の物理的変化が、この

古いコミュニティを引き裂きました。地域から出

ていく人もいれば、家を売ってしまう人もいまし

た。そして、かつての商業地区であった場所の建

物はほとんど閉鎖されましたが、それでもその場

所に残って、自分達の居住地域を大切にし続ける

人もいました。2012 年、地域の人々が自分達の

コミュニティについて徐々に話し合いを始めた結

果、下記を含む数多くのプロジェクトがタムアン

オールドマーケットコミュニティで実施されまし

た。

・“タムアンオールドマーケットクラブを愛し、

大切にする人々”

・“タムアンオールドマーケットフェスティバル”　

2012 年以降毎年開催

・ポー　チェン　ハウス：アーソムシン芸術大学

共同でのコミュニティセンター保全プロジェクト

（2016 年から 2017 年）　

　イベント運営の経験や、文化活動参加の機会を

経て、地域の人達は自分達の場所の重要性に気付

くようになりました。さらに、結束力がより強く

なり、チームとしての能力が上がれば、自治体も

一体となって取り組むようになりました。これに

より持続可能な生活の可能性が飛躍的に上がりま

した。タムアンは、歴史的建造物の寿命を延ば

し、地域における共同体意識を保つためのコミュ

ニティ力と建築の保存を提示した、興味深い事例

の 1つです。

　建築物やコミュニティの存続期間を引き延ばす

ことができたなら、環境を保護できるだけでな

く、徐々に世界を破壊していく建築資材の製造過

程も減らすことができます。それはひいては人類

の存続をも引き延ばすことにつながるのではない

でしょうか。

建物の再利用について

パヴィーナ　シリワトチャイポーン（タイ）
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　私達は、様々な環境問題に対して、持続可能

な解決策を求めるべく苦心していますが、実は

本当に持続可能な技術や専門的知識は既にこの

地球に存在しており、それは私達がこれまで成

し得てきた科学の発展をはるかにしのぐ技術な

のです。そのような卓越した技術や施工法を自

然の中に見ることができます。生物学者のジャ

ニン　ベニュスによれば、自然は既に 38 億年も

の時間を費やして研究や発展を遂げてきました。

資源の効率化からエネルギーの再利用に至るま

で、自然は私達が解決しようと取り組んでいる

持続性の問題を既に解決しているのです。自然

界のエネルギーや資源は、今日の私達の都市に

見られるような破壊的なシステムをはるかに上

回る方法で、共有され、利用され、そして再利

用されています。自然のシステムを学び、統合し、

模倣していくことは私達にとって極めて重要で

す。

フィリピンの建築
　フィリピンの大都市では、ほとんどの建物が

コンクリート、鉄鋼やガラスに大きく依存して

いて、それは持続可能であるとは到底言えませ

ん。空調やエネルギーの使用方法は、海外の大

都市にならったもので、フィリピンの気候から

は完全に切り離されています。それゆえ、自然

環境と一体化し、また現地の資材が使用されて

いる、フィリピンの伝統建築を振り返ることが

適切なのです。フィリピンの伝統的な住宅建築

例には、山間部の山小屋からフィリピン海の厳

しい風が常に吹き付ける最北端の島々の住居ま

であります。これらの住宅はそれぞれ独自の気

候や環境に適応するように建てられており、そ

こに住む人々の生活の仕方や文化を反映してい

ます。

　今日、先ほど述べたこれらの地域では観光が

盛んで、コミュニティの繁栄を支えています。

それぞれの状況に応じた構造を採択することで、

年月や厳しい環境に耐えることを可能にしてき

ました。また、地域原産の材料を使用することで、

簡単に修理や修繕をすることができます。更に

構造の適応性の証として、現在でも低地タイプ

の住居は農村部で広く使用されています。地元

の材料を使用すること、その土地の条件に従う

ことで、建築、保守、保存すべてが容易になる

のです。

再生と保存
　私達は、大都市における都市型の再生や保存

を考える時、持続可能であることを目指して、

自然や自然のシステムを可能な限り模倣し、統

合しようと試みなければなりません。伝統建築

は、自然環境を尊重し、さまざまな方法で一体

化してきました。都市やコミュニティは、自然

のエコシステムの再生法から学ぶべきです。私

達が未だ技術的に発展途上であることを考える

と、自然の効率性にはまだ到達できないかもし

れませんが、これから向かっていく発展の目標

として、そして指針として、自然界におけるシ

ステムを目指し続けて行くべきであると考えま

す。

イフガオ住宅

持続可能なグローバル環境における再生と保存　フィリピンの事例

クアレス　ジャンフォー　オルボック（フィリピン）

低地住宅 イバタン石作り住宅



31

バングラデシュの住宅事情における持続可能な環境づくりへの

ルバイヤ　ナスリン（バングラデシュ）

　都市化が進むこの時代において、“中庭”のよ

うな、その土地で進化したアイディアはバング

ラデシュの環境に大きな影響力を与えることが

できるでしょう。中庭は、一種の囲まれたオー

プンスペースで、人々が新鮮な空気を楽しむこ

とができる場所であり、以前は住居に不可欠な

要素として、日々の生活の中で好んで使用され

ていました。

　しかし、都市化が進み、オープンスペースの

必要性は無視されるようになり、農村部におい

てさえ建物がどんどん建設されていきました。

人々は、限られた敷地面積の中でも、中庭のス

ペースを設けることで、風通りの良さやプライ

バシー保護といった恩恵が得られることに気付

いていないのです。このレポートでは、バング

ラデシュにおける中庭の役割について考察した

いと思います。

　建築業界において、持続可能性という言葉は

よく使われますが、持続可能性というものは、

それ自体が最終地点ではないことに気付かなけ

ればなりません。それは哲学であり、実践の場

における価値観なのです。持続可能性という理

念は、美、エネルギー効率、そして環境に対す

る責任がすべて均等に調整された融合建築です。

中庭は、住居における持続可能性という理念を

啓発するのに、非常に適した実例です。

　地球規模の気候変動や急速な都市化が進みつ

つある今こそ、中庭を通じて得られる空間的な

環境が持つ本質に気付き、復活させて、社会的

行事やそれにまつわるストーリーを保存する時

なのです。

　家屋は、単なる居住施設というだけではなく、

人生に起こる様々な出来事を共有するものでも

あります。それゆえ人々が集まる共有スペース

を持つことは非常に大切です。なぜなら、そこ

で友情が芽生え、人間関係が育まれ、様々なス

トーリーが始まるからです。中庭は、日によって、

また時間帯によってさまざまな用途に使用され

ます。子供たちの遊び場、女性の社交の場や祈

りの場所であったり、また作業場になったりも

します。時には、結婚式、イード ( 年２回のイ

スラム教の祝祭)、プジャ(ヒンドゥー教の祭典)

やその他のお祭り等、大勢の人が集まる場所に

なります。使用する人も、その時々によって様々

です。基本的に日中は女性や子供たちが利用し、

夜になると男性が集まったり、リラックスした

りするのに利用されます。中庭は人々の集いを

目的とした役割を果たすだけでなく、快適温度

を保つための設備としての役割も担っています。

私達はこのような、その土地で進化したアイディ

アを、現代のニーズに合わせて復活させ、保存

しなければなりません。

　最後に、バングラデシュにおける中庭の定義

ですが、最も適した答えをバングラデシュの建

築家、ジャラル　アフマドが述べています。“バ

ングラデシュの中庭は、その形状と機能におい

て、文化、気候、自然の組合せで形成された特

有性を持っている。”農村部であれ、都市部であ

れ、持続可能な環境という理念のもと、バング

ラデシュの住宅事情において、中庭という設計

要素を保存し、再生する手立てを何としても見

つけていかなければならないのです。

中庭利用のすすめ
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　建築は、持続可能性を達成し、その環境におけ

るアイデンティティを維持するうえで大きな役割

を果たします。国によって事情や問題は様々であ

り、各々の場所の状況に基づいて取り組むことで

のみ成功を収めることができます。建築における

アイデンティティについて、インドネシアの事例

をいくつか紹介します。

カンポン　カリ　チョデ：
地域に適した持続可能な再開発

　カンポン　カリ　チョデは、

ジョグジャカルタにある不法占

拠から生じた都市内集落で、非

人道的な状況をなんとか持続可

能な環境へと高めた事例です。

その整備・開発には、現地の資

材（煉瓦、コンクリートブロック、

木材、竹）を使用し、適切な住居、地域の集会所、

遊び場、教育の場を提供することを重視した設計

とデザイン計画が採用されました。

　高床式のような建築方法、既存の雨水ドレンの

上の擁壁を土台として利用、現地調達の資材（竹、

クレイタイル、波型鋼板等）の使用、軽量かつ低

コストの建築及び修繕等、インドネシアの熱帯湿

潤気候に対して、地域の独自性を生かしながら巧

みに適応しています。技術、資材、労働者、専門

家を含め、全て地元に根ざした再開発であるこの

プロジェクトは、高い評価を受け、1992 年にイ

スラム社会で最も権威ある建築賞の 1つであるア

ガ・カーン賞を受賞しました。

アカノマ　スタジオ：
建築と文化の保存における融合
　アカノマ　スタジオは、西ジャワ州の農村地帯

に位置し、もともとは建築工房でした。それを地

域に役立つスペースとなるように設計しなおし、

１階部分は公的に共有されたミーティングスペー

スと子供向けの図書館にしました。2 階部分のオ

フィス空間は、伝統的建築を保存するために、古

い伝統的なジャワ建築である“ジョグロ”構造で

建築しました。“ジョグロ”はジャワ特有の家屋

のタイプで、上段の傾斜した屋根が途中で折れて

ゆるやかに下方へ広がっていく建物の中央部分に

重ねた梁を 4本の太い柱が支える構造になってい

ます。接合部分には、ほぞ差し技法を用いており、

楔を使用しないため解体や再構築が容易です。

　このプロジェクトは、

リサイクル品や現地の

材料を大々的に利用し

ています。図書館の本

棚は、ジュースの運搬用

のかごを再利用し、バス

ルームの壁に埋め込ま

れた使用済みのガラス瓶は、ハンガーとして、ま

た自然光の明かり取りとして利用しています。近

くに住む廃車コレクターから入手した車のフロン

トガラスは、ガラス壁に代用し、オフィス空間の

ルーバー式窓は、建設工事中にコンクリートの型

枠として使われていたベニヤ板で、日射遮蔽に利

用しています。

　上記の事例が示す通り、現地調達やリサイクル

で入手できる資材を利用することで、低コスト建

築を可能にし、また地域の労働力を活性化させま

す。高床式構造は、熱帯湿潤気候という地域の特

性に対応しており、地面から床部分を離すことで

湿気を逃すことができます。また通気性があが

り、室内の温度を快適に保ちます。地域に豊富に

あり、軽くて、丈夫な竹を建築資材として利用す

ることは、非常に理にかなっています。軽量構造

は、建築面積も強度要件も軽減でき、それは更に

低コストにつながります。このような再開発の手

法は、発展途上国が直面する課題である“一般的

に、持続可能性を追求すれば実際の価値よりも高

くつく”という認識が誤りであることを証明して

います。

　インドネシアは、天然・人的資源に恵まれ、豊

かな文化を持つ国です。地域に根づくインドネシ

アの建築様式は、長い時を経て、環境、社会経済、

社会文化的特性に順応して進化してきました。そ

して、地域の事情に沿った、地域主体の持続可能

性を目指した実用的かつ効果的なお手本となる可

能性をも秘めているのです。

フェリシア　デヴィーナ（インドネシア）

インドネシアにおける建築保存のアイデンティティとしての
地域主体の持続可能性
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　インドネシアには、大小さまざまな島々に暮

らす民族集団の伝統的家屋が 34 以上存在しま

す。伝統的家屋は、環境にやさしい建築で、持

続可能性の原則に従った建築例のひとつです。

しかしながら、この伝統的家屋を設計する技術

に関するデータ、記録、図書や文書が欠如して

おり、現在この伝統を保全するにあたり大きな

障害となっています。

　ヨリ　アンタルはインドネシアの建築家で、

伝統的建築の研究、文書化、そして消滅の恐れ

のある伝統的家屋の再建に熱心に取り組んでい

ます。2008 年、ヨリ　アンタルは初めて東ヌサ・

トゥンガラ州のフローレス島にあるワエレボ村

を訪れました。そして滞在中に伝統的家屋の再

建を開始しますが、当時それら伝統的家屋は老

朽化が進み、消滅の危機にさらされていました。

彼はのちにこのように述べています。「もし私達

が消滅の危機に瀕している伝統的家屋を何もし

ないでそのまま放置するならば、それは建築家

として職業上の罪を犯しているようなものだ。」

フローレス島　マンガライ県　
ポチョロコ山にある伝統的な村　ワエレボ
　“カンポン　ワエレボ”（ワエレボ集落の意）

は海抜 1100 ｍに位置しており、円形状をしてい

ます。ニアン　ゲンダンと呼ばれるメインハウ

スは、幅 15 メートル×高さ 15 メートルで 8 家

族が住んでいます。もうひとつのニアン　ゲナ

と呼ばれる家屋は、幅 12 メートル×高さ 12 メー

トルで 6 家族が住んでいます。ニアンの意味は、

慣習的政治の中心を意味します。数十年後、そ

こには元々あった 7 戸の内、4 戸しか残ってい

ませんでした。

伝統的家屋　エンバル　ニアンの再建
　ヨリ アンタルは、“ルマー　アスー”と呼ば

れる団体を通じて、エンバル　ニアンの復元と

修復を開始しました。先駆的事業としての“ル

マー　アスー”プロジェクトは、保全プロセス

を監督し、資金援助を行います。2010 年に 2 戸

の古いニアン家屋が解体され、再建されました。

2011 年には新しいニアン家屋が 3 戸建築されま

した。これらの進展過程はすべて地域のコミュ

ニティと共に行われています。地域住民が誰で

も慣習的家屋を建てることができるように、建

築過程はすべて文書化されました。彼は、エン

バル　ニアンに 7 戸の家屋を復元し、現在まで

に 9 つのエンバル　ニアン家屋を建築していま

す。

“ ルマー　アスー ” プロジェクト
　“ルマー　アスー”の目的は、インドネシアの

先住民族の家屋を保存することです。“ルマー　

アスー”プロジェクトは、慈善家、博愛主義者、

学者、教育文化省によって、地域の先住民と共

に支援されています。このプロジェクトは、伝

統的な教授法である年配者から次世代へ口頭に

よる伝承方法、または学者によって書かれた技

術書によって、未来の世代が伝統的家屋の建築

技術を学習し、活性化していく過程になります。

エンバル　ニアンの伝統的家屋再生の成功は、

インドネシアにおける伝統的家屋の保存や復元

運動に刺激や新しい考え方をもたらします。

　伝統的家屋の発展は、インドネシア語でいう

ところの“ゴトンヨロン”、つまり人々の相互扶

助によりボトムアッププロセスで生じます。イ

ンドネシアにおける伝統的家屋の活性化は、イ

ンドネシアの“再編成”の過程でもあり、今日

の社会が忘れかけている伝統的なインドネシア

文化のルーツを再発見することを目的としてい

ます。それはまるでイン

ドネシアのより良い未来

図を作り上げるために、

既存のパズルを収集して

いるかのようです。

地域の知恵を活かしたインドネシアの伝統的家屋の再構築

コス　ウォーランダリ　シジャティニングラム（インドネシア）
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　古都ホイアンは

14 世紀末頃から国

際貿易港として発展

を遂げました。東南

アジアの異なる文化

が融合し、ベトナム

と東南アジアの経済・文化交流の中心的な役割を

担ってきました。特に、優れた建築遺産価値を持

つ古いまちなみは、世界文化遺産に登録されてお

り、国内外の旅行客を魅了しています。

ホイアンに悪影響を及ぼす自然条件の概要
　ホイアンは、ベトナム中部の海岸平野に位置し

ており、潮汐、海洋環境だけでなく、クアンナム

省トゥボン川水系の水や環境からも大きな影響を

受けます。雨期には、豪雨が数日間降り続き、トゥ

ボン川の水位は上昇し、数週間も続くような洪水

が起こります。洪水で建屋の柱が浸水すると、枠

構造にゆがみが生じたり、吸水したり、雨漏りを

生じたりします。屋根の雨漏りは、建物の状態を

急速に悪化させ、多くの通りや居住区が洪水で浸

水するため、住民の生活は非常に困難です。洪水

が起こると安全な場所に避難しなければならず、

この悪影響は、ホイアンの観光産業の運営や発展

に大きな打撃を与えます。

古都ホイアンの自然的要因による影響を軽減させる都市
計画と建築ソリューションの提案

回廊地帯と周辺地帯の建築ソリューション

　提案する解決法は、保護すべき中心部から住人

を移動させ、3・4 階建ての低層アパートを建て、

通常は 1 階部分で生活し、洪水の季節には上の階

へ避難できるようにしておきます。そして、歴史

地区中心部の周りに回廊地帯を設けて、洪水を防

ぎます。この回廊地帯は、保存する中核地帯を洪

水から守る役割を担います。回廊地帯の建物は、

中核地帯にある典型的な建物と同じ様式に揃えま

す。周辺地帯の緑地公園地域は、雨水を貯める場

所となります。そこで、これから提案する“水上

交通”モデルは、洪水時に起こる交通問題を解決

できるでしょう。  

　まず、各家庭が洪水情報をチェックすること

で、自宅前の交通管理に責任を持ち、家の壁に平

行に浮上モジュールを取り付けます。この浮上モ

ジュールは、洪水時の予測水位の 20 ㎝上に取り

付け、近隣の家のモジュールとつなぎます。洪水

が発生するとモジュールが水上に浮いて、第 2 の

通りができ、交通が確保されます。洪水の季節は、

船が主な交通手段となるでしょう。

歴史的中核地帯の解決法

　環境要因はホイアンに多大な影響を及ぼしま

す。特に洪水の時期は、水位が平均して 1.2 ｍか

ら 1.7 ｍに上昇するため、繰り返し、継続的に影

響を受けるのです。多くの古い建物は木枠とトラ

ス構造であるため、実施されるべき対策は、保存、

改造、修理です。木製の柱のシロアリ対策には、

容易に取り外せる合成樹脂カバーを使用します。

木構造の柱に着せた“新しいコート”は、洪水の

季節には簡単に取り外すことができます。柱には

木材を巻いて、直接水に触れないようにします。

柱を水から守ることは、シロアリ対策にも、繰り

返し起こる洪水にも効果的で、古い建物の寿命を

延ばします。もうひとつの対策として、中核地帯

及び回廊地帯の周りにポリ塩化ビニル製の自動洪

水防壁システムを水門と一緒に設置します。洪水

防壁は、土嚢、岩石、土砂ダムのような伝統的な

方法の代わりに使用できるように、持ち運びがで

き、自動膨張式で、再利用可能なものにします。

設置も取り外しも数分で完了でき、簡単に収納で

きて、多目的に再利用できます。また、この洪水

防壁はひとりで設置できるようになっていて、長

さは 9 ｍから 15 ｍまであり、高さは 1.7 ｍで、

つなげて使うことで更に広いエリアをカバーでき

ます。このシステムによって、ホイアンの住民は

避難や、財産を移動させる時間を稼ぐことができ、

洪水の被害を軽減することができるでしょう。

古都ホイアンの保存のための建築と都市計画

レ　シュアン　ギア（ベトナム）
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Ⅳ ホームステイ

　堺家の皆さんの温かさに包まれ過ごした 2日間は、私の人生の中でも忘

れられない経験となりました。日本人の家族を大切にする心と、来客を最

高のおもてなしでもてなす心を学びました。

　おじいさん、おばあさん、そして友人の方々とも、一緒に過ごすことが

でき、日本の文化や伝統建築についてもアドバイスをいただきました。こ

のような特別な経験ができたことに深く感謝します。日本人家族が愛情と

やさしい心を分かち合い、子供達にそれを教え伝えていらっしゃる様子を

垣間見ることができました。それこそが、日本社会の基盤であり、是非こ

の教えを、今後の私の人生にも活かしていきたいと思います。

　寛大で、私を温かく迎えてくださった石田さん・森さん家族と過ごし

た週末は、言葉で表せないほど、安藤プログラムの中でも最高の思い出

となりました。里江さんは、日本一高いあべのハルカスから、交野市に

ある平屋の伝統家屋まで大阪の著名な建物の見学に連れて行ってくださ

り、たこ焼きの作り方や、ヘルマンハープの弾き方も教えてくれました。

年の近い、息子の雄大さんとは、日本の若い世代の生活や関心について、

そして、エネルギー溢れる里江さんのお母さんの靖子さんとは、折り紙

を折りながら夜遅くまで話に花が咲きました。多くのことを学ばせても

らった、皆さんに感謝しています。

堺ファミリー
 パヴィーナ　シリワトチャイポーン（タイ）

澤坂ファミリー
 コス　ウォーランダリ　シジャティニングラム（インドネシア）

　初めてのホームステイでしたが、親切な澤坂家の皆さんと過ごし、家族の一

員になることができ、とても光栄です。私は里美さんをお母さんと呼び、お母

さんに初めて浴衣を着せてもらいました。伝統的な日本料理を楽しみ、お父さ

んからはお寿司の食べ方、お母さんからはおにぎりの作り方を教えてもらいま

した。

　大阪城や奈良にも連れて行ってくださり、奈良では、侍のショーも見ること

ができました。折り紙、あやとり、書道等の日本文化も習いました。書道の達

人のお母さんからは、手作りの作品と筆ペンもいただき、私が書道に興味を持

つよう計らってくださいました。素晴らしい思い出をありがとうございます。

島岡ファミリー
 ジャオ　ヤーティン（中国） 

　島岡家の皆さんと時間を過ごし、日本文化に触れ、大変貴重な経験ができま

した。晴れ渡る青空の下、奈良の興福寺、東大寺と唐招提寺を訪れ、中国と日

本文化の深い関係を知ることができました。それは、家に戻り、息子の秀和さ

んが数か月前、中国を旅行された際に撮影されたビデオを見た時にも、再認識

することができました。おいしい料理を食べ、美しい着物を着させていただき、

沢山写真を撮りました。コミュニケーションが難しかった場面もありましたが、

次の日、お父さんとお母さんは大阪城にも連れて行ってくれました。温かくも

てなしてくださった、島岡家の皆さん、ありがとうございました。

石田・森ファミリー
 アシュロン　リオネル　フランク（インド）
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高柴ファミリー
 フェリシア　デヴィーナ（インドネシア）

　初めてのホームステイでしたが、高柴家の皆さんと過ごし、視野を広げ

ることができました。お父さんの健一郎さんは建築家としての知識を教え

てくださり、知る人ぞ知る、安藤先生の初期の建物を見に連れて行ってく

ださいました。お好み焼きを作ったり、花火をしたり、近所を散歩したり

して、日本の生活を楽しむことができました。朝起きた後、布団をたたみ、

押し入れに入れることも教えてもらいました。何気ないことですが、私の

国にはない習慣で、大変興味深かったです。短い間でしたが、温かく手を

広げて迎えてくださった高柴家の皆さんの優しさに感謝します。

野島ファミリー
 クアレス　ジャンフォー　オルボック（フィリピン）

　野島家で過ごした週末は、一生に一度の経験でした。短い期間でしたが

「住吉の長屋」をはじめとする安藤先生設計の建築や、京都の寺院など、

素晴らしい場所を訪れることができました。

　野島家の美しいお宅で、ご家族の皆さん、ダルメシアンのジュリーと一

緒に過ごした時間は宝物となりました。日本人の生活を知り、野島家の皆

さんの無限の優しさには感謝しきれません。日本か世界のどこかでまた是

非お会いできたらと思います。ありがとうございました。

森ファミリー
 ルバイヤ　ナスリン（バングラデシュ）

　ホームステイで、実家にいるような心地よさを味わえるとは思ってもいま

せんでした。知識溢れるお父さんと優しいお母さんは、私が最低でも 10 個の

日本語を覚えるようにと教えてくださいました。近所を散歩したり、古墳を

訪れたりしたことに加え、私は昼食の準備を手伝ったり、夕食の買い物に、スー

パーに一緒に行きました。森家のスペシャルラーメンは、一番大好きな日本

食となりました。

　伝統的な日本庭園を訪れるのが私の夢でしたが、その夢も、もちろん日本

の家族が叶えてくれました。奈良に行き、寺院や庭園を訪れ、素晴らしい経

験ができましたが、場所より何よりも、森家の皆さんを過ごすことができた

ことが、一番楽しい思い出となりました。

和田・堀内ファミリー
 レ　シュアン　ギア（ベトナム）

　旅とは、移動した距離でなく、出会った人の数によって決まるのです。私に

とって、まさに安藤プログラムがそうでした。大阪市内中心部に位置する、和

田さん・堀内さんのお宅で、ひとりの日本人として過ごしました。おふたりは

常に気にかけてくださり、日本の日常生活を知り、大阪の観光名所やおいしい

料理を堪能することができました。これまでの 25 年間に、和田家に来られた

多くの方との写真やメッセージが書かれた 3冊のノートを見せていただいた時

は、驚きました。ご友人と、瀬戸内海にヨットクルーズに出かけたり、お月見

のお祝いに、ベトナムの月餅を一緒に食べたりと、一生の思い出をつくること

ができました。
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　2017 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

＜法人会員＞

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

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

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                     

＜個人会員＞

ザイナル　フィブリアント

藤原　皓平
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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                   

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

                        准教授　  橋本　啓子　　 准教授　　堀口　徹

　　　　　　 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）

　　石田　里江　　　　　　　　堺　　広範　　　　　　　　　澤坂　里美

　　島岡　てるみ　　　　　　　高柴　健一郎　　　　　　　　野島　由美

　　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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