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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 26 回目を迎えました。

今回で 19 か国・地域から 233 名の研修生を招聘し、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、府内や兵庫県の淡路島、香川県の直島、そし

て、今年初めて訪れた姫路市で数々の安藤建築に、京都な

どでは日本の伝統的建築物にそれぞれ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「持続的な

まちづくりに向けた課題」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

理解を深めました。

　この報告書が研修生のみならず、広く建築・芸術の分野

で活躍していく若者にとっても参考となれば幸いです。

　　　　　　　　　　　2019 年 3 月

　　　　　　　　　　  公益財団法人　大阪府国際交流財団

　　　　　　　　　　　理事長　吉川　秀隆
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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 

　　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、マレーシア、バングラデシュ、

　ベトナム（2）

研修期間

　2018 年 9 月 27 日（木）～ 10 月 25 日（木）（29 日間）

研修生受入先

　大阪府、大阪府内建設会社（4社）及び近畿大学

　・株式会社大林組 大阪本店 

　・株式会社錢高組 本店・大阪支店

　・株式会社竹中工務店 本店・大阪支店

　・大和ハウス工業株式会社 本社・本店

研修内容

　・受入先企業における建設現場の見学や設計部門での実習　　　　

　・安藤忠雄氏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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芸術研修生招聘事業



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

安藤忠雄氏プロフィール

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
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研修日程
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行程 月日 曜日 対応者 宿泊ホテル

9月27日 木

9月28日 金 大阪府/OFIX

9月29日 土

9月30日 日 自主研修

10月1日 月 大阪府/ＯＦＩＸ

10月2日 火 ウェスティンホテル淡路島

10月3日 水 後楽ホテル（岡山）

10月4日 木 シティルートホテル

10月5日 金

10月6日 土

10月7日 日

10月8日 月

10月9日 火 近畿大学/OFIX

受入企業/OFIX

10月11日 木

10月12日 金

10月13日 土 ホストファミリー

10月14日 日

10月15日 月

10月16日 火

10月17日 水

10月18日 木

10月20日 土

10月21日 日

10月22日 月

10月23日 火

10月25日 木

午後：修了式・懇親会　（シティルートホテル）
ザプレミアムホテルりんくう

研修生帰国（関西国際空港）

10月24日 水
午前：修了証書授与・タカラベルモント見学

ＯＦＩＸ

ホームステイプログラム

午後：ホストファミリー交流会

シティルートホテル

受入企業研修
受入企業

自主研修

受入企業研修 受入企業

午前：受入企業研修

ホストファミリー

10月19日 金
午後：安藤忠雄氏表敬訪問

10月10日 水
午前：受入企業オリエンテーション

受入企業
受入企業研修

午後：受入企業研修

京都ユニバーサルホテル烏
丸京都スタディツアー

自主研修
午後：日本橋の家見学

シティルートホテル

近畿大学建築ワークショップ

安藤忠雄氏建築物視察 (淡路島）

安藤忠雄氏建築物視察 （直島）

安藤忠雄氏建築物視察 (兵庫県）

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

平成30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

大阪国際交流センターホテル

大阪府表敬訪問・大阪府研修

安藤忠雄氏建築物視察（近つ飛鳥博物館、狭山池博物
館、司馬遼太郎記念館）

大阪府研修



研修生
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ディブヤ　マネック

（コルカタ・インド）

Pace Consultants

建築家

ウズマ　アラム

（チッタゴン・バングラデシュ）

PRONAYON

建築家

リー　カイ　シン

（バンティング・マレーシア）

チュラロンコーン大学（タイ）

大学院生

ゴ　バ　トラン

（ハノイ・ベトナム）

Vietnam National Construction 

Consultants Corporation - JSC

準建築家

チ　シン　

（上海・中国）

上海市建工設計研究院

建築家

ヴ　ティエン　アン

（ホーチミン市・ベトナム）

ホーチミン市建築大学

講師

マデ　ハリス　クンカラ

（バリ・インドネシア）

Popo Danes Architect 

建築家

ピチャパ　ユヌス

（バンコク・タイ）

RAD STUDIOS

建築家



　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   

Ⅱ　研修レポート

OFIX

ディブヤ　マネック（インド）

ヴ　ティエン　アン（ベトナム）

チ　シン（中国）

リー　カイ　シン（マレーシア）

ゴ　バ　トラン（べトナム）

マデ　ハリス　クンカラ（インドネシア）

ピチャパ　ユヌス（タイ）

ウズマ　アラム（バングラデシュ）

大阪府副知事表敬訪問及び大阪府研修　　

　　　　　

企業研修　　　　

・株式会社大林組　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

・株式会社錢高組　　　　　　　　　　　　　 　　　

・株式会社竹中工務店　　　　　　　　　　　 　　　

・大和ハウス工業株式会社　　　　　　　　　　　　 

安藤忠雄氏建築物視察・表敬訪問　　　　　　　　　

建築ワークショップ～近畿大学～　　　　　　　　　 

安藤忠雄氏建築物視察（淡路島～直島～姫路）　　　                                             

ディスカッション・京都スタディツアー　　　
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大阪府副知事表敬訪問及び大阪府研修

　大阪府による研修は 9 月 28 日及び 10 月 1
日のニ日間行われました。来日したばかりの研
修生 8 名は、最初に竹内副知事を表敬訪問し、
大阪のプロモーションについて説明を受けた
後、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などについての講義を
受けました。また、津波・高潮ステーションの
視察や、府職員との「持続的なまちづくりに向
けた課題」についてのディスカッションを通じ、
大阪の災害対策やまちづくりについても包括的な
知識を身につけることができました。

9 月 28 日

　一日目、インテックス大阪で開催中の「住宅・
ビル・施設　Week　2018」を見学しました。
研修生たちはすぐに日本の建築設計、施工技術
に惹かれ、出展中の関係者に、積極的に質問を
していました。来日したばかりの研修生にとっ
て、建築・設計という言葉は共通のキーワード
となり、大きな刺激を受ける機会となりました。

　午後からは、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「日本
の最先端の建築技術や伝統的な技術・文化を学
ぶとともに、多くの方々との交流を通して、将
来自国と大阪つなぐ友好の架け橋となっていた

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、インドの研修生ディ
ブヤから、研修内容をはじめ、住吉大社参拝や、
松竹座での歌舞伎鑑賞など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、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、大阪のまちづくりへ
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、戦後の発展や、大阪の街づ
くりの変化、景観政策について、母国と比較し
た意見を大阪府の職員と交換しました。また、
阪神・淡路大震災の映像等をみて、日本人の防
災意識の高さを学びました。

　その後、咲洲庁舎に設置されている制震装置
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 年の東日本大震災を契機に、
新たに設置された耐震補強装置に、地震をあま
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り経験したことのない研修生も、耐震対策の必
然性と重要性をさらに勉強できたようです。

10 月 1 日

　10 月 1 日の午前中は、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、職員の方から、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
な説明を受けました。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。

　そして、前日に台風 24 号に見舞われたこと
もあり、日頃は立ち入ることのできない、大阪
府の水門や防潮堤を管理する監視操作室に入ら
せていただきました。研修生は防災対策の現状
を目の当たりした上で、更に、母国の言葉で訪
日客へ、災害時の対応や防災意識の喚起につい
て、メッセージを残しました。

　午後は西大阪治水事務所で、大阪府都市整備
部の職員から、大阪の都市計画、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、土地区画整理事
業を行う際の周辺住民の関係など、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「持続的なまちづくりに向
けた課題」をテーマにディスカッションが行わ
れました。まず、研修生が事前に準備しておい
た自国の事例や課題の発表がありました。そ
の後、府職員から、日本の環境配慮建築や千里
ニュータウンの再生事例について、具体例が示
されました。その後、お互い質問討議を通し、
活発な意見交換ができました。

　ニ日間という短い研修でしたが、研修生は、
翌日（10 月 2 日）からの視察や企業研修に向
けて、自国とは異なる、大阪のまちづくりや自
然災害への取り組みや課題について、幅広い知
識を身に着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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　ベトナム出身のゴ　バ　トランと私が大林組
の大阪本店を構える巨大なダイビル本館に入っ
た瞬間、膝が震え緊張を感じました。研修を始
めるにあたり、大林組歴史館を訪れ、1892 年
の創業以来、日本の発展とともに成長してきた
大企業であることを学んでいたからです。

　ごく普通のインターンシップであると思って
いたのですが、ふたを開けてみると私たちのた
めに用意されていた特別なプログラムに驚き圧
倒されました。仕事を割り当てられるといった
ものではなく、大阪、日本そしてもちろん大林
組を丸ごと学べる機会を提供していただいたの
です。私たち二人のためだけに、講義をしてく
ださり、現場を案内していただき、見学ツアー
など日本的な体験も用意してくださいました。

　 大 林 組 の 歴 史 以 外 に
も、「歴史」をテーマに、
さらに多くのことを学び
ました。大阪くらしの今
昔館では、18 世紀と 19

世紀の大阪人の暮らしぶりを視覚的に学びまし
た。映像の中で、江戸時代の大阪の街並みが実
物大で見事に再現され、昼間と夜の様子が 45
分おきに入れ替わります。着物の着付け体験も
あり、着物姿で街を散策することもできました。

　大阪城はその起源を 450 年前に遡る、日本
の歴史を象徴する建物です。大林組が手がけた
今の天守閣には、障害者用エレベーターが設置
されるなど、歴史的遺産の建物内にバリアフ
リーを実現しています。

　あの有名な伝統的な京都　南座を訪れる機会
もありました。この日本最古の劇場は過去と現
在との融合を見事に体現しています。このプロ
ジェクトを手掛ける方々の責任の重さを感じま
した。歴史遺産的価値があるがゆえに、改築よ
りは保存に重きがおかれています。作業工程を
見ると、古い部分の保存を優先しつつも、最新
技術や手法を盛り込み、現代のニーズを反映し

ているのが分かります。大事なことは外観や雰
囲気を壊さないこと。改修責任者ご本人がわざ
わざ私たちを劇場の隅々まで案内してくれました。

　 こ の 研 修 は、 私 の 思
い に 応 え て く れ て い ま
す。というのも、昔から
歌舞伎を見ることが私の
夢だったのですが、今回、
劇場に連れてきていただ

き、歌舞伎鑑賞よりもずっと良い経験になりま
した。日本で最も有名な歌舞伎役者の衣裳部屋
の舞台裏など、一般客が立ち入ることができな
い場所も、すべて特別待遇で見せていただけた
のです。

　「現代」の大阪に視点が移ったのは、設計部
の人たちから、各自が手掛ける現在進行中のプ
ロジェクトについての説明をきいたときでし
た。開発段階も様々でしたが、完成形を磨き上
げるには、一つ一つの細かい作業に手を抜かな
いことだという研究姿勢に驚きました。大林組
は安藤忠雄や伊東豊雄といった有名な建築家と
一緒に仕事をしていますが、社内にも数々のプ
ロジェクトを勝ち取ってきた非常に優秀な設計
チームがいるのです。

　大林組が携わった大規模統合型プロジェクト
であるグランフロント大阪と有名な難波パーク
スにも行きました。難波パークスはまさに都会
の中心にあるオアシスのような場所で、平日で
もたくさんの人でにぎわっています。緑地がふ
んだんにあり、自然との一体感が味わえること
で人気スポットになっています。この巨大プロ
ジェクトの設計チームの指揮をとった建築士の
方がお忙しい時間を割いて、私たちのために案
内役を務めていただいたことにさらに驚きまし
た。各建設段階を丁寧にご説明くださった上に、
さらに建設時に困ったこと、特に一気に施設を
建てることができないので何期かに分けて進め
なければならなかったことや、既存の施設に影
響を与えないために作業時間が大幅に限定され

企業研修：株式会社大林組
ディブヤ　マネック（インド）
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ていたことなどの苦労話も聞かせていただきま
した。

　「歴史」、「現在」に続き、三つ目の研修項目
は、大阪の「未来」で、うめきた 2 期について
学びました。その構想の基になっているのは、
現実と理想の未来を融合する「ガーデンシティ」
を創ろうとするものです。17 ヘクタールの敷
地を有するこのプロジェクトは、成功すれば大
阪中の風景を一変する起爆剤になるでしょう。
ありがたいことに、ここでも建築責任者の方が
直々に案内してくださいました。

　タワーマンションの建築現場の見学は、特に
印象的でした。それのコアの部分に大林組独自
のデュアル・フレーム・システム（二重構造に
よる連結制振構造システム）を採用しています。
これは耐震建築の分野で画期的な発想で、私た

ちが知らなかった新しい
考え方です。できたばか
りの上の階から完成済み
の下の階に徐々に降りて
いき、現物を見ながら、

大林組のスタッフが順を追って工事の進み具合
について説明してくれました。私が母国インド
で経験したプロジェクトマネージメントの仕事
は単調で時間がかかるものですが、このような
巨大高層建築をこれほどスムーズに実現する様子は
まるで映画の中の世界のように感じました。

　簡単なビルディング・インフォメーション・
モデリング（BIM）の体験もさせていただきま
した。私の事務所では BIM を使っていないので、
その一部を理解できる機会をもてて嬉しく思い
ました。今あらゆるプロジェクトは BIM 化し
ており、今回得た知識は近い将来きっと役に立
つでしょう。

　最後の二日間は大阪以外の現場を見学しまし
た。一日目は、阪神魚崎プロジェクトです。大
阪～神戸間の鉄道線路を丸ごと高架橋構造にす
るという複雑な工事で、踏切による交通渋滞

をなくそうという試みです。非常に重要なプロ
ジェクトなので現在五つの建築会社が共同で進
めています。二日目は奈良へ足を運び、跡地活
用プロジェクトの現場を訪れました。ここはホテ
ルを中核に据えた賑いと交流の拠点になります。

　帰国してからずっと、今の日本を作りあげた
ものは何かと考えていました。その答えの一つ
は時間の感覚だと思います。8 時 30 分開始と
言われれば、下の者だけでなく社員全員にとっ
てその 10 分前を意味します。誰の時間も貴重
であり、そのことが日本では徹底されています。

　私自身、これまでこぢんまりとしたオフィス
で働いた経験しかなかったので、大企業の職場
についてはある種の先入観を持っていました。
しかし大林組はそれらがすべて間違いであるこ
とを証明してくれました。まずフロアーのレイ
アウトに驚きました。仕切りがなく、全員が広
いフロアーで一緒に働いています。役職が上の
人であるとわかるのは、机が窓に近いことぐら
いです。一緒に働く上で健全な雰囲気が作られ
ています。

　研修最終日に研修成果の報告会を行いまし
た。このインターンシップのためにご準備いた
だいた信じられないほどのご苦労に報いたいと
いう思いを込めながらプレゼンを行いました。
振り返れば、みなさんのご苦労は、大学の教授
が学期開始前に行う準備に匹敵するようなもの
だったと思います。これまで可能な限りのやり
方で私たち研修生のために尽力してくださった
スタッフの方々、特に過大なまでにお世話して
くださった三木さんやキョウさんには感謝して
います。このことは、多忙な大企業であっても、
どれほど小さな仕事にも真摯に向き合い完璧に
仕上げる事実を表しています。本国に持ち帰り
たいのはまさにこれらの取り組み方であり、私
の将来にかならずつなげていきたいと思います。
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　安藤プログラムの一環として錢高組でイン
ターンシップをさせていただいたことは、大変
な名誉だと感じています。タイ出身のピチャパ・
ユヌスと私は、ともに長い時間をかけて、日本
の職場環境を体験し、大阪やその近郊の有名な
建築を訪れ、伝統的日本建築および錢高組が手
がけてきた建築から多くのことを学びました。

　初日は、設計部の方々から歓迎会を開いてい
ただき、錢高組の背景について学びました。錢
高組の歴史は長く、日本で多くの建築物を手掛
けてきました。その後これからの十日間の研修
日程を確認し、午後には通訳を含めたスタッフ
の皆さんと一緒に安藤忠雄先生が設計した靭公
園の住宅を訪れました。そして、あの有名な梅
田のスカイビルにも行きました。

　次の日は大阪の街を実際に見学しました。安
藤忠雄先生のあの有名な住吉の長屋にも行きま
した。午後には錢高組の社史について説明を受
けました。名誉なことに錢高久善社長にもお会
いしました。その間、文化、食、建築をテーマに、
日本と私たちの母国であるタイとベトナムにつ
いて楽しく意見交換をしました。

　三日目は引き続き大阪の街を探訪しました。
錢高組が建設した国立国際美術館、国指定重要
文化財である大阪市中央公会堂、日本一の高さ
を誇るアベノハルカスなど数多くの名所を訪れ
ました。歴史に触れることができた一方で、過
去と現在の大阪の街の活力も感じることができ
ました。

　四日目はすばらしい奈良の旅へ出かけまし
た。奈良中心部にあるいくつかの極めて価値あ
る歴史的建造物を訪れる機会がありました。日
本最大の強固な木造建築の東大寺、さらに東大
寺境内にある正倉院、二月堂、奈良公園若草山、
万灯篭で有名な春日大社、四季を通じて様々な
変化を楽しめ歴史的な変遷が面白い依水園にも
行きました。大阪に戻る前に元興寺や興福寺に
も足を運びました。

　その翌日は、錢高組が手がけたいくつかの建
築物について簡単な説明を受けた後、最近完成
したばかりの株式会社タツノの関西支店へ行き
ました。構造的詳細事項に関する提案時のプロ
意識の高さや完璧さへのこだわり、さらには完
成後のすばらしい出来栄えに感銘を受けまし
た。次に訪れたのも、錢高組が建築したバーバ
リーとボスのファッションショップです。最後
に、安藤忠雄先生が設計したガレリアアッカも
見学しました。今回の研修ツアーを通じ、日本
建築の真髄についての理解が深まりました。日
本人建築家は高い価値の建築設計に気を配るだ
けでなく、細かい点や耐久性にも特にこだわり
を見せます。これらは、私の国では未だに不足
している点です。

　六日目は、大山崎に行き、安藤先生設計の旧
建物を改築したという大山崎山荘美術館を訪れ
ました。美術館に収蔵されている貴重なコレク
ションの数々、美しい景観の庭、その景色の中
に安藤忠雄効果が息づく人工的光など、私に強
烈な印象を与えました。午後は、日本の夢の家
として知られている「聴竹居」へ行きました。
美しい山々の自然に囲まれ、約 90 年前に建て
られたこの家は、日本の伝統的建築と西洋の建
築の融合を体現しています。建物の細部も計算
しつくされ、家の中で起こる様々な行動に対応
できるように設計されています。

　七日目に、神戸へ行きました。神戸にある安
藤建築名所である六甲の集合住宅、兵庫県立美
術館、4 × 4 の住宅などを訪れました。その日
はさらに、錢高組が建てたグリコピア神戸とグ
リコスマイル保育園を見学する機会もありまし
た。ここでも繰り返しになりますが、使う人の
目線に立った設計、ここでは特に子どもたちに
配慮した設計に感動しました。安全第一の考え

企業研修：株式会社錢高組
ヴ　ティエン　アン（ベトナム）
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方のもと、子どもたちがのびのび遊べるような
環境を作り出しています。その日は錢高組の設
計部の皆さんにお別れ会を開いていただきまし
た。建築だけでなく、人生や人間についてもい
ろいろ話をすることができました。まるで大家
族の一員になったように温かく幸せな時間を過
ごしました。

　10 月 19 日の午前中は、東海道線の支線に関
する土木工学ツアーに参加させていただきまし
た。梅田地域から新しく延びる JR 東海の支線
の問題点や可能性についてのプレゼンテンショ
ンに耳を傾けつつ、現場で働くエンジニアと作
業員のプロ意識と熱い思いを感じることができ
ました。

　研修の最後の週は、まず、私たちにとって初
の体験となる新幹線に乗って名古屋に行きまし
た。錢高組が建設した大規模病院を見せていた
だきました。献身的な仕事ぶりやこだわり、と
てつもない数の技術者や職人たちを現場でまと
め上げる技量に感服しました。皆が力を合わせ
良い仕事を成し遂げようする姿勢が、明らかに
伝わりました。

　錢高組のスタッフと通訳の方を交えて難波や
心斎橋に繰り出し、フィールドトリップの中で、
安藤先生が手がけたアランジアランゾ・ビルと
サントリーミュージアム（大阪文化館・天保山）

を見学しました。十日間にわたる錢高組での研
修の最終工程がこれで終了しました。

　設計部をはじめ、錢高組の社員の方々と過ご
したこの十日間は私の人生の中で最も貴重な経
験になりました。建築、文化、社会面で価値の
あるたくさんの場所を訪れる機会に恵まれ、今
後ふるさとの街づくりに活かせるような良い視
点を得ることができました。日本人建築家たち
の実践知識や優れた仕事能力を知っただけでな
く、職場ではお互い家族のように接し、ともに
困難を分かち合うという人間的な部分にも触れ
ることができました。おかげで私は、自分の仕
事がもっと好きになりました。日本人の力が最
も強く発揮されるのは、皆が力を合わせる時だ
と思います。一つの目標に向かって、全員が情
報、責任、知識、喜び、困難を共有します。錢
高組の社員の皆さんが 20 年から 30 年も同じ
オフィスで働いてこられたとお聞きして驚きま
した。ベトナムではめったにないことです。お
会いできた素晴らしい方々との交流を通じ、た
くさんの助言と励ましをいただきました。錢高
組から学ばせていただいたことに、心から感謝
しています。何にも代えがたいこれらの経験は、

（私たち研修生の）それぞれの母国で、自分た
ちの夢の実現に役立つことでしょう。
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　2018 年安藤プログラムとして、10 月 10 日
から十日間にわたるホスト企業での研修が始ま
りました。場所は竹中工務店大阪本社の設計部
です。竹中工務店は日本有数の由緒ある大手総
合建設会社です。この 400 年を超える伝統を
有する会社は、数多くの日本を代表する建築物
を手掛けてきました。竹中工務店で短期研修プ
ログラムを実施できることは私にとってこの上
ない名誉です。

　初日は人事部からのオリエンテーションの
後、私の研修を担当してくださった指導員から
展示ホールや全体的な社内の職場を案内してい
ただきました。その間二つの点に感銘を受けま
した。一つは竹中工務店の「最良の作品を世に
遺し、社会に貢献する」という経営理念です。
社員の一人ひとりがこの理念を胸に、理想の実
現のため、企業行動規範である CSR 行動規則
に従い品質管理を進めています。持続可能な
未来のために夢を着実に現実に変えてきていま
す。ニつ目は職場環境です。十分すぎるオフィ
ス空間があり、ほぼ半分がプログラムの話し合
いや模型の製作に使われています。私に言わせ
れば、ソリューションの精緻化において、実際
に模型を作ることは欠かせない作業です。実際
ここは私にとっても、すばらしい環境でした。

　研修の間、指導員とともに、兵庫県への素晴
らしい視察に出かけました。竹中工務店が設計
した兵庫大学のキャンパス内のニつのプロジェ
クトを見せたいとのことで、JR で現地に向か
いました。1 時間ほど乗車している間、建築設

計や企業の経営管理などたくさんの話題につい
て、意見を交わしました。

　そのニつのプロジェクトは兵庫大学の附属幼
稚園と大学の実験棟です。両方ともすでに使用
されています。この見学ツアーを通じ、竹中工
務店が設計した建築物への理解が深まり、合理
的な建築デザインの真の意味がわかりました。
良い建築提案をするには、目を引くような外観
だけでなく、実際に使用する人の動き方に注目
し、機能の配置、動線設計、縦の空間設計、視
線が届く場所、光や材質の活用など、空間の創
出に注意を払う必要があります。たとえば、幼
稚園部の建物の各階の天井高さは 2.4 メートル

チ　シン（中国）
企業研修：株式会社竹中工務店
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と設定されています。これは子どもにも大人に
も対応できる高さとなっています。設計段階か
ら、使用者目線の使いやすさが十分考慮されて
います。さらに、自然と人造物とのバランスが
設計のポイントとなっています。そして、竹中
工務店が手掛けた大学の実験棟では、休憩エリ
アと屋外廊下といった公共スペースから直接自
然の景観を見ることができるように工夫されて
おり、特別で素晴らしい雰囲気を醸し出してい
ます。私にとり記憶に残る学びの旅となりまし
た。

　しかし何と言っても一番意義深いのは、実際
の設計作業に参加したことです。大阪の心斎橋
にある高層ビルの屋上の設計を提案するもので
した。26 階フロアから屋上階までのフロアに
ホテルのロビー、レストラン、機械室、屋上パ
ブといった機能が合理的に配置されることにな
ります。このような空間を設計するのは初めて
の経験で、空間を創造することに多くの時間と
労力を費やしました。設計過程で、この高層ビ
ルの最上階に造りたかったのは、誰もが入れる
中心的な空間で、しかも都会の様々な接点に
フィードバックを与える機能を持たそうと考え
ました。中から見る方向によって街の様相はが
らりと異なるため、ロビーから屋上にいたる縦
方向に、無駄のない一本のラインを施し、まる
で登頂ルートを進んでいくかのように、建物ス
ペースと景観の対話を楽しめる連続空間のコン
セプトに基づくデザインです。指導員やグルー

プリーダーからたくさんのアドバイスをいただ
きました。そのおかげで、やっと提案の原型が
完成しグループ内でプレゼンを行いました。

　この過程の中で色々な考え方を経験しまし
た。建築設計の際は、建物だけでなく周囲の環
境との関係も考慮しなければなりません。また
建築家は空間操作と合理的プロセスを通じこの
関係性を強化しようとします。この十日間、私
やグループのメンバーが長時間提案に向けての
話し合いを重ねたことは、大きな経験となりま
した。

　最後に、竹中工務店、特に指導員とチームの
メンバーには心からの感謝を述べたいです。私
の専門分野にたくさん磨きをかけることができ
ました。素晴らしい十日間の研修でした。
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　1955 年創業の大和ハウス工業は、プレハブ
住宅で有名です。創業時の 1955 年にパイプハ
ウス、1959 年にはミゼットハウスを発明し、
耐震性に優れた住宅を提供し、また戦後の住宅
需要増に応えてきました。創業者石橋信夫氏は、
発明の才と辛抱強さ、そして先見性によって、
人生を賭して自らの夢である「人と社会に役立
つものづくり」の実現をさせました。  

　パートナーのインドネシア出身のマデ　ハリ
ス　クンカラと共に臨んだ初日は、大和ハウス
工業株式会社の洞察に満ちた歴史に感銘を受け
ました。人財育成センターでの受入れの後、本
社ビルを案内していただきました。地下階へ
行ったときには、本社ビルで採用されている最
新のビルテクノロジーやエネルギー管理システ
ム、特に電気システム、水やゴミの管理システ
ムなどに目を奪われました。

　二日目には、技術部、住宅商品開発部、集合
商品開発部、商品 IT 業務部などいろいろな部
署から様々な講義を受けました。初日の会社説
明があったお蔭で、会社の構想や理念について
の理解が深まりました。特に会社が目指すのは、
単にプレハブ住宅を大量に世に出すだけではな

く、建築設計と技術を通じ住宅の快適性や住み
やすさに配慮することで、広く社会に資するこ
とです。その日の終わりにも、興味深い講義
がありました。実際に商品 IT 業務部の Dream 
PITT（Presentation Information Technology Tools）
を使って、私たちのドリームハウスをデザイン
しました。PITT ソフトを使うのは初めてだっ
たにも関わらず、お二人の講師のおかげでド
リームハウスの設計図を、2 次元から 3 次元図
面に変換することができました。

　三日目は、大和ハウス工業のロボット事業と
環境への取り組みについての楽しい講義で始ま
り、兵庫県立美術館への訪問で終了しました。
ロボット事業は、日本の高齢化社会を背景に、
介護サービスの向上と労働者不足に対応するた
めの技術を活用しようと作られた事業です。ロ
ボットのいくつかは、医療の現場だけでなく、
建設業にも対応できるよう設計されています。
例えば、治療用ロボットの「パロ」は、本物の
ペットのような反応をして、患者とふれあい楽
しめるように、作られています。「POPO（ポポ）」
は身体障害者の移動の時に体重の一部を支え歩
行を助けてくれます。

   
　奈良工場と総合技術研究所を見学することに
より、私たちの研修はさらに充実したものとな
りました。四日目の午前中に訪れた奈良工場に
は、プレハブ住宅の外壁と屋根部材を扱う最初

リー　カイ　シン（マレーシア）
企業研修：大和ハウス工業株式会社
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の製造ラインがあります。短い時間だったとは
いえ、実際の製造現場を見学できた貴重な経験
を通し、製造工程や組み立ての詳細を理解する
ことができました。その後、私たちの次の二日
間の研修を行う場所となる総合技術研究所に行
きました。そこで大和ハウス工業の研究開発の
説明のあと、住宅開発技術、耐震技術、防音試
験について講義を受けました。

　総合技術研究所では多くのことを学びまし
た。いくつかの講義の中でも、テクノラボでの
見学は最も心に残っています。というのも内装
から外装にいたる建物全体に関して、様々な種
類の実験やテスト機械を使った様子を、目の前
で実際に見ることができたのです。さらにテク
ノギャラリーでは、大和ハウス工業の技術開発
の現在と未来が紹介されています。D’ ミュージ
アムでは、会社の技術開発の起源とその発展の
歴史が展示されています。ここでついにパイプ
ハウスとミゼットハウスの実物モデルを見るこ
とができました。最後に石橋信夫記念館を訪れ、
創業者石橋信夫氏のこれまでの献身と貢献につ
いてあらためて驚かされることになりました。 

　七日目に南へ移動し、大和ハウスの郊外活性
化プロジェクトである阪南スカイタウンとス
マ・エコタウン晴美台を見学しました。日本の
一戸建て住宅の設計計画、公共施設管理、緑化
規制などについて初めて学ぶ機会となりまし
た。とはいえ、スマ・エコタウン晴美台は、再
生可能エネルギー管理や技術を通してスマート
コンセプトの一端を垣間見せてくれました。さ
らに、翌日八日目に訪れた大阪マルビルの壁
面緑化に関する講義でも、「グリーン」コンセ
プトについて詳しく学ぶことができました。九
日目は建築設計についての感動的な講義を聞い
てから、フォレオ大阪ドームシティを訪れ施設
管理について学び、プレミスト梅田の分譲マ
ンションギャラリーへも行きました。最終日
である十日目には大阪城周辺の JO-TERRACE 
OSAKA へ行きました。幸運なことに、ちょう
ど工事が進められている最中だったので初めて
日本の工事現場を見学することができました。

　結びとして、大和ハウス工業で研修できたの
はとても誇らしく素晴らしい経験となりまし
た。たった十日間の研修でしたが、日本の住宅
産業、耐震および建築技術を学びたいという私
の望みを叶えることができました。惜しみない
情報提供、講義、ディスカッションをしてくだ
さった講師の方々、社員、研究員の皆さんに感
謝いたします。これまでの人生で最高の経験に
なりました。
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1. 近つ飛鳥博物館
　9 月の雨の日、近つ飛鳥博物館に行きました。
安藤研修ツアーの最初の訪問地でした。博物館
は静かな墳丘の上に立っています。ここ、重要
歴史地区には 200 基の古代古墳があり、その
大半が古墳時代や飛鳥時代に築造されました。

　博物館を遠くから見る
と、最初に目を惹くのは、
奇抜な外観です。広い階段状
の屋上に、コンクリ―ト製の
巨大な展望台があります。 

　来館者は塔のてっぺんに
立つと、この歴史地区の全

景を眺めることができます。運が良ければ木陰
の奥に隠れている古墳がいくつか見つけられる
かもしれません。残念ながら私たちが訪れたと
きは、展望台はたまたま保守点検の日にあたっ
ていて、ここに入る機会はありませんでした。

　視覚的観点から設計を見ると、この階段状の
屋根は古代古墳の形状を想起させます。建物か
ら小さな湖に向かって傾斜し、背後の山と調和
しています。安藤先生が自然の造形をいかに重
んじていたかが設計から伺えます。 

　実用面から見ると、この階段状の屋上広場は
移動経路だけでなく、地域のコミュニケーショ
ンの場ともなっており、地元の祭りやイベント
など多目的広場として使うことができます。ま
た別の見方をすると、階段上から眺める森や湖
や小道を展示対象として、野外展示場のような
役割もあります。博物館自体が地元の風景と一
体化しているため、来館者はここに腰を下ろし
て自然の美を堪能することができます。

　博物館の内部は、神秘に満ちた地底世界に足
を踏み入れたかのようでした。入口から展示ス
ペースまで、徐々に光が弱まり、大半の展示物
は暗闇に包まれていました。 

　中央スペースには大きな古墳の模型が置かれ
ています。足元から巨大な「黒い」塔が空中に
浮かんでいるように見えます。そこは、ちょう
ど外から見たあのコンクリート展望台の内部に
あたります。塔の高さからくる空間の重厚感に
よって、墓の奥で永遠の眠りについている人の
感覚が伝わる気がして、強烈な印象が残ってい
ます。ようやくバスに戻り、次の行程である狭
山池博物館へ向かいました。

2. 狭山池博物館
　狭山池は日本最古のダム式ため池で 1400 年
の歴史があります。当初は農業の振興のために
造られましたが、後に治水ダムへと役割が変わ
りました。 

　博物館は池に隣接しており、土地開発の資料
や出土文化財の収蔵所としてだけでなく、地元
景観になくてはならない一部となっています。
入口部分は、狭山の地形の縮図版のようでした。
主役はあくまで水で、水は、池、川、滝などい
ろいろなものに形を変えています。辺りは水が
流れ落ちる音で埋め尽くされ、特に滝の裏側を
通ったときは一層大きく響いていました。その
音が弱まったのは大きな円柱型建物内に足を踏
み入れた時でした。博物館内部に入ると完全に
外界音から遮断されました。

　この古いダムの壁面は 15.4 メートルの高さ
があり、その壁一枚のおかげで入口広場全体が
明るい雰囲気になっています。その石壁にそっ
て、長い歩道を歩いていくと、異なる年代の地
層を経て別の展示場へ着きます。 

　外観部分は水面上に横
に伸びています。一方内部
スペースは、縦の地層を強
調しています。対照的な内
部と外部の造りによって、
来る人は忘れられない独
特の経験を味わうことに
なります。

ゴ　バ　トラン（ベトナム）
安藤忠雄氏建築物視察・表敬訪問
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3. 司馬遼太郎記念館
　ツアーの締めくくりとして、9 月 29 日に安
藤研修ツアーの最後の行先となる司馬遼太郎記
念館を訪れました。記念館は閑静な住宅街に位
置し、著名な日本人歴史小説家司馬遼太郎の邸
宅の西側に建っています。

　正面の門をくぐり、細い
小道を歩いていくと小さ
な庭につきます。庭の緑の
多さから、自然を愛する持
ち主の気持ちがよくわか
りました。茂みの奥に、古
い屋敷の大きな窓を通し
て文豪司馬遼太郎氏の書
斎が目に入りました。

　記念館は、小道の突き当りの庭園の地下深く
に新たに建設されました。ほとんど緑の木々で
覆われているため、建物の輪郭がぼやけ庭の緑
と一体になっています。廊下が外気温との緩衝
材の役目を果たし、室内に差し込む光の強さを
和らげています。

　記念館に足を踏み入れると、作家の心の中を
覗き見るかのような感覚になりました。中央部
は 3 階分の高さがあるオーク材でできた書棚に
囲まれ、数千冊の司馬遼太郎作品の貴重なコレ
クションが収蔵されています。

　庭に開けているスペースはごく一部に限られ
ています。部屋全体を照らすのは、すりガラス
の窓しかなく、神聖な雰囲気が醸し出されてい
ます。一部の高い書棚の裏側に読書室が造られ
ており、瞑想できる空間にもなっています。お
おざっぱに言えば、建築家安藤忠雄は、大阪の
郊外に書籍の聖堂を見事に造り上げたのです。

4. 安藤忠雄氏への表敬訪問
　10 月 19 日、安藤忠雄建築研究所へ伺う前に、
研究所の方が天空のチャペルに連れて行ってく
れました。梅田のチャスカ茶屋町のビルの最上

階にある小さなチャペルです。部屋の図面は三
角形で、最大限の採光を考えて 2 方の壁が巨大
なガラス窓でできています。これまで何度もこ
の三角の頂で結婚式がとりおこなわれてきまし
た。椅子やテーブルも透明の材料でできている
ため、すべての境界が取り除かれています。ま
るで、街全体が本格的な結婚式の脇役になってい
るようです。チャペルと街が一体となっています。 

　豪奢なスカイチャペルとは対照的に、安藤忠
雄建築研究所は静かな住宅街に建つシンプルな
建物です。スタッフの方によれば、元々この建
物はある 3 人家族の住居用に設計されたそうで
す。完成間近になって持ち主に双子が生まれる
ことがわかり、5 人家族には手狭すぎるため、
結局安藤先生ご自身の事務所として使うことに
なり現在に至っています。

　安藤先生からお話を伺っているときに、人為
環境と自然環境とのバランスをとる際に国際的
建築家の果たす役割の重要性について述べら
れ、建築活動には常に環境保護の視点がなくて
はならないと強調されました。さらに、建築の
経済的側面に執着しすぎるあまりに、生活環境
の質を大きく悪化させる可能性を心配している
と述べられました。 

　偉大な建築の大家と言葉を交わすことができ
てとても幸運でした。安藤先生は単なる建築家
ではなく人権活動家でもあると思います。話を
した時間は決して長くはなかったですが、先生
の言葉は私たち一人ひとりの心に響き、宝物と
なりました。これからの建築家としての道を歩
む上で忘れ難い節目となるでしょう。
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　この研修ツアーは今回のプログラムの中でも
最高の経験となっています。安藤先生が設計さ
れた、言葉では言い尽くせない素晴らしい空間
を肌で感じ、その中にこの身を置くことは長年
の夢でした。訪問リストにあるこれらの建物の
所在は遠方にあるため、個人で見て回るのは難
しかったはずなので、このツアーには本当に感
謝しています。 
 
1. 淡路島
　本福寺水御堂は 20 年以上も前に建てられま
したが、今でも新しさを感じます。安藤先生の
才能と建築センスに驚きました。既存の枠にと
らわれず、周りの自然と調和する建築を創りだ
しています。水御堂の中に入った瞬間言葉を失
いました。一歩一歩足を踏み出すたびに、石床

から靴音が響きわたり、このつつましやかな寺
院をぐるりと囲む樹木を揺らす風の音が耳をく
すぐります。私が気に入っているのは、地面に
楕円形の蓮池を造ることで、ここが聖地である
ことを示した安藤建築の手法です。本堂はその
下にあり、階段を下りて地下の回廊を進んでい
くと様々な景色へといざなわれます。
     
　ツアーで予想外だったのは、淡路夢舞台の素
晴らしさでした。夢舞台は、人間の営為により
傷ついた大地の蘇生を主題として構想されてい
ます。規模の大きな施設とはいえ、人と空間、
人と周りの自然とのつながりを意識させる工夫
がいたるところに施されています。その中にあ
るウェスティンホテルに宿泊できる幸運にあや

かりました。あらゆる客室、すべての施設は興
味深く、館内を歩き回るだけで 1 日を過ごす
ことができるくらいでした。一般公開されてい
ない場所も見せていただくという、またとない
経験をさせていただいたことに心から感謝しま
す。この復活プロジェクトの独創性や安藤先生
がそれをいかに建築に活かしたかに思いを馳せ

ながら夢舞台を巡っていた時に、その思いは一
層強くなりました。「海の教会」は結婚式用の
小さな教会ですが、目にした瞬間はっと息をの
みました。安藤先生が設計した天井の十字架は、
柔らかな自然の太陽の光で来場者に感動を与え
てくれます。十字架は物理的にはそこに存在し
ないにも関わらず、室内空間に光と影の模様が
浮かび上がり、神聖な雰囲気を感じさせます。
楕円フォーラムは、高さ 17 メートル、長さ 50
メートルの巨大なホールで、山回廊と海回廊の
接点となっています。海回廊に着くと、海と空
をつなぐ天井部の海の景色の美しさに圧倒され
ました。安藤先生は 100 万個のホタテの貝殻
を人工池の床に敷き詰め再利用しています。こ
こでの一番のおすすめは、床にひざまずくと、
100 万個の貝殻の水庭がまるで海と空をつなぐ
岸のように見えることです。山回廊を進むと、
海回廊とは対照的な造りにもかかわらず、同じ
ような感覚が沸き起こってきます。そこはコン
クリートの壁とすりガラスに囲まれた壮大な空
間になっています。山回廊の先のエレベーター
で屋上に行き、外に出た瞬間、斜面上に設けら
れた百区画の花壇である「百段苑」の絶景が広
がっています。

　あんまり一般公開されていない場所の方（茶
室）に歩いていくと、木造の回廊が出迎えてく
れました。伝統と現代のデザインの融合を見せ

安藤忠雄氏建築物視察（淡路～直島～姫路）
ピチャパ　ユヌス（タイ）
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るために、木材とコンクリート材を調和させた
安藤建築の手法が大好きです。余談になります
が、私たち全員、早起きして、淡路島の美しい
情景をバックに朝日に照らされる安藤建築の様
子を眺めました。淡路での朝は穏やかな至福の
時間でした。安藤先生の建築と自然が融合し、
お互いの存在を高めあっていました。
 
2. 直島
　直島は摩訶不思議なところです。一日中幾度
となくこの島のとりこになりました。直島は安
藤忠雄の建築物がいたるところに見られる現代
芸術の島です。安藤ミュージアムに着いた時、
築 100 年にはなろうかという日本の伝統的木
造民家の中に一体何があるのだろうと興味津々
でした。過去と現在、木とコンクリート、光と
影といった対照的な要素がある内部は、その歴
史的な建物と同じくらいすばらしいものでし
た。安藤ミュージアムは小さいながらも、安藤
先生の考え方や建築モデルが凝縮されています。 

　李禹煥美術館はアーティスト・李禹煥と建築
家・安藤忠雄のコラボレーションによってつく
られた美術館です。私が気に入っているのは李
禹煥のアート作品と安藤先生の建築空間がお互
いを引き立てあって点で、静寂と簡潔さの美を
作り出しているように感じました。つまり、建
物空間が静けさと温和な雰囲気を醸し出し、李
禹煥の芸術作品と見事に調和しています。 

　直島のクライマックスは、地中美術館です。
これは地下に埋設された巨大な美術館で周囲の
景観と完全に一体化しています。安藤忠雄は、
建物は山側に埋設する必要があるが、展示する
すべての芸術作品を照らすのは自然光しかない
と主張しました。美術館は、いくつかの部屋に
分かれ、天井採光に照らされています。各部屋
は、展示する芸術家作品に合わせた最高の幾何
学的空間になるよう、設計に細心の注意が払わ
れています。例えば、モネの部屋では、床に何
千という真珠光沢のある小さなタイルが敷き詰
められ、このフランス人印象派の巨匠の名作に

ぴったりの雰囲気を醸し出しています。ウォル
ター・デ・マリアの部屋は、部屋の中央に巨大
な花崗岩の球体を置いたインスタレーションに
ふさわしい閉ざされた雰囲気を演出していま
す。ジェームズ・タレルの作品は、光そのもの
を芸術として表現しています。光は来館者を包
み込み、タレル作品の素晴らしさを堪能させて
くれます。

　ベネッセハウス・ミュージアムはホテルを併
設した美術館で、「自然・芸術・建築の共存」
をテーマに建てられました。このミュージアム
のアート作品はギャラリーのみならず館内のい
たるところ、自然と芸術、建築が一体となって
いるあらゆる場所で目にすることができます。
　
　直島自体の魅力はモダンアートと建築を大切
にすることで生まれています。これは安藤忠雄
の建築や上記の様々な芸術家をはじめ、藤本壮
介や草間弥生の作品にも広く表現されています。

3. 姫路     
　最後に、姫路にある兵庫県立こどもの館もま
た安藤先生が設計した興味深い建築です。子ど
もたちが作った芸術作品がちりばめられていま
す。大規模な建物にもかかわらず周りの自然と
も大きく関係しています。わたしのお気に入り
は、高い柱のたくさん立っている場所で、子ど
もの遊び場ではありますが、自然と強いつなが
りのある重要な空間として表現されています。 
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　西日本最大級の近畿大学でワークショップに
参加させていただき幸運に感じます。午前中に
国際学部の内藤教授に出迎えていただいた後、
一緒に学生が待つ教室へ移動しました。

　ワークショップは学生の代表者たちからの歓
迎の挨拶で始まりました。4 人の学生による楽
しいスピーチの中で、近畿大学には東大阪のメ
インキャンパスとは別に五つのキャンパスがあ
ることがわかりました。その後、それぞれの自
己紹介を経て、キャンパスを案内してもらいま
した。

　まず着いたのが正門の北側のエリアです。そ
こには、集成木材でできたユニークな建物が
ありました。名前はイーキューブ（E3）といっ
て、頭文字の三つの E は「English」「Enjoyment」

「Education」を表しています。ここは、学生た
ちに英語を話すことに積極的になってもらおう
と提供された場で、英語のネイティブスピー
カーがサポートについています。ラウンジと食
堂に分かれた居心地の良いスペースになってい
ます。実際に行われているいくつかのプログラ
ムを見て、おもしろそうだと思いました。 

次に向かったのは、近畿大学建築学部の校舎で
す。建築学部の入り口に設けられた展示エリア
があります。学生が作った模型を見て、様々な
興味深いプロジェクトがあることがわかりまし
た。学生たちの設計レベルや製作能力はすごい
と認めざるを得ませんでした。 

　また、芸術学科のエリアにも行きました。そ
こで、学生たちがガラスを主原料とした作品の
製作に取り組んでいるところを見学しました。
材料が高温であることから大変な作業だと思い
ましたが、最後にできあがった完成品を見ると、
彼らが作った他の作品同様、賞賛に値するすば
らしい出来栄えでした。 

　キャンパスツアーの最後に、完成したばかり
の図書スペースとラボが複合したアカデミック
シアターを見学しました。個人的には、キャン
パス内で一番すばらしい建物はこのアカデミッ
クシアターだと思います。斬新な空間、目立つ
外観、ユニークなレイアウトに仕上がっていま
す。通常の図書館とは違い、明るく開放的で驚
くほど快適な空間です。複雑な空間配置になっ
ているので、いくら探索しても飽きることはあ
りません。この建築を見学した後、教室に戻り、
国際学部と建築学部の学生たちと一緒にランチ
を取りました。

　ランチタイムに、建築設計を専攻する日本人
7 名の院生とフランス 2 名の留学生を紹介され
ました。午後 1 時に図書館に移動し、通訳や他
の参加者も含めて各テーブルでワークショップ
を始めました。私たちがプレゼンテーションを
始める前に、マイクロ・パブリック・スペース

建築ワークショップ～近畿大学～
マデ　ハリス　クンカラ（インドネシア）
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についての説明がありました。この考えは建築
事務所「アトリエ・ワン」が出版した書籍、「ペッ
ト・アーキテクチャー・ガイドブック」や「メ
イド・イン・トーキョー」の中で提唱されてい
ます。 

　今回の安藤プログラムの開始前に、各参加者
には事前課題として、それぞれ自国の事情に基
づいてマイクロ・パブリック・スペースに関す
るプレゼンテーションを作成し、「近大国際交
流ストリート・ブック・フェスティバル」とい
う仮想イベントに向けて設計を提案するという
宿題が課されていました。建築学部の堀口先生
と松本先生から、ワークショップの進行につい
て説明があり、休憩をはさんで合計 16 のプロ
ジェクトについてのプレゼンテーションがこれ
から予定されており、他の学生と一緒に現地へ
出向いた後、最後に投票を行い、一番になった
プロジェクトには賞が贈られることを聞きまし
た。安藤研修生と近大学生の発表の順番は無作
為に決められました。 

　どの発表者もマイクロ・パブリック・スペー
スに関してユニークな見方をし、プロジェクト
の規模も、ユニット家具の一部から小さな建物
全体にいたるまで様々でしたが、各々の発想の
豊かさには驚き、とりわけ設計面において多く
のことを学びました。日本人の学生を見て気づ
いたことは、建築模型を作ったり写真を撮った
りすることで設計を膨らませるやり方でした。
模型を見れば、空間や形状がはっきり把握でき
るので、基本設計をする上で、とても良い方法
だと思います。 

　プロジェクト現場について詳しく知るため
に、その現場へ向かいました。自分の目で見た
実際の環境は、インターネットで見たものとは
まったく違っていました。正確な大きさが肌で
わかり、周囲の環境の隠れた可能性に気付くこ
ともできました。現場で何枚も写真をとり、プ
レゼンテーションで提案されたプロジェクトの
実際の位置を確認し、お互い楽しく和やかに談
笑したりしました。  

　ワークショップの最後に、最優秀賞を投票で
選びました。自分の気に入ったプロジェクトの
1 位から 5 位まで（自分のプロジェクト以外）
を選んで投票します。結果発表のとき、教授は、
全員の作品が票を獲得していたが、優勝者は歴
然だったとおっしゃいました。全員に賞品の本
が配られることになっているが、一位の者には
最初に好きな本を選ぶ権利が与えられると説明
しました。1 位は、マイクロ・パブリック・ス
ペースの基本ユニットとしての脚立を考えた小
西君でした。次点は 3 組あり、ウズマ　アラム
君、フランス人ペアの 2 人、そして私が選ばれ
ました。 

　その日は終始楽しく過ごしました。友人のヴ　
ティエン　アンに言わせれば、こういったワー
クショップは、参加者全員が勝ち負けに関係な
く自分自身に達成感を感じるため、建築を純粋
に学びたいという意欲がかきたてられるのだそう
です。さらに、国際学部や建築学部の学生の人た
ちとの交流を楽しむことができました。このよう
な感動的な思い出を作っていただいた近畿大学の
温かい配慮とおもてなしに感謝いたします。
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　東アジア建築都市研究所所グンタ　ニチケ教
授と京都大学講師エスター　ツォイ先生に案内
していただいたニ日間の京都の旅は、日本の哲
学と建築学を探訪する洞察に満ちた素晴らしい
経験となりました。

　10 月 5 日のディスカッションでは、ニチケ
教授からの京都の建築人類学の概要説明に続い
て、古都京都がどのような発展をとげてきたか、
つまり山に囲まれ川を挟んだこの都がいかに拡
大していったのかや、「町」という日本独特の
近隣単位の考え方などについて講義がありまし
た。その後、研修生がひとりずつ「持続可能な
グローバル環境における再生と保存」という
テーマの事前課題研究の発表を行いました。
 
　最初の発表者はマレーシア出身のリー　カイ　
シンです。彼女の母国マレーシアにおける建築
の実状をとりあげ、環境、経済、社会の持続可
能性の視点から、古い店舗が再利用されている
事例を紹介しました。

　タイのピチャパ　ユヌスは、都市と人との一
体的進化を前提にして都市計画を進める必要性
を強調しました。ただしその方法は、単に資源
効率や低炭素排出量を謳うだけではなく、環境
に配慮した制度そのものをさらに進めていかな
ければならないと述べました。

　私、バングラデシュのウズマ　アラムは、現
在深刻な気候変動の悪影響に直面しているわが
母国を守るために、河川をいかに保護するかに
ついての戦略を提案しました。人の手によって
河川の水際を明確に定め、運河を再構築し、浮
遊式建築物を復活させることなどに焦点をあて
ました。

　ベトナムのヴ　ティエン　アンは、彼のふる
さとホーチミンでの持続可能な発展に関する最
近の傾向について詳しく述べました。自然環境
を保護し固有の伝統的価値を促進しながらも、
生活環境を改善し、エネルギーやゴミの消費を

抑えることを目標に据えた提案を行いました。  
         
　次の発表者のゴ　バ　トランは、彼の出身地
ベトナム・ハノイの市街地にある歴史的建造群
タンロン遺跡をとりあげました。そこは歴史的
価値を保存するだけでなく、公園緑地を保護し
ている面で意義深く、健全な町づくりと持続可
能なグローバル社会環境の構築に寄与している
と説明しました。

　中国出身のチ　シンは、急速な発展を続ける
中国各都市は、持続可能な環境を担保するため
に、都市再生と歴史保存を共存させることに力
を入れるべきであると訴え、そのメカニズムを
構築するための様々な戦略的プランを提示しま
した。

　七人目はインドネシアのマデ　ハリス　クン
カラで、バリ島のヌサドゥアの開発について話
しました。この開発は、350 ヘクタールの広さ
のこの地区を活性化させる起爆剤として、村の
インフラ整備、建物、公共スペースや寺院の向
上に役立ったと述べました。

　最後にインドのディブヤ　マネックは、環境
保護と持続可能な再生の概念は歴史が長く、古
く遡れば魂の蘇生から下水廃棄物、さらには芸
術文化や建造物まで関係していると話しまし
た。この昔から続く再生利用と環境保護を総合
的に維持していくためには、慎重を期す関わり
方が求められていると訴えました。

　このプログラムの最後に、教授が一番良かっ
た 2 名を発表し、持続可能性という言葉の定義
をどのように考えるべきかについてアドバイス

ディスカッション・京都スタディツアー
ウズマ　アラム（バングラデシュ）
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をいただきました。建築と持続可能な発展につ
いて他の国の人たちがどのように考え感じてい
るかを知ることができ、勉強になりました。

（詳細は III ディスカッションレポートをご参照ください。）

　翌日、ニチケ教授とエスター先生と一緒に京
都スタディーツアーに出かけました。二人は静
かで趣のある日本の有名な歌人たちが好んだと
いう二か所のお寺に案内してくれました .  

　最初の訪問地は、静かなたたずまいの隠れた
秘宝、詩仙堂です。建物に入ると、ふすま一枚
で客間からプライベートな空間へと徐々に移り
変わってゆき、その変化の最後の最後にあっと
驚く景色に圧倒されます。ニチケ教授は、「詩
仙堂では、私たちは幾度となく目指すべきとこ
ろに辿りつく。そこは段階的に至る道である。」
と言っています。門をくぐった直後の細い小道
から、角を曲がると急に目に飛び込んでくる見
事な禅寺の庭園にいたるまで、詩仙堂での経験
すべてが忘我の境地、瞑想へといざなってくれ

ます。庭は見かけほど広くはあ
りませんが、視野に入る木々を
枠組みとする言葉では言い尽く
せない絶景が遠近感を演出して
います。次の目的地、金福寺で
も規模は小さいながらも同様の
構図が浮かび上がります。小高
い丘の上には夏の間使用する茶
室があり、その低い窓からは、

畳に座りながらも、京都市街地にまで伸びる庭の
景色を一望することができます。 
     
　昼食後、日本独特の京町屋の伝統的建築・無
名舎を訪れました。かつて京呉服の問屋を営ん
でいた商家が所有する、通りに面する店舗は、
居間に改装され今では小さな博物館にもなって
います。いくつかある中庭は自然光で間接的に
照らされ、続いている和室を三方から囲んでい
ます。室内はこざっぱりとした雰囲気でくつろ
いだ気分にさせます。畳の枚数でそれぞれの部
屋の広さがわかります。

　最後の訪問先は、八百一本館で、ここは日本
の現代的なフードマーケットです。この 3 階建
ての商業施設内にはスーパーマーケットと屋上
農園が設けられており、そこでとれた野菜や果
物が構内のレストランで提供されています。こ
こは、日本の現代建築と京都の歴史的街並みが
見事に融合している実例を見せてくれています。
   　   
　この旅を通じて、日本の建築物が日本の価値
観にいかに深く根ざしているか、感動に満ちた
洞察を得ることができました。日本の今と昔が
つながり、日本の多くの建築家が、日本古来の
思想と建築の真髄を重んじ、自然との一体化を
今でも大切にしているなぞが解けました。周
囲と調和した景観は建築形態の一部になってお
り、内と外は分かれておらず一つに融合してい
ます。素朴な木造部分や控えめな色使いがこの
一体感をひきたてています。建築物とそれ以外
のもの、つまり建築と自然が対話をしているのです。

　グンタ　ニチケ教授の考え方は独特で、その
根本には建築に対する愛があり、私たち一人ひ
とりに建築をどう捉えるべきかを問いかけま
す。私たちよりも長く人生を歩まれてきた先生
から、建築よりも人と自然についてもっと目を
向けるように強く促されました。現在と未来の
発展に影響しない建物は、古いからという理由
だけで保護対象にすべきではないと主張されて
おられます。自然と建築のつながりを明らかに
するために、先生が引用した禅問答「真の不動
は静にあらず、動にこそ存在す」という言葉に
私個人として深い感動を覚えました。
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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 5 日に行われた「持続
可能な地球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。

ディスカッションレポート

・持続可能な地球環境における再生と保存
・－マレーシアの事例－　　　　　　　　　　　　　　リー　カイ　シン（マレーシア）
・持続可能な地球環境における再生と保存　　　　　　ピチャパ　ヌユス（タイ）
・バングラデシュを維持するための河川の
・安全確保に関する試み　　　　　　　　　　　　　　ウズマ　アラム（バングラデシュ）
・持続可能な地球環境における再生と保存
・－ホーチミン市の取り組み－　　　　　　　　　　　ヴ　ティエン　アン（ベトナム）
・ハノイ・シタデル（ハノイ城塞）　　　  　　　　　　ゴ　バ　トラン（ベトナム）
・持続可能な環境における都市再生と保全
・－中国の都市開発の事例－　　　　　　　　　　　　チ　シン（中国）
・ヌサドゥア開発の取り組み　　　　　　　　　　　　マデ　ハリス　クンカラ（インドネシア）
・持続可能な地球環境における再生と保存
・－インドの場合－　　　　　　　　　　　　　　　　ディブヤ　マネック（インド）

Ⅲ　ディスカッションレポート
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　過去数十年にわたり持続可能性を主題にした
建築的考察は、建築技術や環境配慮型建築の進
歩に焦点を当てており、主に新築建築を中心と
していました。しかしながら持続可能な環境づ
くりは、環境配慮型建築を検討するだけではな
く、実践的な再生や再利用、修繕のような取り
組みにも関係しています。現代建築の考察にお
いてよく目にする用語「適応的再利用」、「適応」、

「再利用」は、使われていない建物の機能取り
替え、ニーズに適用させることで、使用用途を
変更する方法を説明しています。このレポート
では、マレーシアで実践されている現代建築の
適応的再利用について考察します。事例として、
環境的、経済的、且つ社会的な持続可能性に関
して、古いショップハウス（店舗兼住宅）の再
利用について紹介します。

マレーシアにおける適応的再利用 : マレーシア
のイポーにあるセケピン・コンヘンの事例
　イポーの旧市街にあるコンヘンというショッ
プハウスは、マレーシアの設計事務所のセクサ
ンの設計により、ブティックホテル、小さな読
書スペース、ギャラリーからなる多目的スペー
スに生まれ変わりました。コンヘンは植民地時
代に建築され、数十年の間、地元のローカルフー
ドを販売する「コピティアム」と呼ばれる中華
系コーヒーショップとして使用されていまし
た。可能な限り建物の特徴を保存したいという
オーナーの要望に従って、ショップハウスは再
利用され、再適用されました。

　元々コンヘンは、隣接する劇場に出演してい
た舞台役者用の宿泊所でしたが、劇場は 50 年
代に焼失してしまいました。そのコンヘンに新

たな使用目的を再適用するのは、観光客に本物
の旧市街で歴史の一片を味わう機会を提供する
ことが望ましいとされたからです。このプロ
ジェクトの主な内容は、ショップハウスの 2、
3階部分に新たな機能を再計画する一方で、コー
ヒーショップの裏庭を拡張することでした。
オーナーの依頼に応えるべく、建築家は既存の
柱や壁を残すことで、その場の雰囲気を大切に
しつつ、上階の新設構造を支えるために新たな
柱を追加しました。構造的及び空間的制約や気
候条件に配慮しながら新たな要素を加えていき
ました。

　セケピン・コンヘンは、既存の構造物を慎重
に維持しながら、新たな機能、材料、要素を導
入した適応的再利用の成功例です。同時に新し
い空間的計画に、ギャラリー、レストラン、図
書館という人が集まってくる場所を加えたこと
で、「コンヘン」コーヒーショップへの人の流
れを増加させました。さらに、そこで週末に開
催されるライブパフォーマンスや週末市、展示
会等のお蔭で、社会的つながりが強化され、よ
り機能的で活気に満ちた空間になりました。し
たがってセケピン・コンヘンの事例は、持続可
能性の多様な分野において、社会的、経済的観
点から古い建物を新たな機能とデザインの再適
用により保存することで得られる効果について
示しています。

（注）

写真 1、2、3　出典：https://www.sekeping.com/kongheng/

著者：リー　カイシン（マレーシア）

持続可能な地球環境における再生と保存 ―マレーシアの事例―

写真 1：セケピン・コンヘン

写真 2：セケピン・コンヘン　　    写真 3：セケピン・コンヘン
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著者：ピチャパ　ヌユス（タイ）

　1980 年代から 90 年代の SF・ファンタジー
映画が描いた通りならば、今頃車は道ではなく
空を飛んでいることでしょう。残念なことに現
実の世界では、より過密や汚染が進んだだけで
した。過去 10 年で地球上の人類は、自分たち
の住まいの変化に気付いています。地球環境は、
人類のせいで絶え間なく不自然に変化してお
り、その変化させる力は、地球上のすべての生
物に影響を与えています。地球の気温の変化は、
自然災害の多発化と甚大化を引き起こす異常事
態です。

　人類が生態系に与えた影響は、すべての生物
に及びます。私たち人類は自然の一部であり、
自然もまた私たちの一部です。私たちは自然か
ら独立して生きることはできませんが、自然は
人類無しでも存続し得るのです。それにもかか
わらず、私たちは自然を当たり前のこととして
注意を払っていないのです。天然資源は無限に
あると考えることはできません。無限に資源を
消費できるような技術的手立てはありません
し、「再生可能な」という用語は資源が無限で
あるという意味ではありません。人類の成長が
あまりにも急激だったため、自然はその速度に
追いつくことができず、人類と自然との調和が
幾分崩れてしまっているのです。 

　技術的進歩と産業革命のお蔭で、世界中で都
市化がすさまじい勢いで進んできており、都市
計画の専門家や建築家に多くの疑問や課題を突
き付けています。どのように問題を解決し都市
をいかに人口に見合った住みやすい居住空間に
するか再考を迫られています。ヤン・ゲールは

「持続可能な都市は、いくら環境配慮型建物を
造っても達成されるものではない」と述べてい
ます。都市開発においては、自然環境の破壊を

最小限に抑えながら、街と人が時とともにどの
ように成長していくかに重点を置くべきです。

　都市再生は既存の都市構造、とりわけ経済的
または社会的理由で衰退している地域を再編成
することを目指しています。社会情勢が悪化し、
世界経済や輸送形態に大きな構造変化が生じる
と、やがて建物は利用されなくなり、そのまま
放置され、結果的に都市衰退を招きます。都市
再生は　既存の都市空間や建築を新しいやり方
で再考し、再設計する過程であり、それは既存
の都市を強化し、住民やコミュニティをより良
い環境へと導きます。効果的なインフラを備え、
活性化した都市空間は、技術革新や生活の質を
高め、共有された繁栄と環境への尊重を備えた
経済発展を促進させるような効率的な都市を創
る上での適切な条件を提供します。

　再生の過程には、古い建物や崩れた建物の解
体から、新たな最新の建物の建築まで含まれま
す。しかし私たちは、建物を除去したり、置き
換えたりすることで再生するというパラダイム
を変えなければなりません。持続可能な開発の
ための別の方法は、私たちが既に持っているも
のを保存し、強化することで再生させます。そ
うすれば、変化し続ける社会と共に古い建物も
進化できます。今日、古い建物を保存すること
は時代遅れに見えるかもしれませんが、ジェー
ン・ジェイコブズは「新しい建物に頼るのは古
い考え方で、古い建物を活用することが新しい
考え方だ」と述べています。資源や材料の消費
を抑えることで、無駄に埋め立てるごみの量が
減り、建物を解体したり新設したりするよりも
エネルギーや材料の消費が抑えられ、また地域
社会に環境的、文化的、経済的な利益がもたら
されるのです。

持続可能な地球環境における再生と保存
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　バングラデシュは気候変動の影響を強く受け
る国として知られています。海面上昇に直面し
ているこの河川国は、常にサイクロンや洪水の
被害にさらされており、将来完全に水没してし
まう最初の国の一つと予測されています。浸食、
埋立てや地理的な再編成の結果、河川は徐々に
可航性を失いつつあり、それが洪水、河川浸食
につながり、人々の生活を脅かしています。バ
ングラデシュの成長は、国にとってなくてはな
らない水文地理的システムを維持し、強化する
ことで可能となります。水路は、洪水の危険度
を減少させ、また市民スペースとしての役割を
持てるよう維持しなければなりません。我々が
取り組む課題は、陸地と水域周辺の両面につい
て計画することであり、水域に対して陸地をど
う計画するかではないのです。

ダッカの事例
　ダッカは、3 大河川に囲まれたデルタ地帯に
あります。川は以前水路網で繋がっていました
が、近年水路網は破壊されてしまいました。ダッ
カの消えつつある水域の研究では、街の生態系
のバランスを回復させ、且つコミュニティライ
フを向上させるには、複合的な都市構造へ向け
た再活性化と再統合が必要であることを示唆し
ています。水域の回復は次の 3 段階で行わなけ
ればなりません。
• 水路環境を回復することで破壊から水路を守る
• 沿岸域の開発によって水域と水際を区分する
• 人々に継続的に利便性を提供することで水路
を長期的に維持する

ダッカの水路設計
　水路を保護する手立てが整ったら、それ以上
の浸食を防ぐために水路を維持するのは都市プ

ランナーや建築家の責任です。これは水路沿い、
水路周辺、水路上の都市開発を通じてのみ達成
されます。

- 水際の明確化 : 水際を公共のリクリエーショ
ンや市民活動を行う場に変貌させます。水際が
明確化され、且つ使用目的が定義づけされてい
れば、人々は容易に侵害できません。
- 運河の復旧 : 運河を排水や水上輸送、水際沿
いでの新しい市民活動のために利用します。そ
の結果、様々な移動手段とつながっている住宅
建築などの状況に見合う、新しい都市環境や環
境条件を作り出します。
- 浮遊式建築物 : 洪水を軽減させる手立てがない
場所では主要な解決策になります。浮遊式建築
物群をベースにコミュニティを形成します。こ
れにより都市の成長空間が広がります。
 　
　最後になりましたが、都市デザインでは街と
人々の関係性が最も重要です。それはつまり
人々がどのように街で暮らし、街がどのように
人々のニーズに応えるかということです。バン
グラデシュにおいて、河川に取り組むことは、
環境や社会との総合的な関係性に取り組むこと
を意味します。すなわち河川、湿地、洪水平原、
年間降水量 80 インチ（約 2040mm）、排水、人々
の暮らし、市民のリクリエーション等、すべて
が複雑に絡み合っています。都市の暮らしにお
いて河川に焦点を当てることは、都市計画を成
功させるために不可欠であり、また河川の保護
はバングラデシュで持続可能な環境をつくるた
めの必須条件なのです。

（注）

写真 1、2、3　出典：Ashraf, Kazi Khaleed (2012), Designing Dhaka, A 

Manifesto for a Better City.

バングラデシュを維持するための河川の安全確保に関する試み

　写真 1：オーブンスペースシステム　　写真 2：洪水防御システム案

写真 3：歩道による水際の明確化

著者：ウズマ　アラム（バングラデシュ）
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要旨 : 持続可能な都市化の概念は、市や町の長
期的な将来設計において、展開し、適用される
べき適切な開発動向として、ますます受け入れ
られてきています。ホーチミン市（サイゴン）
が取り組んでいる都市問題は、隠れたヒーロー
たちによって解決できるかもしれません。 

キーワード : 発展途上国、持続可能性、都市デ
ザイン、都市計画

レポートの要約 :
　近年、都市化のプロセスは避けられない一連
の流れとして、アジア全域に広がっています。
急速な人口増加は、経済、生態系、建築遺産、
社会問題等にリスクを生じさせます。現在、多
数の古い建築物が経年劣化し始めており、改修、
改築、再建が必要となっていますが、それはホー
チミン市が直面する最大の問題なのです。

　持続可能なデザインはまだ新しい試みで、こ
れに真剣に取り組んでいる建築家はごくわずか
しかいませんし、この概念についての彼らの解
釈も誤解されがちです。そんな難しい状況にも
関わらず、サイゴンは非常に独特な混成文化を
持っています。さらに、地元の人々はオープン
スペース（広々とした空間）を好み、日々の活
動の大半を広場で行っていることが、サイゴン
を世界で最も活気ある都市にしています。サイ
ゴン建築の特色であるタウンハウスは、劇的に
増加する都市人口のニーズに合わせた不可欠な
形式として形成され、非常に特異的で、豊かで、
驚きに満ちたサイゴンの興味深い一面を作り出
しています。

　2010 年以降、ベトナムの建築は海外で学ん
だ若手建築家によって大いに強化されていま
す。主だって二つのやり方があります。すな
わち 1+1>2 （ホアン・トゥック・ハオ）、H&P、
VNA-A、a21 スタジオ等のような建築事務所が
設計した公共建築を通じて文化に焦点を当てる
やり方と、建築を通して街の緑地を広げること
で環境に焦点を当てる方法です。後者の典型的

な取り組みは、ウォ・チョン・ギア・アーキテ
クツ建築事務所が手掛けた仕事に見て取れるの
ですが、彼は日本で学んだ経験があります。

　また、コミュニティにプラスの効果をもたら
した成功例もいくつかあります。例えば、日本
政府の援助のもと行われたティゲー運河沿い、
グエンフエ通り、ブイヴィエンのバックパッ
カー通りの景観修復プロジェクト等です。公的
開発の大切さを強調することは、環境への悪影
響を最小限に抑える上で重要な役割を果たしま
す。

　 「持続可能性」という言葉が、都市の計画や
戦略に今後ますます登場してくることは明らか
です。これに基づいて、建築家は負の要素を取
り除き、今後持続可能な都市開発のための “ 良
い遺伝子 “ となるプラスの要素を見つけ、積極
的に提案していくという任務を担っていかなけ
ればなりません。

（注）

写真 1　出典 : http://www.hpa.vn/

写真 2　出典 : http://votrongnghia.com/

著者：ヴ　ティエン　アン（ベトナム）

持続可能な地球環境における再生と保存―ホーチミン市の取り組み―

写真 1：H&P architects ブルーミングバンブーハウス

写真 2：Vo Trong Nghia architect　ファーミング幼稚園
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はじめに
　ハノイ・シタデルはベトナムの発展と密接に
結び付いた歴史遺跡群です。1000 年近くもの
間、途切れることなくベトナム諸王朝の都でした。

価値
　ハノイ・シタデルでは、独自の東南アジア文
化を形成してきた過程を見ることができます。
その卓越した三つの世界的価値は、13 世紀に
もわたる長い歴史、政権の中枢部であり続けた
こと、そして考古学的に複数の異なるレベルを
有していることです。

課題
　ホアンジエウ 18 番考古学遺跡区では、湿気
と地下水の影響により、多くの文化遺物に損傷
の兆候が見られており、また地元の人々の遺産
に対する認識不足などがあります。

戦略
　2010 年 1 月に「タンロン・ハノイ文化遺産
群の保存」プロジェクトが、ユネスコと日本の
信託基金によって正式に着手されました。プロ
ジェクトでは、遺跡を中心軸地区とホアンジエ
ウ 18 番考古学遺跡区のニつに分け、それぞれ
に異なる解決法を適用しました。

中心軸地区 
　中心軸地区には地理的特徴に基づいたゾーン
が三つあり、次の三つの適切な解決法（保全、
再生、新築）がゾーン毎に適用されます。
　ゾーン① ：（フラッグタワー [ 旗の塔 ] からド
アンモン [ 端門 ] まで）は、レセプションエリ
アに改装され、 たくさんの異文化交流活動が行
われています。 
　ゾーン② ：（ドアンモン［端門］からハウラ

ウ［後楼］） は、主要な観光スポットになり、ベ
トナム王朝の王城についての歴史的な情報を提供
しています。ドアンモン、敬天殿跡やハウラウの
ような象徴的な建築物は完全に保存されました。 
ゾーン③（ハウラウ［後楼］からバックモン［北
門］） には、季節ごとの展示やギャラリーがあり
ます。フランス植民地時代の建物はギャラリー
に改装されました。バックモンは完全に保存さ
れました。 

ホアンジエウ 18 番考古学遺跡区
　考古学的発掘調査面積は、ニつのゾーンを合
わせて延べ 19,000㎡になります。
　ゾーン①： 遺跡群はチュオンラック宮と六角
形の楼閣の跡地を含み、様々な考古学的レベル
にまたがっています。発掘現場をそのまま博物
館として利用し、現存する遺跡を展示しながら
保存するという解決策を取っています。そうす
ることで、地元の人々も観光客も遺跡全体を見
学することができ、遺跡を守りつつ歴史遺産の
価値を広めることができます。
　ゾーン②：砂利、煉瓦、木製の杭基礎システ
ムで補強された大きな柱の石台座を備えた李・
陳朝期の建築痕跡とキム・クァン宮殿とホアン・
モン・ヴィラの建築痕跡が含まれます。こちら
の解決策は、古代遺跡を長期保存するために砂
で覆い、将来再び研究のために発掘できるよう
にしています。そうすることで、技術的な問題
や財政的な負担を軽減しつつ、温度、湿気、地
下水、苔、昆虫等の有害な影響が抑えられた適
切な環境にしています。

（注）

写真 1　出典：https://www.hanoitraveltours.com/destinations/old-quarter/hanoi-
old-quarter-map.html

写真 2　出典：https://www.vntrip.vn/cam-nang/hoang-thanh-thang-long-16821

著者：ゴ　バ　トラン（ベトナム）

ハノイ・シタデル（ハノイ城塞）

写真 1：タンロン城マップ　1885

写真 2：タンロン城塞　ドアンモン
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　産業革命の開始以来、世界中の都市化と産業
化は全く新しい時代に突入しました。中国の都
市建設に関しては、改革開放が行なわれて以来、
前例のない急成長を遂げる時代に入りました。

　西洋諸国の「都市再生」運動の背景とはやや
対照的に、中国の都市再生運動は 1980 年代に
始まりましたが、それは都市の急成長に付随し
て起こった旧市街の機能調整と都市空間の「再
利用」の一過程です。中国の多くの都市は、歴
史が残した重荷だけでなく、開発によって必然
的に生じた深刻な障害に苦しんでいます。西洋
諸国が実践した都市再生法は、それぞれ固有の
複雑性と特異性を持つ中国の都市には適用でき
ません。しかしながら、認識不足に加え、若干
偏った概念の結果、西洋諸国が初期に行ってい
た古い都市再生法である「解体による再建」が、
歴史的価値を持つ多くの中国の都市で実施され
ました。

　したがって、持続可能な環境を達成する全体
像において、都市再生と歴史保存の調和的共存
を実現する方法が焦点となってきています。こ
れについて、呉良鏞 （ウー・リャンヨン）教授は、
著書の『北京旧城と菊児胡同』の中で、「都市
の有機的再生」という概念を提示しました。具
体的に言うなら、都市再生には修復、調整、保
存の三つの側面が含まれるということです。古
い都市の再生では、その都市固有のルールに従

わなければなりません。古い設備を新しいもの
に取り換え、「有機的な再生」を通じて、新し
い「有機的な体制」を構築することが、古い都
市における正しい開発の方向性なのです。

　都市再生と歴史保存の関係においては、第 1
に「都市開発には旧市街の保存が不可欠である」
ことを明確にする必要があります。第 2 に「再
生は都市の活性化への道のりである」というこ
とです。そして第 3 に「街並みの保存と都市開
発は相互に依存し、共存するべきである」とい
うことです。このような共存は、調和のとれた
都市再生の理念と仕組みに基づく必要があり、
その仕組みには次の三つの点がなくてはなりま
せん。
1. 継続的且つ先進的な開発形態、及び柔軟で多
様な再生方法を創出する
2. 都市再生の監視及び適合評価に関する国民の
ための制度を作る
3. 都市再生を標準化するための法律を強化する

　都市再生は、多くの人々の利害に関わり、ま
た広範囲の影響を及ぼすものであるために、都
市計画を実施する際には最も重要な要素の一つ
となっています。都市再生と保存の調和は、確
立した都市計画の目的を実現させ、旧市街を再
活性化させるだけでなく、都市文化を継承する
ことにもつながり、真の持続可能な都市開発の
実現を可能にします。

　したがって、都市再生と歴史保存の関係性を
適切に取り扱い、前者と後者が有機的に連携し
続ける限り、互いに相反するものとはならず、
むしろ共存を通じて両者に有益となる道へと至
るのです。

著者：チ　シン（中国）

持続可能な環境下における都市再生と保全－中国の都市開発の事例―

32 

写真 1：呉良鏞教授著書　『北京旧城と菊児胡同』　



　バリ島に適した持続可能な開発の考え方につ
いては、常に多くの議論を呼びます。現地住民
の間では、島の経済発展の可能性か、バリ島の
文化・自然保護かで意見が衝突しています。バ
リ島は、もともとは農業中心でしたが、のちに
観光業の急速な発展により栄えました。そのよ
うな発展に伴い、田畑や小さな村々やジャング
ルで構成されていたバリ島の景色は、密集した
都市構造へと変化しました。現在のバリ島は非
常に都市化し、混雑しています。政府はお金儲
けの方に重きを置いているため、この乱開発や
オーバーツーリズムを止めることは困難です。
　　
　1978 年以前は、元々バリ島南部の海の近く
に位置するヌサドゥアは、貧しい農民が住む
荒地でした。それでも 1969 年には、世界銀行
がバリ島の観光開発について検討することをイ
ンドネシア政府へ提案していました。政府は
バリ島のどの地域が最も観光地としてふさわ
しいかを調査するために、フランスのコンサル
タント会社である SCETO （Societe Centrale pour 
l'equpeent Touristique Ouetre-Mer）に依頼しまし
た。 調査の結果、アクセスのしやすさ、コス
トの合理性、現地住民の生活向上、自然環境の
改善の可能性により、ヌサドゥアが最適である
と結論づけました。政府はその提案を受け入
れ、日本の大手コンサルタント会社の PCI（パ
シフィック・コンサルタンツ・インターナショ
ナル）が追加で策定した詳細な開発基本計画に
基づき、350 ヘクタールの土地を用意しました。

　この新たに開発された地域は、BTDC（バリ
島観光開発地区）とも呼ばれます。総面積の内
60% が緑地です。道路事情が良好で、歩行者用
の歩道が広く、また景色が極めて美しいこの地
域は、いまや海外からのお客様を招いたり、重
要なイベントを開催したりする主要な場所と
なっています。ホテルの他、レストラン、お店、
公園、広い海岸エリア、その他さまざまなサー
ビスを提供する施設があります。BTDC が、ビー
チと公園を一般開放していることも注目される
べき点です。

　ヌサドゥア ビーチ ホテル & スパは、ヌサ
ドゥア地域に建てられた最初のホテルで、有名
なインドネシアの設計事務所である「Atelier 6 
Arsitek」が建設しました。建築工事は 1979 年
に開始し、1983 年に完成しました。建物のコ
ンセプトはバリの王宮様式です。ホテルのレイ
アウトは、一連のバリ建築のコンセプトを採用
しています。さらに、環境的快適性を維持でき
るよう陽当たりや風通しを考慮した洗練された
配置となっています。また、屋根、壁、床、木材、
その他装飾建造物にいたるまで地元の材料を利
用しました。
　
　ヌサドゥアの BTDC プロジェクトは、近隣地
域に社会的及び物理的に大きな影響を及ぼしま
した。プロジェクトは周辺の村の経済を活性化
させると同時に、地域住民に対し文化や自然保
護のための新たな課題も突きつけました。この
ホテルの建設が上手くいったことで、政府も住
民もホテル事業は儲かると考えるようになりま
したが、これは誤った開発の引き金にもなって
います。これは、周辺の自然環境への長期的な
影響を考えず無頓着に建設されたホテルの乱立
が実証しています。

　結論として、ヌサドゥア地域とその周辺の村
は、今なお発展し続けていますが、バリ島の伝
統文化は忘れ去られる危険にさらされていま
す。人々は無責任な開発よりも、目先の経済的
利益に目がくらみ、将来的な影響を無視しがち
です。消費者の欲求を満たすために土地がどん
どん売却されており、地元の人々の多くはホテ
ルの仕事で生計を立てています。確かにこれら
の進行中の問題は、建築と直接関係はありませ
んが、持続可能性を達成するには、建築家や立
案者による物理的な試みだけでは難しいという
事実を示しています。より大切なことは、持続
可能な環境を担保するには、関係するすべての
人々が、適切な考え方と性質を持ち合わすこと
が不可欠です。

著者：マデ　ハリス　クンカラ（インドネシア）

ヌサドゥア開発の取り組み
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　ヒンドゥー哲学における魂の再生 : インドに
おける命の概念は、西洋のものとは大きく異
なっています。インドでは、人の一生は無限の
命の一つなのです。魂が死ぬことはありません。
つまり不滅です。個人の身体は滅んでも、魂は
幾度となく生まれ変わります。同じ魂が何度も
多くの人の中で生き続けます。このようにイン
ドには、魂でさえ再生するという考えがありま
す。この考えこそが、インドの習慣や伝統に息
づき、再生や保護の必要性を訴える源になって
いるのかもしれません。

　各家庭におけるリサイクルの驚異 : 私がまだ
子供だった頃、「カバディワラ」とよばれるゴ
ミ回収者が家庭ごみを買うために一戸一戸家を
回っていました。私は彼が定規と秤のセットを
手に戸口にしゃがんで、丁寧にごみを分別して
いるのを見ていました。プラスチックはわきに
集め、布きれは積み上げるというように、材質
毎に並べていました。材質がさらに分類される
場合は、買い取り価格は個々の市場価値に基づ
いて決められます。彼らのようなカバディワラ
はごみを求めて家々を巡り、驚いたことに 10
億人を超える国のほぼすべての世帯をカバーし
ています。分別されたごみは分類ごとにそれぞ
れ異なる業者へ売られ、最終的にリサイクル工
場で粉砕され、再利用されます。

　ごみを売ることはインドの生活スタイルの一
部でもあり、中流階級の家庭の行動規範である
質素倹約精神を担保しています。またカバディ
ワラという職業は、生活に困窮する何百万人とい
う人々に雇用と生計手段を与えています。インド
におけるリサイクルは、400 万人以上が関わる非
公式の経済部門によってほぼ網羅されています。
この本質的で非公式な収集システムは、インドで
何世紀にもわたり効果的に実施されており、全国
規模で持続可能な再生の基盤を形成しています。

　都市排水を再生利用する生物浄化装置 : 私が
育った街コルカタには、東コルカタ湿地で知ら
れる一種の独創的な下水処理システムがありま

す。この独特なシステムは、街のほぼすべての
排水を再生利用しており、またその過程で数
百万の魚や植物の生命を支えています。この
125 平方キロメートルの湿地は、自然湿地と人
工湿地の複合体になっています。1 日に 7 億 5
千リットルを超える下水が魚のえさとして処理さ
れ、また 150 トンの野菜が湿地周辺に広がる土地
で、生ごみ堆肥を利用して日々栽培されています。
東コルカタ湿地は、世界で唯一完全生物処理の浄
化装置です。この独特のエコシステムは、コルカ
タの街の腎臓のような機能を果たしています。

　スターシアターの復活 : この事例は、建築物
と一緒に劇場も保存する取り組みです。象徴的
なスターシアターは、1991 年におきた火事で
甚大な被害を受けて閉鎖されました。それから
14 年後、失われてゆく芸術と建物をいかに最
大限に保護するかを競う全国デザインコンペの
対象となり、復活を遂げました。

　採用したデザインでは、当初のファサードや
チケットカウンターをそのまま残すことで、ス
ターシアターの本質が保存され、人々に期待さ
れた郷愁を呼び起こしました。傷みがひどかっ
た内部は、大きなホールへ改装されました。築
100 年の建物が、現代空間と融合し、ドラマチッ
クな建築様式を呈しています。新しいホールの
テラスと古いバルコニー席を一体化させて作り
出した広いオープンスペースは、地上から直接
アクセスできるようになっており、人口が密集
したコルカタ北部に決定的に不足していた新し
い都市空間を生み出しました。

　保存と持続再生可能性の概念は、インドに古
くからあります。私たちの魂に始まり、下水、
芸術文化から建物にいたるまですべては再生利
用が可能で、つまり保存することができます。
持続可能性は、改めて人々に認識・浸透させる
べき概念ではありません。むしろ忙しい現代生
活において徐々に忘れられつつある考え方です。

著者：ディブヤ　マネック（インド）

持続可能な地球環境における再生と保存―インドの場合―
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IV　ホームステイ
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　井尻さんご一家と、ニ日間をご一緒できてとても幸運でした。奥さんの真里子さ
んはとても素敵でかわいらしい人です。一緒に梅田を半日ぶらぶらして、梅田スカ
イビルの屋上や HEP FIVE の観覧車から、大阪の全景を楽しみました。井尻さんの
ご自宅界隈では都会の喧騒から一転、閑静な雰囲気を味わうことができました。翌
日は安藤忠雄先生も改修に携わったアサヒビール大山崎山荘美術館を訪れ、そして
美しい風景を見ながら、午後のお茶を楽しみました。さらに、私のお願いをきいて
いただき、一緒に日本の家庭料理を作りました。また、お父さんの誠さんの計らい
で、舞妓姿に変身できるという珍しい体験をさせていただきました。井尻さんご一
家と過ごせた時間は、すばらしい宝物になりました。Arigatogozaimashita!

　井尻ファミリー / ピチャパ　ヌユス（タイ）  

　石田家のお母さんはとても綺麗な方で、お会いしてすぐに、サプライズと
して神戸の竹中大工道具館に連れていってくれました。他のご家族の皆さん
と合流し、夕食後に、石田家のおばあさんが折り紙を教えてくれました。そ
の夜は伝統的な和室のたたみの上で、ぐっすり眠ることができました。翌日、
石田さんの息子さんに別れを告げた後、西洋と伝統的な日本建築が融合した
古いお宅である八木邸を見学しました。午後には、石田さんが「立礼（テー
ブルとイス）の薄茶点前」を披露してくれました。別れる前には、皆さんか
らたくさんのお土産をいただきました。たったニ日間のホームステイでした
が、たくさんの想い出を残してくれました。お会いしたどの方も、とても温
かく親切でした。大好きな皆さんとまたいつか再会できたらと思います。

　石田 ･ 森ファミリー / ゴ　バ　トラン（ベトナム）

　安藤プログラムを通して、日本の家庭でホームステイの経験をすることができて
とても光栄です。小林さんご一家の温かいおもてなしに感謝します。お母さんの安
喜子さんは博識で思いやりがある女性です。日本とマレーシアの事情、特に社会経
済、政治や文化など、様々なことを話し合い、おかげで私の視野も広がりました。
小林家のお父さんは、精力的にいろんなところに連れて行ってくれました。お父さ
んのくったくのない笑顔と優しい物腰は、心配していた言葉の問題を吹き飛ばして
くれました。これ以上ないほどの温かくて貴重な経験をさせていただきました。小
林さんご一家に感謝します。

　小林ファミリー / リー　カイシン（マレーシア）

　島岡ファミリー / マデ　ハリス　クンカラ（インドネシア）
　ホームステイプログラムは私にとって、素敵な想い出になりました。奈良市にあ
る島岡さんご一家の美しいお宅にホームステイすることができてとても幸運でし
た。皆さんのお蔭で、春日大社、一言主神社、水屋神社、二月堂、東大寺を訪れ
ることができました。辺りの森や野原や鹿などの自然と一体になった日本の伝統
建築の素晴らしさに魅せられたときの感動はとても言葉では言い表せません。島
岡さんご一家と一緒にカラオケに行って、日本の歌を歌って、楽しい時間を過ご
しました。さらに、平城宮跡とその博物館にも連れて行ってもらいました。それに、
毎回おいしい食べ物（焼肉など） をごちそうしてくれたこと、皆さんの温かいお人
柄に、終始笑顔で過ごすことができました。
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　事前に、ご主人の健一郎さんは元建築家だと聞いていましたその奥様が美しいピ
アノの先生だと分かり、さらに嬉しくなりました。幸運なことに生のピアノ演奏も聞
かせていただきました。健一郎さんはとても陽気で活動的な方です。宇宙やクラシッ
ク音楽、オペラなど共通の趣味があることがわかりました。健一郎さんも安藤先生の
ファンなので、住吉の長屋に連れて行ってくれました。さらに、伝統的な日本の家
庭料理である肉じゃがの肉なしバージョンの作り方も教えてもらいました。私のとっ
ておきの思い出は、健一郎さんのお母さんと一緒に過ごした楽しい午後の時間です。
お母さんの家には、自作の書画、スケッチや、ピエロの人形が飾られていました。
その 94 才になるおばあちゃんにさよならを言うのはとても悲しかったです。

　高柴ファミリー / ディブヤ　マネック（インド）

　野島さんのお宅で過ごしたニ日間、皆さんにはとても良くしていただきました。
どの方もとても優しく温かく、楽しい人たちでした。大阪市中央公会堂や北浜にあ
る蘭学の適塾、京都御所などに連れて行っていただき、大阪の文化や歴史、伝統建
築に触れることができました。枚岡神社で行われた秋祭りは、特に印象深かったで
す。ご主人の幸洋さんは剣道の有段者で、本格的な剣道の稽古を見せてくれました。
食事をとりながら、お互いの国の文化や風習などについて話をしました。ご自宅の
雰囲気は最高でした。ニ日間は短すぎるので、次回大阪に訪れるときに、またお会
いしたいです。

　野島ファミリー / チ　シン（中国）  

　森さんご一家と過ごした週末は、日本の文化や生活様式にどっぷりと浸った、一
生忘れられない時間となりました。安藤プログラムの最後の週末に奈良に行きた
いと思っていましたが、お願いするまでもなく、森さんご夫婦がそれを初日に叶
えてくれました。夕食には、お母さんがおいしい日本料理を用意してくれました。
そして、お母さんの着物をいくつか見せてくれたり、目の前で折り紙を折ってくれ
たりしました。翌日のホストファミリーの交流会に参加する私に、お母さんの一
番綺麗な着物を着せてくれました。50 年以上も連れ添ったご夫婦と共に過ごした
時間は、一生の宝物になる心温まる想い出になりました。ご夫婦はこれまで七十
カ国を旅行されたそうですが、まだバングラデシュには来られていません。いつ
か私の母国でお二人をお迎えできたら嬉しく思います。

　森ファミリー / ウズマ　アラム（バングラデシュ）

　清水家の皆さんと一緒に素晴らしいニ日間を過ごしました。私を温かく迎え入
れて清水家の皆さんに温かく迎え入れていただき、素晴らしい時間をともに過ご
しました。ごく普通の日本人家庭の一員として、忘れられない時間となりました。
泊まらせていただいた部屋は、昔はお茶室として使っていたそうで、伝統的な美
しい和室でした。書道体験、日本の貴重な伝統建築物の見学の他、海辺の静かで
落ち着いた町の雰囲気を感じることができました。日本の一般的な家庭料理もお
いしくいただきました。清水さんご一家にお世話になり、家族の一員として接し
てくださったことに心から感謝しています。皆さんとの思い出は、私のこれから
の人生の宝物になるでしょう。

　清水ファミリー / ヴ 　ティエン　アン（ベトナム）



　2018 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

株式会社大林組

株式会社カナオカ機材

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

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

阪急電鉄株式会社

阪急阪神不動産株式会社

廣田証券株式会社

プライミクス株式会社

間口ホールディングス株式会社

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＞

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　　　　　　　 　　ニューヨーク州　認定建築士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都大学　　　　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　　　松本　明　

　　　　　　　　　　　　　　　　　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、国際学部、文芸学部の学生の皆さん

OFIX ホームステイボランティア（代表者）

　石田　里江　　　　　　　　　　　井尻　誠　　　　　　　　　　小林　安喜子　　　　　　　　

　島岡　てるみ　　　　　　　　　　清水　真弓　　　　    　　　高柴　健一郎　　　

　野島　由美　　　　　　　　　　　森　　傅　　　　　　　　　　　 　 

　　

OFIX 語学ボランティア

　岡本　佳奈　　　　　　　　　　　川西　綾乃　　　　　　　　　高畠　郁子　 　

　立岩　三輪子　　　　　　　　　　丹　アルビン　　　　　　　　常見　仁美　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （50 音順）
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