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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 27 回目を迎えました。 これまでに 19

か国 ・ 地域から建築を志す優秀なアジアの若者 241 名を招聘

し、 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、 大阪府内だけでなく、 今回初めて訪れた兵庫県

の ANDO GALLERY をはじめ、 神戸市、 淡路島、 香川県の

直島で数々の安藤建築に、 京都では日本の伝統的建築物に

それぞれ触れました。 また、 大阪府の職員による研修や、 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

ディスカッションをとおして、 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。

　　　　　　　　　　　2020 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 

　　の職務に就いている者

対象国 ・ 人数　　8 名

　カンボジア、スリランカ、タイ、中国、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム （2）

研修期間

　2019 年 10 月 2 日 （水） ～ 10 月 30 日 （水） （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

　 ・ 建築専門家とのディスカッションプログラム

　 ・ 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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大阪府海外短期建築

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

　　　  

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

2015 年 イタリア共和国功労勲章

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

　　　　

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

       

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

京都賞受賞

東京大学特別栄誉教授

上海保利大劇院　上海　中国
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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

10月2日 水 研修生来阪(関西国際空港）/オリエンテーション

10月3日 木 大阪府表敬訪問・大阪府研修

10月4日 金

10月5日 土 ＯＦＩＸ

10月6日 日 自主研修

10月7日 月 近畿大学

10月8日 火 安藤忠雄氏建築物視察（淡路島-本福寺、夢舞台） ウェスティンホテル淡路

10月9日 水 安藤忠雄氏建築物視察（ベネッセアートサイト直島 ） 岡山シティホテル桑田町

10月10日 木 安藤忠雄氏建築物視察（神戸-兵庫県立美術館、風の教会）

午前：受入企業オリエンテーション　

10月12日 土

10月13日 日

10月14日 月 自主研修

10月15日 火

10月16日 水

10月17日 木

10月18日 金

10月19日 土 ホストファミリー

10月20日 日

10月21日 月 受入企業

10月22日 火

10月23日 水

10月24日 木

10月26日 土

10月27日 日

10月28日 月 受入企業

10月29日 火 ホテルアストンプラザ関西空港

10月30日 水 研修生帰国（関西国際空港）

22001199年年度度　　大大阪阪府府海海外外短短期期建建築築・・芸芸術術研研修修生生招招聘聘事事業業　　研研修修日日程程

行　　　　　　事

ホテルアウィーナ大阪

大阪府/ＯＦＩＸ

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）

近大ワークショップ

シティルートホテル

10月11日 金 受入企業

午後：受入企業研修

京都ディスカッションプログラム
ニチケ氏

エスター氏
東横INN京都四条大宮

京都スタディーツアー

シティルートホテル

受入企業研修 受入企業

ホームステイ

ホストファミリー

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

午後：日本橋の家見学

受入企業研修

受入企業

自主研修

受入企業研修

修了式・懇親会

ＯＦＩＸ

10月25日 金

午前：受入企業研修

午後：安藤忠雄氏表敬訪問



研修生

6 

A.A. ソナリ　エランディ

アベーシンゲ

（コロンボ ・ スリランカ）

ペラデニヤ大学

大学院生

キャサリン　レオニン　アルメロ

（ケソン ・ フィリピン）

AIDEA INCORPORATED

建築家

カニジ　ファティーマ

（ダッカ ・ バングラデシュ）

International Organization for 

Migration

建築家

グエン　クイ　フー

（ホーチミン市 ・ ベトナム）

MIA DESIGN STUDIO

建築家

フー　シン

（上海 ・ 中国）

上海市建工設計研究院

建築家

トラン　トゥアン　ハン

（ナムディン ・ ベトナム）

フリーランス建築家

レケナ　セトハ

（プノンペン ・ カンボジア）

LSA

建築家

ワニーダ　シンガデーズ

（バンコク ・ タイ）

Duangrit Bunnag Architect 

Limited

インテリア　デザインナー



　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

レケナ　セトハ （カンボジア）

キャサリン　レオニン　アルメロ （フィリピン）

トラン　トゥアン　ハン （ベトナム）

A.A. ソナリ　エランディ　アベーシンゲ （スリランカ）

フー　シン （中国）

グエン　クイ　フー （ベトナム）

ワニーダ　シンガデーズ （タイ）

トラン　トゥアン　ハン （ベトナム）

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

　2019 年度の 「大阪府海外短期建築 ・ 芸術研修

生招聘事業」 は大阪府への表敬訪問及び大阪府

の職員による研修ではじまりました。

　大阪府表敬訪問・大阪府職員による研修（一

日目）

　研修生 8 名は、 来日の翌日、 10 月 3 日の午前

に大阪府の田中副知事を表敬訪問しました。 副知

事から歓迎する旨や研修生への激励を交えた挨拶

をいただき、 カンボジアから参加したレケナ セトハ

さんが研修生代表として、 安藤研修生に選ばれた

喜びと、 これから 1 か月の研修に対する抱負を述

べました。 最後に自由歓談時間では、 田中副知

事から、 滞在中大阪の建築、 歴史に加え、 大阪

独自の食べ物やお笑いの文化などにも触れてほし

いとのお話があり、 研修生からは、 大阪府庁の築

年数についての質問が出されるなど和やかな雰囲

気での表敬訪問となりました。 背後に大阪城を控

え築 90 年以上のこの由緒ある庁舎が、 これから 1

か月間におよぶ研修の出発点となりました。

　午後は 「津波 ・ 高潮ステーション」 に移動し、

大阪府住宅まちづくり部および都市整備部の職員

から、 大阪の都市戦略、 都市計画、 土地区画整

理事業と市街地再開発事業についての講義を受

け、 戦後の発展や、 大阪の変化やこれまでのあゆ

み及び取組みについて、 理解することができまし

た。 その後、 府民の防災意識の向上を目的に作ら

れた津波 ・ 高潮ステーションの展示施設を見学し、

地震や津波発生時の被災状況を体感するとともに、

自然災害への備えの重要性を認識し、 災害に強

いまちづくりの重要性について再認識する機会とな

りました。

大阪府職員による研修（ニ日目）

　ニ日目の午前は、 一日目の研修で学んだ、 都市

計画と都市戦略の概要を踏まえたうえで、 開発許

可制度、 建築確認制度、 景観政策、 木造建築に

おける耐震の取組みなど、 より具体的な内容を学

ぶことともに、 大きな被害となった阪神 ・ 淡路大震

災の映像等を通して、 日本人の自然災害の減災

に取り組む強い意志を感じることができました。

　また、 会場となった大阪府咲洲庁舎に設置され

ている制震装置と 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等の耐震設

備を見学しました。 地震をあま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。

　午後からは、 吹田市にある大阪府営藤白台住宅

建替工事現場の視察となりました。 担当者から説

明をいただいた後、 建設中の現場や工事完了後

の住宅を見学し、 施工中の様子や工事手法などに

ついてより深く理解することができました。

　視察により、 研修生は来日して、 初めて日本の

建設工事を間近で見学し、 机上の講義と併せて大

阪府の住宅づくりを肌で感じることができました。
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大阪府表敬訪問及び研修風景
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企業研修 ： 株式会社大林組
レケナ　セトハ （カンボジア）
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　2019 年安藤プログラムの最後の 2 週間、 私はタ

イからの研修生のワニーダ　シンガデーズさんと一

緒に大林組へ派遣されました。 十日間、 様々な部

署で研修に専念しました。 研修スケジュールは入

念に準備されており、 午前の部と午後の部の 2 部

構成になっていました。 どちらの研修も相互に関連

し合っていて、 大林組が企業活動の中核として焦

点を当てている研究、 設計、 技術、 開発に沿って

進められました。

　初日は、 総務部の皆さんから歓迎を受けました。

研修生受入オリエンテーションの担当者である藤澤

さんと初対面の挨拶を交わしました。 その後、 大

林組の事務所へ向かいました。 事務所に到着後、

大林組のスタッフ 2 名と挨拶を交わし、 企業紹介と

事業についてざっとご説明いただきました。 その日

の午後、 藤澤さんが大林組についてもっと理解で

きるよう大林組歴史館へ案内してくれました。

　日本では一般的に 「大林組」 として知られてい

る大林グループは、 日本の大手ゼネコンの 1 社

で、 海外事業所もあります。 大林グループは、 大

林芳五郎氏が大阪で起業しましたが、 現在本社は

東京にあります。 大林芳五郎氏は、 日本の西洋化

と近代化が進む中、1892 年に会社を創業しました。

大林組が工事を請け負った建物は、 現在もまだ多

く残っています。 創業以来、 大林組は建築業界で

の専門性を強化し続け、 日本の建築業界で重要な

役割を担っています。

　ニ日目、 大林組の現在進行中の工事やプロジェ

クトについて学ぶ前に、 大阪の中心地、 中之島に

あるレトロな建物を巡りました。 大林組初期の建築

にまで遡って、 どのように建築が始まったのかをつ

かむことができました。 午後は枚方にある大林組の

事業所、 西日本ロボティクスセンターを訪れました。

スタッフの方がその事業所での業務について紹介

してくれました。 建築の安全と技術に重点が置かれ

ていました。 大林組は従業員の安全について非常

に真剣に取り組んでいて、 「危険」 や 「恐怖」 の

体感教育など、 あらゆる方法で従業員の安全教育

に取り組んでいます。 彼らが設計した機械のデモ

ンストレーションを通して、 建築現場での作業を明

確に把握することができました。

　大林組の事務所での三日目は、 設計部を訪ね

て三木さんにお会いしました。 彼女は建築士であ

り、設計チームの責任者です。 彼女から部署構成、

役割、 そして建築士、 構造設計者、 設備技術者

からなる 3 部門の作業プロセスが紹介されました。

エンジニアの方が、 プロジェクトで使用されている

耐震構造設計について、 短いプレゼンテーション

を行いました。 その日は、 完成間近のマンションを

見学して終了でした。 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） という

制震構造を実際の建物で見ることができてとても光

栄でした。 素晴らしい光景でした。

　四日目、 iPD （インテグレーテッド ･ プロジェクト ･

デリバリー） センターから BIM （ビルディング ・ イ

ンフォメーション ・ モデリング） が紹介されました。

チームの主な業務は、 最適なソリューションを提供

し、 建築前及び建築中のプロジェクトを管理するこ

とです。 私達は、 Revit （レビット） という BIM ソフ

トウェアを実際に使用することで BIM が実際にどの

ように機能するのかを学び、 また現在開発段階に

ある AR （拡張現実） も試してみました。 BIM が基

盤となった注目すべきプロジェクトに、 万博記念公

園にある歴史的記念碑、 太陽の塔の修復がありま

す。 大林組が行った修復プロセスについて、 事前

にプレゼンテーションで詳細に学んでから実際に太

陽の塔を見学しに行きました。

　企業研修の五日目、 実務に関する講義が行われ



11

ました。 講義では、 入札段階から建築に至るまで

の建築設計グループの業務がより詳細に紹介され

ました。 その日の午後、 私はこれまでに学んだ中

で最も興味を抱いたプロジェクトを訪れました。 そ

れは障害者用のオフィスビルでした。 大林組の設

計チームには極めて優秀な建築士がいて、 障害

者の人々へアンケートを実施し、 機能的な職場環

境を作るために数か月にわたって調査しました。 廊

下の曲がり角、 照明、 色彩、 屋内表示に至るまで、

使う人の最大限の快適性を求めて、 緻密に設計さ

れていました。

　研修六日目は、 開発部での業務について学びま

した。 開発部は、 社会のニーズやトレンドに遅れを

とらないよう新規事業を促進していくという重要な任

務を担っています。 良い例として、 既に完了したう

めきた 1 期区域と開発予定のうめきた 2 期区域が

あります。 開発チームの皆さんとおいしいすき焼き

ランチをご一緒できてうれしかったです。 その後、

プロジェクトを担当した建築士の方と一緒に、 うめき

たに連結される場所とグランフロント大阪からなんば

パークスとなんばスカイオまで見学に行きました。

　七日目は、 マイドーム大阪で開催された建設技

術展 2019 も見に行きました。 出展していた建設会

社はどこも国内の自然災害に対抗する企業独自の

技術を開発 ・ 展示していました。

　次の日は神戸を訪れました。 神戸に向かう途中、

西宮の建築現場を見学しました。 そこは複合型高

齢者住宅で、 高齢者用マンションに娯楽施設や医

療クリニックが入っていました。 健康的な日本食の

ランチをいただいた後、 神戸に到着し、 北野坂に

点在する異人館を訪れ、 19 世紀後半の来日外国

人の住居であった古典的な洋館を見学しました。

　九日目の午前中に、 私達は大林組での研修レ

ポートを無事総務部に提出しました。

　そして大林組での最後の研修は土木部が担当し

ました。 堺市の古川下水ポンプ場のプロジェクトが

紹介されました。 そのプロジェクトはインフラ関連の

工事だったので、 私がこれまで見てきた中で最も

なじみの薄い分野のものでした。 そのため、 実際

に現場を目の前にしての研修は、 大変有意義な時

間となりました。 その後、 2025 年大阪万博の敷地

を望む咲洲コスモタワーへ案内されました。 企業研

修を修了するに当たって、 大林組より私達へ思い

がけないご褒美が用意されていて、 海遊館に連れ

て行ってくださいました。

　大林組での研修期間を終えて思うことは、 マイナ

スのものは 1 つもなかったということです。 どの講義

も出会ったどのスタッフの方々も、 私達の想像を超

える様々な方法でご指導くださいました。 日本の建

築業界について学んだだけでなく、 その背後にい

る人々についても学びました。 日々の職場での試

練に対し、 誠意を持って立ち向かう彼らの姿勢に

感銘を受けました。 どんな質問にも対応していただ

き、 私達にとって一生に一度きりのこの企業研修の

ために、何事も包み隠さずにご教授いただきました。

短い期間でしたが、 大林組の一員となれたことはこ

の上ない喜びでした。



企業研修 ： 株式会社錢高組
キャサリン　レオニン　アルメロ （フィリピン）

　「大地への愛、 人間への愛」 は錢高組の企業理

念であり、 創造と建築を通じ、 輝かしい未来に向

けて新時代を切り開いていくことを目指しています。 　　　　　　　　　　

－錢高久善

　フー　シンと私は、 幸運にも歴史的建造物や遺

跡の技術と文化的重要性を重視する企業に派遣さ

れました。 私達は 2 人とも伝統建築物、 とりわけ木

造寺院や城郭に強い関心を持っていましたので、

300 年にもわたる寺院建築の歴史を持つ錢高組は

願ってもない研修先でした。

　初日は、 私達への歓迎の証として、 錢高組が一

番最初に手掛けた建築物である本願寺尾崎別院

へ連れて行ってくれました。 そこは錢高組の業祖、

錢高林右衛門が棟梁として建立に携わった寺院で

した。 寺院内を拝観しながら伝統的な寺院建築に

ついて学び、 また日本の歴史についてもふれること

ができ、 楽しいひとときとなりました。

　その後、 錢高組の錢高久善社長にお会いしまし

た。 錢高社長は私達を研修生として正式に歓迎し

てくださり、 日本の設計や建築について見識を与

えてくださいました。 また、 私達も自国におけるプ

ロジェクトや設計業務について紹介させていただき

ました。

　二日目は、 大阪とその建築の調査に費やされま

した。 午前中は大阪の古い建物を見学し、 午後は

近代的な建物を見学しました。 その建築物めぐりを

通じて、 古い土台部分に新しい高層建造物が建て

ることが今風であるように、 過去から現在に至る設

計トレンドの変化を紹介してくれました。

　三日目は、 世界最大の木造建造物である東大寺

を訪れ、 日本の宗教とその寺院を垣間見ることが

できました。 大仏殿に施された装飾や雄大な手法

を間近で体感しました。 文化が伝統的建築物を形

作るとよく言われますが、 寺院も例外ではありませ

ん。 昔から現代に伝わってきた寺院づくりに係る伝

統工法について学びました。 それは奈良の古い町

並みにも見られ、 観光都市奈良になるべく、 多く

が商用化されるという変化を遂げていました。

　四日目は、 製菓工場と保育園の見学で、 どちら

も子供に焦点を当てている点は同じでしたが、 設

計規模が異なっていました。 設計する上で規模は

重要な要素であり、 これら二ヶ所の見学先は、 利

用者の身体の大きさを考慮して設計が行われた完

璧な事例でした。 ヒューマンスケールを基にした見

学先に加えて、 中央支間長が世界一のつり橋も訪

れました。 それはコミュニティスケール （地域社会

規模） で、 本州と淡路島をつないでいます。

　五日目は、 私達が一番身近に感じた研修ツアー

でした。 伝統的な茶室や木造家屋の建築詳細や

使用法について深く学びました。 中でも最も有益

で興味深かったのは聴竹居で、 そこには現代建

築コンセプトと伝統的日本家屋の融合が見られまし

た。 その小さな家屋は、 隅々に至るまで巧みに設

計され、 且つ配慮されていました。

　六日目は、 建築現場を視察した初日で、 数年に

わたるプロジェクトにおける難しい現場や状況で採

用する建築工法や技術など情報満載でした。 十分

なスペースが確保できなかったり、 重要構造部との

接合がうまくいかないなどの困難を克服するために

尽力し、 熱心に取り組まれていました。
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　七日目は、 名古屋で工場を視察しました。 通常、

工場の設計は産業的機能に焦点を当て、 美的感

覚というものにはほとんど注意が向けられないため、

大多数の建築家はその設計を軽視しがちです。 実

際には、 この種の設計は最も困難なものの 1 つで

す。 それは錢高組が提案した設計手法を見れば

明らかです。 建物の機能的、 予算的なニーズを満

たしながら、 使い勝手がよく、 美的センスも持ち合

わせて人を主体とした建築ソリューションを提供して

います。

　八日目は、 終日美術館めぐりで、 既存の建物及

び建設中の建物を視察しました。 国立国際美術館

のすぐ隣に、 新たに開館予定の大阪中之島美術

館があります。 その建築現場を訪れ、 地上 1 階部

分をすべてガラス張りにすることで、 まるで黒い箱

が空中に浮いているかのように見える独特のデザイ

ンについて学びました。 この美術館は免震設計を

採用していて、 柱にはアイソレータ、 ダンパー、 移

動制限装置が装備されています。

　

　九日目は、 大阪で住𠮷大社と住吉の長屋を視察

しました。 住𠮷大社は全国の住吉神社の総本社

であり、 国宝建造物に指定されている最も重要な

大阪の神社です。 建築様式は住吉造で、 神社建

築史上最古の様式です。 短い滞在時間でしたが、

その歴史ある古い建築様式とこれまで見学したもっ

と新しい神社の建築様式との違いを目の当たりにし

ました。

　最終日は、 錢高組から私達への餞別として、 USJ

（ユニバーサル ・ スタジオ ・ ジャパン） で過ごす一

日をプレゼントしてくれました。 錢高組は USJ 内の

ジョーズエリアを設計していて、 私達にそのアトラク

ションを体験させたかったそうです。 ㇷーシンも私も

ハリー ・ ポッターのファンなので、 USJ での一日は

とても素敵な贈り物でした。

　私達の錢高組での企業研修は、 事務所で開か

れた送別会をもって終了となりました。 お互いに連

絡先を交換したり、 錢高組での企業研修を総括し

て学び得た見識を共有したりしました。

　「事務所」 の中に留まるかわりに、錢高組のスタッ

フは私達を視察に連れ出し、 関西地域の様々な建

築物を視察させてくれました。 この従来の型にはま

らない研修を大まかに 2 つにわけてまとめると、 最

初の五日間はほぼ建築めぐりで、 残りの五日間は

ほぼ建築現場の視察でした。 建築を本や画面を通

して学ぶかわりに、 私達は建築と技術を直に体験

しました。 建築というものは装飾品のように眺めるも

のでないことから、 私はこのような体験型の研修を

好みます。 建築は体験であり、 人が主体となるべ

く意図されています。 建築を十分に理解するには、

その周辺や内部を探索しなければなりません。 毎

日あちこちを訪れて疲れはしましたが、 机上の学

習よりも長い間記憶に残る研修を受けることができ

ました。 このような忘れがたい経験をさせてくださっ

た錢高組の皆様に心より深く感謝いたします。
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トラン　トゥアン　ハン （ベトナム）

企業研修 ： 株式会社竹中工務店

　2019 年安藤プログラム研修生として、 私ことベト

ナムのトラン　トゥアン　ハンとバングラデシュのカニ

ジ　ファティーマさんは竹中工務店で働くという素晴

らしい機会を得ました。

　竹中工務店は、 日本だけでなく世界中の建築及

び建設業界で有名な企業です。 アメリカ、 ドイツ、

シンガポール、 ベトナム、 インドなどに海外事業

所を構えています。 竹中工務店は、 「匠の心－棟

梁精神」 を 400 年にわたって育んできました。 そ

れは 「建築を業とするものは建築の職人であって、

営利のみを追求する商人であってはならない」 と

いう精神です。 竹中工務店の経営理念は、 最良

の作品を世に遺し、 社会に貢献することです。 研

修中に竹中工務店で最高の職人技を垣間見ること

ができ、 また彼らが誠心誠意仕事に取り組んでい

ることを実感しました。

　初日は、 まず人事部が社内を案内してくれ、 そ

の後私達にはそれぞれ別の担当講師がつきまし

た。 カニジさんは市川さんと一緒にソーシャル ・ プ

ロジェクトに取組み、 私は鉄骨ファブリケーターの

本社ビルを設計している田中さんのお手伝いをしま

した。 クライアントは、 自社製品のシンボルとなるよ

うな本社ビルを希望していたので、 竹中工務店とし

ては印象的なスチールジョイントをたくさん使用した

複雑な鉄骨加工を提案しました。 空間の形状はボ

ロノイ図に基づいていて、 3 次元で適用され、 可

能な限り最も効率的に空間を利用できるようデジタ

ル計算されていました。 竹中工務店は独自のアル

ゴリズムを用いて、 与えられたポイントを最適な位

置へ移動させます。 私はこのプロジェクトで地形図

作成の工程に参加しました。

　カニジさんは彼女の担当講師と一緒に、 京都西

山高等学校の新しく建て替えられた校舎を訪れた

そうです。 教室を機能させる様々な技術や建設す

る上での考慮事項を学び、 初めて調理教室を見

学したそうです。 また、 神戸の大工道具館用の倉

庫を設計する過程において、 市川さんを手伝う機

会も得ました。 彼女が関わったのは、 スタディ模型

の作成や図面の準備でした。 私達は竹中工務店

の音響設計のプロセスに関する講義も受けました。

ホール内の様々な位置における音質を判断するた

めのシミュレーションについて学べたことは、 大変

すばらしい経験でした。

　研修も終わりが近づいてきた頃、 カニジさんと私

は視察旅行で合流し、 竹中大工道具館と桂離宮を

訪れました。 この日、 私達はいわゆる典型的な日

本のスケジュールを経験しました。 つまり超過密で

ミスが一つも許されないような時間配分です。 幸運

なことに、 すべて問題なく時間通りにいきました。

　

　午前中に神戸の竹中大工道具館を訪れました。

建屋は質素で、 閑静な佇まいであり、 周りの木々

と調和していました。 この建物を設計した須賀さん

のガイドで見学しました。 お陰でこのプロジェクトに

関して、 設計や工事工程における興味深い裏話を

たくさん聞くことができました。 元々この土地は竹中

工務店が所有するゲストハウスだったのですが、 近
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くに新幹線の駅が建設される際にその形状を変え

ざるを得ませんでした。 新たに大工道具館を建築

するにあたり、 古いゲストハウス時代の木や岩、 灯

籠や正門など多くの構成パーツがそのまま維持さ

れました。 最も優れた匠の技を展示するという目的

で、 建築士 ・ 須賀さんは建屋そのものを展示品と

して、 構造や屋根、 タイルやジョイント部等、 至る

所に最高の技法を盛り込んでいます。

　午後には、 電車で桂離宮へ行き、 1 時間の見学

ツアーに参加しました。 激しい雨に見舞われました

が、 敷地内のすべての場所、 そして窓毎に異なる

景色は驚くほど美しかったです。 どの角度も注意

深く計算されていました。 見学ツアーでは、 別荘を

取り囲むように配置されている茶室を一つ一つ歩い

て見て回りました。 5 つの異なった趣向の茶室はど

れも本館と分離しており、 周囲の自然のみと融合し

ています。 どの茶室に行くのにも、必ず小道を通っ

ていかなければならず、 また最後の瞬間まで全景

は見渡せないようになっています。 見学ツアー自

体は短いものでしたが、 非常に印象深いツアーで

した。

　企業での勤務研修とは別に、 私は講師の田中さ

んといろいろと話せて楽しかったです。 田中さんは

オフィスビルのプロジェクトでほぼ手がふさがってい

る状況であったにも関わらず、毎日のように私とコー

ヒーを飲んだり、 一緒に食事をする時間を割いてく

ださいました。 仕事や建築について、 そして人生

や日本について意見を交わしました。 田中さんとの

おしゃべりを通してたくさん学んだことが、 私にとっ

てこの企業研修中の一番良い思い出です。
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A.A.　ソナリ　エランディ　アベシンゲ （スリランカ）

企業研修 ： 大和ハウス工業株式会社

　私達、 スリランカのソナリ　アベーシンゲとベトナ

ムのグエン　クイ　フーは、 大和ハウス工業で十日

間の企業研修を受けるという、 大変光栄で名誉な

機会をいただきました。 今後の私の人生に役立て

られる経験ができたこと、 そして、 災害に強い持続

可能な建設業界に関する知識と経験を得られたこ

とは、 何物にも代え難く、 まさしく私の学びたかっ

たことそのものでした。 私は常に大きな夢を抱き、

夢の実現に向けて一生懸命努力する人間です。

ですから、 大和ハウス工業で実践的な理論や経営

管理技術を学びながら働けたことは、 私の人生に

おいてまたとない最高の機会でした。 研修を通し

て私達は幅広い知識を得ることができ、 大和ハウス

工業の企業戦略、 現在進行中のプロジェクト、 そ

して最も重要な最新の研究と技術について学びま

した。

　シティルートホテルで行われたオリエンテーション

の後、 大和ハウス工業での 2 週間の研修プログラ

ムを手配してくださった橋本さんと中谷さんの同行

の下、 大和ハウス工業本社ビルを訪れました。 研

修はまず事務所紹介と事業内容に関するプレゼ

ンテーションで始まりました。 また、 企業の歴史と

プレハブ住宅事業の経緯についても紹介されまし

た。 それから総務部が 22 階建て本社ビルの社内

を案内してくださり、 地下にある発電システム、 中

水処理システム、 テラスに設置された氷蓄熱空調

システム、 屋上にある緊急用ヘリポート、 社内で

維持されているごみ処理の管理、 そしてエコとい

う観点に沿った本社ビルの全体的な機能を見学し

ました。 戸建住宅や集合住宅の設計に関する講

義と、 環境への取組みについての講義もありまし

た。 さらに、 大和ハウス工業が使っている新しいソ

フトウェア 「Dream PITT （Presentation Information 

Technology Tool）」　（シミュレーション用技術 ツー

ル） についても学び、 そのソフトウェアを使用して、

それぞれ自分の国の伝統家屋の模型を再現しまし

た。

　平城山の総合技術研究所と奈良工場で研修を

受ける機会にも恵まれました。 総合技術研究所に

は、 これまで大和ハウス工業が取り組んできた研究

活動がすべて展示されています。 その敷地内にあ

る、 多種多様な住まいや大和ハウス工業の歴史を

展示 ・ 案内している D’ ミュージアム、 技術の進

化や未来の技術を紹介している本館 ・ テクノギャラ

リー、 そして大和ハウス工業の創業者の生涯を追

体験できる石橋信夫記念館を見学しました。 また、

大和ハウス工業が取り組んでいる研究活動の講義

を受けるともに、 建築業界のさまざまな側面、 すな

わち防音、 断熱壁、 耐震構造、 特殊な建築方法、

屋根の検査技術、 環境配慮型デザイン、 グリーン

カーテンの効果、 建築に使用する耐食材料等の

環境的側面、 耐火、 エネルギー効率や資源効率

の高いキッチン装置などの実体験もしました。 また、

オリンピックプロジェクトや COI （センター ・ オブ ・

イノベーション ・ プログラム） を含む特殊なプロジェ

クトについても学ぶ機会を得ました。奈良工場では、

戸建住宅、 集合住宅といった、 大和ハウス工業の

建築に使用するプレハブ材 （主に壁用） を設計し、

製造しています。 工場のスタッフが、 製造パーツ

毎に分かれている一連の生産現場に私達を案内し

てくれました。

　

　講義、 事務所での実習、 研究や製造現場の見

学の他、 私達は現地、 建物、 建築現場へ視察に
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も行きました。 阪南スカイタウンとスマ ・ エコ タウン 

晴美台というニつの街を訪問し、 大和ハウス工業

が何世紀も前から行ってきた住宅設計と都市開発

活動を見学しました。 また、 大和ハウス工業が設

計から建設、 運営までを手掛けたショッピングモー

ル （フォレオ大津 - 里山） の視察は、 商業ビルが

どのように計画され、 設計され、 建設されるのかを

学べ、 他とは一味違った貴重な体験となりました。

　また、 大和ハウス工業が設計し、 建設したプレミ

ストタワー大阪上本町のマンションギャラリーも訪問

しました。 その後、 本町にある大和ハウスの建設

現場へ同行し、 仕上げ工程がほぼ終了している建

物も視察しました。

　大和ハウス工業は、 私達が古代の大阪や日本の

芸術 ・ 文化を鑑賞し、 学べるようにと大阪にある国

立国際美術館を訪れる機会を与えてくださいまし

た。 また、 大阪マルビルでは、 大和ハウス工業と

安藤忠雄氏が共同で手掛けた壁面緑化を視察し、

大変感銘を受けました。 この視察を通して、 既存

の建物にグリーンデザインを適用する場合、 私達

が検討すべき設計、 緑化技術、 構造安定性の考

慮事項などの概要をつかむことができました。 JO-

TERRACE OSAKA （ジョーテラス ・ オオサカ）、

MIRAIZA OSAKA-JO （ミライザ大阪城）、 大阪城

の見学は大変印象的で、 公共空間の設計、 公園

や庭園の造園、 音楽堂や公共施設の設計、 日本

の歴史的な芸術や伝統工芸品にいたるまでじっくり

と観察し、 学ぶことができました。

　大和ハウス工業は建築業界のみならず、 その他

多くの事業も手掛けています。 ロボット事業はその

1 つで、 建築業界の未来につながると考えられて

いるため、 いち早く取り組んでおり、 多額の投資

をしています。 私達は大和ハウス工業が製造した、

医療 ・ 福祉分野や建設現場で活躍している人の

動作を支援するロボットスーツや、 医療・介護ロボッ

トについて学び、 実際に体験もしました。

　最後になりましたが、 このような貴重な機会を与

えてくださった大和ハウス工業の皆様に心より厚く

お礼申し上げます。 この研修を通じで得た経験は、

私たちの糧となるだけではなく、 まだ発展途上国

である私たちの国、 ベトナム、 スリランカにとっても

宝となります。 この 2 週間にわたる研修中に出会っ

た大和ハウスの皆さんの誠意と謙虚さは一生忘れ

ません。 皆さんから学んだ物事に取り組む姿勢を、

私自身の、 そして国家の発展の為に、 良きお手本

として国へ持ち帰りたいと思います。
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フー　シン （中国）

安藤忠雄氏建築物視察 ・ 表敬訪問

18 

10 月 5 日安藤忠雄氏建築物視察

　10 月 5 日は、 大阪市郊外にある安藤先生が設

計を手掛けた 3 カ所の博物館を視察しました。 近

つ飛鳥博物館、 大阪府立狭山池博物館そして司

馬遼太郎記念館です。

　まず最初に近つ飛鳥博物館を訪れました。 周囲

を森に囲まれたこの建物は安藤先生が設計をしま

した。 1 階から地下に展示されている前方後円墳

を眺めることができます。 エレベーターで屋上に上

ると、 中央に黄泉の塔がそびえる階段状の広場に

なっています。

　4 つの区分で構成された館内 ：

1. 近つ飛鳥と国際交流 （1 階） ： 日本はアジア大

陸から文化と知識を学んでいきました。

2. 古代国家の源流 （中地下～地下） ： 古代国家

は仁徳陵古墳に代表されるような古墳が多く造られ

た古墳期に始まりました。

3. 現代科学と文化遺産 （地下） ： 現代科学と技術

は考古学研究と発掘調査に大きな力を発揮してい

ます。

4. 特別展示室 （地下） ： 年数回特別展示が行わ

れます。

　その後、 大阪府立狭山池博物館を訪れました。

2001 年に建てられたこの建物は、 日本最古のダム

形式のため池、 狭山池の縁に位置しています。 そ

こには安藤先生の 3 つの建築要素－信頼できる素

材、 幾何学的構成、 人工的性質が具体化されて

います。

　狭山池の堤の断面がそのまま博物館の中に配置

されており、 どのように堤が築かれていったのかを

見ることができます。 建築に関しては、 博物館その

ものもまたため池の重要な部分となっています。 こ

れこそが安藤建築デザインの美的魅力であると思い

ます。

　最後に司馬遼太郎記念館を訪れました。 うれしい

ことに安藤忠雄建築研究所のスタッフの方が同行し

てくださり、 記念館の説明をしてくださいました。 司

馬遼太郎記念館は 「感じる記念館」 というコンセ

プトで建てられているそうです。 来館者が司馬遼太

郎の数々の作品や自分自身の内面と向き合いなが

ら、 様々な感情を彷彿させる空間にしたいとの思い

で作られました。

　司馬遼太郎記念館は、 司馬遼太郎の自宅と新た

に建てられた記念館の 2 つで構成されています。

司馬遼太郎は 1996 年 2 月 12 日に亡くなるまでこ

こで執筆活動を続けました。 書斎は司馬遼太郎が

使用していた当時のまま残されています。 曲線を

描いたガラスの廊下を通って新設されたエリアに進

みます。 この記念館は、 司馬遼太郎の創作の世

界を心に描けるように設計されました。 建物内に入

るや否や、そびえ立つ2万冊を蔵書する高さ11メー

トルの大書架に圧倒されます。 膨大な数の司馬遼
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太郎作品と、 長年にわたって収集し、 通読した参

考資料の一部を見渡すことができます。 このエリア

を 「司馬遼太郎のもう 1 つの書斎」 と呼ぶ人もい

ます。 椅子に座って本の壁を見上げながら作家 ・

司馬遼太郎の精神を感じることをお勧めします。

10 月 25 日　安藤先生を表敬訪問

　10 月 25 日に安藤先生を表敬訪問しました。 この

プログラムで最も楽しみにしていた瞬間です。 つい

に建築界の巨匠 ‐ 安藤忠雄氏にお会いしました。

午前中に受け入れ企業先で研修に参加した後、

午後 1 時 45 分に待ち合わせました。 この日は安

藤先生とお話しできるだけでなくサインも頂けると聞

いていました。 まず安藤先生が設計した梅田駅近

くの MARUZEN & ジュンク堂書店を訪れました。 そ

こでお会いした時にサインをいただく安藤先生の著

書を慎重に選びました。

　その後、 安藤忠雄建築研究所を訪問しました。

そこは安藤哲学の典型ともいえる中層階の建物で

す。 会議室で待ちに待った安藤先生にお会いしま

した。 安藤先生は年齢によらずとてもお元気そうに

お見受けしました。  

　安藤先生はご自分のデザインコンセプトを丁寧に

ご紹介くださり、 「真の建築は建築文化の中に存在

する」 とおっしゃいました。 建築文化づくりについ

て多くのことを教えていただきましたが、 それこそが

急速な経済成長の中にいる人々の魂をつかむ極

意なのです。 人の魂を揺さぶるような建築物を見た

とき、 人は感動し、 そしてパワーをもらいます。 安

藤先生の言葉は、 次世代を担う若き建築家である

私達を大いに元気づけるものでした。 安藤先生の

激励の言葉にとても感謝しています。 また私達の

依頼に応じて、 研修生一人一人が準備した安藤先

生の書籍に私達の名前を添えてサインをくださった

こと、 スケッチを付けてくださったことはこの上ない

喜びでした。 　

　

　建築界の巨匠と過ごした素晴らしい時間は、 私

達の人生の中で最も貴重な思い出となるでしょう。



安藤忠雄氏建築物視察 （淡路～直島～神戸）

ワニーダ　シンガデーズ （タイ）

　2019年10月8日から10日にかけての視察ツアー

は、 淡路島、 直島、 神戸市にある安藤忠雄氏の

建築作品を巡るために計画されました。

　ツアーの初日は淡路島へ行き、 本福寺と淡路夢

舞台を訪れました。 そして淡路夢舞台の敷地内に

あるウェスティンホテル淡路島に宿泊しました。

　本福寺は水御堂として有名で、 高いコンクリート

の壁に囲まれた細長い参道があります。 その細く

てせり立った参道に感銘を受けると共に、 安らぎを

感じます。 両側をコンクリートの壁に囲まれた狭い

視界の中、 参道を進んでいくと、 木々が見え、 頭

上には空が開け、 そして水御堂の全景を目にした

時、 まるで空間が一気に爆発したかのような感覚を

覚えます。 水御堂へ続く 2 番目の入口は、 巨大な

蓮池の中央にある隠し階段です。 神聖な空間は蓮

池の真下に設けられています。

　本福寺の後淡路夢舞台へ行き、 そこで茶

室、 海の教会、 百段苑を見学しました。 淡

路夢舞台は会議場とホテルで構成されていま

す。 茶室は会議場エリアにあり、 地位や身分

が高い人が特別な機会にのみ入室できる限

られた空間です。 茶室エリアには水面から立

ち上がったような空間がいくつか設けられています。

それぞれ異なる機会に利用できるよう設計されてい

ます。 茶室を見学した後、 ホテルエリアにある海の

教会へ移動しました。 チャペルで上を見上げると、

4 枚の長方形の天井パネルがつくり出す十字型の

天窓が見えます。 チャペルの上には一面にホタテ

ガイの貝殻を敷き詰めた浅い池が広がっています。

あとで建物の外へ歩いて行き、 美しい風景と、 景

色と建築が見事に一体化した絶景を堪能しました。

　

　二日目は直島へ行き、 ANDO MUSEUM、 李禹

煥美術館にベネッセハウスミュージアムを見学しま

した。まず ANDO MUSEUM へ行きました。建築家・

安藤忠雄は、 外観は昔のままを残しつつ内装を再

設計することで、 古民家をミュージアムへと変貌さ

せました。 ANDO MUSEUM には安藤氏がこれまで

設計してきた建築の写真や模型を展示するだけで

なく、 来館者が体験できる反響空間も再現していま

す。 次に李禹煥美術館へ行きました。 この美術館

の入り口は、 両側に高いコンクリート壁を建てること

で細長い通路が作り出されるように設計されました。

水御堂のように広く開けた空間へ直接入っていくの

とは対照的に、 野外の展示エリアへ入る前に細長

い通路が小さな受付エリアへとのびています。 アー

ト作品は、 野外広場と建物内の両方に展示されま

す。 最後はベネッセハウス ミュージアムでした。 こ

の建物は美術館とホテルで構成されていて、 瀬戸

内海の景色を望めるように建設されています。 残

念ながら美術館エリアにしか入ることができません

でした。
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   最終日は神戸へ行き、 兵庫県立美術館と六甲

山にあるチャペルを訪れました。 最初に兵庫県立

美術館へ行きました。 安藤忠雄設計の他の建物と

は異なり、 コンクリートだけでなく黒色の亜鉛メッキ

鋼も建築主要素材として使用されていました。

　この建物の見所は、 屋外にある螺旋階段がつく

り出す円形テラスで、 両フロアの展示入口にアクセ

スできます。 当初、 この美術館は 2 つの箱型の建

物で構成されましたが、 のちにその間に建物をもう

一つ追加しました。 新たに増築された建物は Ando 

Gallery として利用され、 安藤忠雄氏の作品を展示

しています。 美術館の広場は、 建物を背に海の景

色を見渡せるように設計されています。

　美術館の後、 六甲山上にある、 風の教会として

知られるチャペルに移動しました。 通常は一般公

開されていないのですが、 幸運なことにちょうど私

達が訪れた時は六甲山上エリアでイベントが開催さ

れていて中に入ることができました。 長い廊下を歩

いて行くと教会の入り口があります。 注意深く観察

すると、 建築素材と構造の寸法比率が互いに完璧

に調和するように協調的に設計されているのがわか

ります。 この協調的デザインは、 チャペルや入口

に続く廊下等教会の建物全体に見られます。 チャ

ペルに入ると、 左側にのみ設けられた窓から自然

光が差し込むのを感じます。 その大きな窓が緑の

景色を室内装飾に添えています。 廊下の素材と構

造の寸法比率と同様に、 調度品の配置も協調的に

設計されています。 この特色は初期の安藤忠雄建

築に見ることができます。

　この視察旅行で私達は安藤忠雄氏が設計した空

間をあちこちで体験しましたが、 これは私達だけで

は到底成し得なかったでしょう。 視察を通して学ん

だ安藤忠雄氏の主要デザインは、 光の利用、 空

間の効果、 構造的思考、 そしてバランスです。 安

藤忠雄氏の作品を書籍で学ぶのではなく、 実際の

体験を通して学べたということは、 若き建築家や設

計士にとってかけがえのない素晴らしい経験となり

ました。

21



建築ワークショップ～近畿大学～
グエン　クイ　フー （ベトナム）

　日本滞在二週目の初日、 10 月 7 日に建築ワー

クショップ、 正確に言えば、 近畿大学キャンパスツ

アーと 「マイクロ ・ パブリック ・ スペース」 の建築

デザインに関するプレゼンテーションが実施されま

した。ワークショップは午前 10 時から午後 6 時まで、

大阪府にある近畿大学キャンパス内で開催されまし

た。

1|

　午前中に近畿大学国際学部の学生さんの出迎

えを受け、 学生達のお気に入りの場所であるイー

キューブ （E³[e-cube]） や新たに開設した図書館

と研究室の複合的施設であるアカデミックシアター

を含むキャンパス内のすべての施設を紹介してもら

いました。

　近畿大学の広大なキャンパス内を見学している間、

学生達は私達と積極的に英語でコミュニケーションを

取ろうと努めてくれ、 彼らの学生生活について紹介し

てくれました。 最初に訪れた場所は一般的なカフェ

テリアで、 そこでは学生がネイティブスピーカーと英

語で会話ができるようになっています。 かっこいい建

物でした。 その後、 建築学部の学生達による作品

が展示されている場所を訪れ、幅広い建築プロジェ

クトの書籍や図面、 模型を見学しました。

　新しい食堂も見学しましたが、 私にはその建築の

ディテールが隈研吾の建築作品と似ているように見

えました。 この建物に驚きを隠せない研修生もいま

した。

　キャンパス内の建物で私が最も気に入ったのは、

もちろん 「アカデミックシアター」 です。 建築物が

醸し出す歓迎の雰囲気が明確に表れていました。

建物内に入った途端、 本棚に心を奪われました。

その開放的な雰囲気は、 学生たちを歓迎する空間

に最適です。

　それから私達はランチを一緒に食べました。 サン

ドイッチとフルーツといった一般的なランチバイキン

グ形式でした。 私達はお互いに特有の文化的背

景について会話を交わしました。 私の前に座って

いた女子学生は、 つい最近の夏休みにベトナムを

旅行したそうで、 私の国で彼女がどのような体験を

したのかを聞きながらランチを取りました。 午後から

は総合理工学研究科 ・ 建築デザイン専攻の大学
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院生とのワークショップに参加することになっていた

ので、 ランチの後国際学部の学生達とはお別れし

なければなりませんでした。

　私達の滞在できた時間は短かったですが、 今思

い返してみても国際学部の学生達がとてもよくしてく

れたお陰で素晴らしい一日となったことは確かです。

2|

　午後のプログラムは短めの講義から始まり、 その

後大学周辺を散策しました。 それから自分達の設

計プランについて短いプレゼンテーションを行いま

した。 会場は新しく開設された図書館と研究室の

複合施設 （アカデミックシアター） の一室でした。

講義はすばらしく、 空は真っ青で、 葉っぱは目を

見張るような緑色でした。 私はそこに座って、 この

午後の講義にこのシンプルな建築がどれほど大きく

貢献しているかを感じていました。

　講義は主にパブリックスペースについてで、 日本

社会がどのようにパブリックスペースの質を向上さ

せているかについて紹介されました。 日本の建築

家の取組みに関する 1 時間程の紹介でしたが、 私

にとって新しいことを学びました。

　講義の後、 プレゼンテーションが始まりました。

私達は全員、 同じ事前課題が与えられていて、 「近

大国際交流ストリート ・ ブック ・ フェスティバル」 と

いう仮想イベント向けに、 自国における 「グローバ

ル ・ マイクロ ・ パブリック ・ スペース」 というテーマ

で研究と提案を行うことになっていました。

　「マイクロ ・ パブリック ・ スペース」 というコンセプ

トは、 もともとアトリエ ・ ワンに由来します。 ベトナム

の 「マイクロ ・ パブリック ・ スペース」 は人々の行

動によって形作られるものであるという結論とともに、

私がベトナムで行った研究について発表しました。

あらかじめ定義されている機能的な都市景観にお

いてさえ、人は自分の生活環境を個人的に解釈し、

定義付けが曖昧な場所を見つけます。 この 「マイ

クロ ・ パブリック ・ スペース」 という表現、 すなわち

人々の行為によって作り出される空間がベトナムの

街をどこか刺激的で散策せずにはいられない場所

にしています。 したがって、 私は今回の仮想イベ

ント向けのデザインアプローチは 「小規模で謙虚

な介入」 と 「人々に表現させる」 であると発表しま

した。 通りは歩行者のためのものとし、 現地の人は

椅子やテーブルを提供してリビングスペースを屋外

に作り出すことで海外からの観光客をもてなすこと

ができます。 フェスティバルに対応できるよう店頭を

改良し、 折り畳み式で取り外し可能な家具を加え

て調節します。

　プレゼンテーションの時間は、 建築デザイン専攻

の大学院生に最優秀賞が贈られて終了となりまし

た。 ちなみに、 選ばれた学生には私も投票してい

ました。 その後一緒にグループ写真を撮り、 近畿

大学での短い一日が終わりました。
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ディスカッション ・ 京都スタディツアー
トラン　トゥアン　ハン （ベトナム）
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ディスカッションプログラム

　10 月 12 日、 私達は東アジア建築都市研究所　

所長のグンタ ・ ニチケ教授と京都大学で講師をさ

れているエスター ・ ツォイ先生とのディスカッション

プログラムのため京都を訪れました。 その日はちょ

うど台風 19 号 （ハギビス） が東京を直撃した日で、

京都も雨風に見舞われました。

　ディスカッションでは、 まずニチケ教授がいわゆる

「机上の空論」 であるアジア要塞化計画、 京都市

街変遷、そして日本独特の住居表示 「町 （ちょう）」

について、 優れた洞察力に基づいた講義を行いま

した。 また、 今後の京都に対するニチケ教授の見

通しについても説明されました。 その後、 8 名の安

藤プログラム研修生が、 持続可能な地球環境にお

ける再生と保存についてプレゼンテーションを行い

ました。

　最初の発表者は、 スリランカのソナリで、 プッタラ

ムにある傷んだ橋に対して、 持続可能な解決策を

適用した事例の紹介でした。 古い橋を取り壊して

一から作り直すのではなく、 修復と改造による改修

工事を選択しました。

　2 番目の発表者は、 カンボジアのレケナで、 カン

ボジアにおける木材の再利用の現状と、 その問題

に関連して彼女が取り組んだプロジェクトについて

紹介しました。

　タイのワニーダは、 都市化が引き起こしたバンコ

クの洪水事情と、 公園、 都市農業地帯、 グリーン

ビルディングを連鎖するような形で緑の多孔質化を

図る改善策について説明しました。

　次はバングラデシュのカニジで、 変わり果ててし

まった現在のダッカの運河にかつての美しさをよみ

がえらせる方策について発表しました。

　中国のフーシンは、 上海における持続可能な開

発の事例で、 廃工場をアートセンターへ生まれ変

わらせたプロジェクトを考察しました。 在りし日の都

市と建物の関係性を残すために、 建物の主要構造

が維持されました。

　フィリピンのキャサリンは、 マニラの遺産地域の再

生プロセスについて発表しました。

　ベトナムのフーは、 自身の故郷である遺産都市フ

エについて簡単に紹介した後、 再生と保存を目的

として自身が取り組んでいる三つのプロジェクトを紹

介しました。

　私ことベトナムのトラン　トゥアン　ハンは、 ベトナ

ムの建築設計事務所であるヴォ・チョン・ギア・アー

キテクツや a21 スタジオに代表される、 持続可能な

建築に関する二つの注目すべき理論について紹

介しました。

　ディスカッションプログラムは、 ニチケ教授が持続

可能性ついて自身の認識を説明し、 優秀作品に

選ばれた二つのプレゼンテーションを発表して終

了しました。 キャサリンは日本庭園のカレンダーを、

そしてフーは 「The Silent Orgasm」 というニチケ教

授の本を受賞の記念品として贈られました。
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京都スタディツアー

　次の日はニチケ教授とエスター先生と一緒に行く

京都スタディツアーでした。 まず最初に学者、 石

川丈山が隠居のために建てた山荘だった詩仙堂を

訪れました。 入念に計算された空間が、 来訪者を

癒しの世界へといざないます。 まず上り坂の長い

石段が出迎えてくれます。 その小道が町の喧噪か

ら来訪者を切り離す玄関のような役割を果たし、 周

囲の高い木々の間から注ぐ木漏れ日がゆっくりと心

を落ち着かせてくれます。 小道が開けると、 枯山

水に囲まれた控えめながら優雅な木造の家が現れ

ました。 下の正門からその庭園へ登っていくにした

がって、 特別な何かが待ち受けていることが想像さ

れ、 期待感はぐっと高まっていました。 ここで来訪

者はお寺の縁側に上がらせてもらい、 庭園を眺め

ることができます。 日本の引き戸は取り外すことが

でき、 視界を遮るものがすべて取り払われた屋内

は、 美しい風景を愛でるためだけに用意された大

きなベランダに様変わりします。

　その後、 詩仙堂の反対側にある古い家屋、 野仏

庵を訪れました。 そこで略式のお茶会に参加し、

その背後にある意味合いについて更に深く学びま

した。

　午後には、 食をテーマとした総合施設、 八百一

本館を訪れました。 農園を屋上に設け、 実際に生

産し、 収穫した野菜や果物は、 階下のレストランや

スーパーへ直接届けられます。 その施設は、 持続

可能性を都市生活の中に組み込むという前途有望

なビジネス戦略を示しています。

　最後に訪問したのは、 1909 年に京都市の中心

部に建てられた伝統的な京町家、 無名舎です。 こ

の家は通常の民家より 2 倍広く、 2 倍の奥行きがあ

り、 織物問屋を営んでいた一家が建てたものです。

地震や台風の脅威に備えて、 家がある程度動い

て力を分散するよう柱は地盤に固定されませんでし

た。 通りに面した部屋は店舗として使用し、 二つの

中庭を含む内側の部分は家族の生活の場として使

用されました。

　この京都スタディツアーを通して、 日本の伝統的

建築には、 人々の巧妙で実用的な思考と生活様

式がうまく組み合わされているということがよくわかり

ました。



　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 12 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

・ スリランカ　プッタラムの損傷した橋

　に適用した持続可能な解決法の事例

・ カンボジアでの木材再生及び保存　　

・ 孔質都市のバンコク　

・ ダッカの運河の復活

・ 持続可能な地球環境における再生と保存

・ エスコルタ通り ： マニラ旧市街地の 「街路の女王」　

・ 持続可能な地球環境における再生と保存

・ 持続可能な地球環境における再生と保存

　－ベトナム特有の持続可能な理論　　　　　　　

Ⅲ　ディスカッションレポート

A.A. ソナリ　エランディ　アベーシンゲ

（スリランカ）

レケナ　セトハ （カンボジア）

ワニーダ　シンガデーズ （タイ）

カニジ　ファティーマ （バングラデシュ）

フー　シン （中国）

キャサリン　レオニン　アルメロ （フィリピン）

グエン　クイ　フー （ベトナム）

トラン　トゥアン　ハン （ベトナム）
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スリランカ　プッタラムの損傷した橋に適用した持続可能な解決法の事例

　今回ご紹介するのは、 スリランカのプッタラムにあ

る鉄道橋に関する事例です。 この事例を選んだ理

由は、 最近プッタラムの工場でセメントの生産が増

加しているのに伴って、 より頑丈な機関車が使用さ

れるようになり、 資材の輸送頻度も増加しているか

らです。 同じような状況が、 石灰石の運搬に使用

されるプッタラムのセメント工場から石灰石の採石

場に続く線路上で見受けられます。 この鉄道の線

路上には複数の橋が架かっており、 今後も安全に

使用することができるかどうか、 また新しい橋をか

け直す必要があるのかどうかを判断する必要があり

ました。 安全性を評価するために、 プッタラムから

石灰石の採石場までの線路上にあるすべての橋に

対して、 強度の実態調査が実施された結果、 1 本

の橋に関して損傷が認められ、 過去の洪水で橋の

上部構造が橋台からずれていることがわかりました。

プッタラムにあるその橋は、長さは 34m、幅は 5.2m、

シングルスパン、 ダブルワーレントラスの錬鉄製の

鉄道橋で （石灰石の運搬に使用された鉄道のプッ

タラムセメント工場と石灰石の採石場の間にある 2

番目の橋）、 約 40 年前に建設されました。 洪水に

よる度重なる損傷を受けた橋は、 数年にわたり一時

しのぎの木製橋台で使用され続けていました。

　実態調査中に目視検査が実施され、 橋の腐食

した箇所や橋の上に敷設されている線路のずれな

ど、 いくつかの欠陥場所が特定されました。 次に

SAP2000 （分析及び設計用の構造解析ソフトウェ

ア） を使用して有限要素法 （FEM） 用モデルを作

り、地耐力試験の結果を用いて有限要素法 （FEM）

を検証することで、 数値解析を実施しました。 5 つ

の異なる荷重を用いて、 静的及び動的荷重試験を

行い、 あらかじめ決められた橋の重要な組立部材

の変位、 ひずみ、 加速度を測定しました。 橋の今

後の耐用年数は所定の荷重試験から算出されまし

た。結果、橋の推定寿命は 30 年で安全率は 3.1（93

年 /30 年） でした。 さらに、 検証されたモデルを

利用して、 より高い負荷をかけた場合の橋の耐久

性についても確認されました。

　適切な費用便益分析を行い、 多数の社会的且

つ環境的利益と照らし合わせて検討した結果、 新

しい橋を建設するよりも既存の橋を改修し、 橋台を

新しく鉄筋コンクリート製にする方がはるかに有効

であるという結論に至りました。 したがって、 橋の

復旧が決定されました。 改修作業の方が、 橋を解

体して新しく建設するよりも地球に優しいです。 評

価結果に基づき、 以下の改善が実施されました。

－橋の上部構造を新しく建設された鉄筋コンクリー

ト橋台に据える

－横力を減少させるために橋の近くで線路をまっ

すぐにする 

－サンドブラスト技術を用いて鉄骨構造部を完全に

研磨する

－欠陥の修復、 欠陥品の改良または取り替え

－耐腐食性塗料の塗布

－橋の構成要素で欠如している部分には新しい鋼

材を設置し、 リベットが無くなっている箇所には高

強度ボルトを適用

－振動を減少させるために線路ができるだけ滑ら

かになるよう敷設する

－一定距離ごとに枕木を配置する

－適切な土手を築く

－定期的なメンテナンスの実施 

　

　橋は修繕され、 改良され、 新しい橋台に設置さ

れて、 現在使用されています。

修繕前の橋 （腐食した荷重支持部材）

著者 ： A.A. ソナリ　エランディ　アベーシンゲ

修繕中の橋                                                        

木製橋台の橋から鉄筋コ
ンクリート製橋台の橋へ

改修工事後の橋 （修繕、
改良、新しい橋台）
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カンボジアでの木材再生及び保存

　ディスカッションのテーマである 「持続可能な地球環

境における再生と保存」 について、 私は自然の建築

材料である木材を選びました。 カンボジアで再生木材

として知られる古い木材を利用し、 どのように再生と保

存を実践するのかについて考察したいと思います。

　経済的な努力が実を結び、 近年カンボジアは近代

化してきました。 主要都市のあちこ

ちで建設が展開されています。 よ

り大きく、 より低価格で、 より短期

間で立つ家が好まれることから、

以前と比べると建築資材として木

材があまり使われなくなり、 代わり

にコンクリートやブロックが使用され

ています。 しかしながら、 まだ木

造家屋が見受けられる地域も残っています。 木材が支

持されないもう一つの理由は違法伐採で、 これはカン

ボジアで大きな問題になっています。 また、 この問題

は木材の価格を上昇させ、 建築材料としては贅沢で

問題のある材料になってしまいました。

　それはさておき、 カンボジアには古い木材や古い木

構造物を再利用する方法が 3 つあります。 1 つ目は、

木の美しい木目や木材として扱いやすい低含水率を

活かして、 家具の製造に組み込むことです。 ニつ目

は、 革新的なデザイナーの助けを借りて、 再生素材

を屋内の装飾的要素として適用することで、 使用する

目的は 1 つ目と同じです。 3 つ目は、 木材の再生だ

けでなく、 カンボジア式住居の建築様式を保存するこ

とも考慮しています。 伝統的家屋を移築して、 宿泊施

設など観光客向けサービス業に適用します。 この三通

りの木材再利用法はすべて一般的に見られ、 ホテル

やレストランの付加価値を高めるために採用されていま

す。

　素材そのものとはまた別に、 木材の使用に影響を与

える活動について紹介したいと思います。 私はカンボ

ジアで設計し、 建築したモジュラー住宅 （プレハブ住

宅） のプロジェクトを通して、 大工仕事について言及

しました。 その技術は資材に直接関わるため、 建築に

おいて構造的な可能性を広げるのに不可欠です。 残

念ながら、 建築材料として木材が急速に支持されなく

なっていくにつれて、 大工の必要性も減少しています。

彼らのものづくりの技能は十分に評価されず、 また地

域社会は次世代を担う若手の育成にも力を注ぎませ

ん。 だからこそ私は自分のプロジェクトを通じて、 再生

や原材料の価値だけでなく、 その過程で必要となる技

能についても認識を高めることを目指しています。 美

しい材料を活用し、 それゆえに熟練工を保護する手助

けをすることが、 私が踏み出す最初の第一歩です。 こ

の考えと共に、 世界の近代化に沿って歩んでいくため

には、 熟練工の技能は独創的なデザインや、 卓越し

た技術に結びつくように進化していかなければなりませ

ん。 それはものづくりの新しい技術を学び、 現場で実

践することを意味しています。 新しいアイディアを得る

ために、 私は 「ティンバライズ （都市木造） 建築」 を

唱える日本の木造建築のスペシャリスト集団に注目し

ています。

　結論として、 例え木材の再生や保存を地球規模で検

討することが現時点においてあまり一般的でなくても、

将来的に大きな問題に発展してしまう前に、 理想に向

けて小さな一歩から支援していく必要があると思いま

す。 次に起こり得る問題に備えて、 私は今ここからこ

の問題に取り組んでいきます。

著者 ： レケナ　セトハ

カンボジア カンポット　リバー　リゾート

LSA – ニロンハウス　 モデル 3D 画像 ： MPH-32-R & MPH-22-F. 

http://kampotriverresidence.com/villas/riverside-khmer-house.html
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多孔質都市のバンコク

　24 年前の 1995 年、 バンコクはニカ月にわたり大

洪水に見舞われました。 それは故プミポン ・ アドゥ

ンヤデート国王が、 バンコクで調整池計画の構想

を確立した時でした。 そのプロジェクトは、 ガムリン

プロジェクト （英語ではモンキーチークプロジェク

トと呼ぶ） と呼ばれました。 プロジェクトの狙いは、

雨水が海に向かって一気に流れ込まないよう一時

的に溜めておける、 または何らかの有効な目的の

ために放流するまでの間溜めておけるよう貯水地

域を設けることでした。 仕組みは、 サルが頬に食

べ物を溜めておいて、 お腹がすいた時に食べると

いうのと似ています。 以降、 調整池は数カ所に設

置されていきました。 しかし、 2011 年にバンコクは

再び大洪水に見舞われました。 バンコクを含む多

くの県が深刻な洪水に六か月間も悩まされました。

最初に調整池が設置されてから 16 年間、 何がどう

間違っていたのでしょうか ?

　何年も前に、 バンコクはチャオプラヤ川流域の

デルタ地帯にあることでタイの新しい首都となりまし

た。 しかしその時ですら、 バンコクの流域は大半

が海抜 2 メートルで街を流れるチャオプラヤ川より

も低くかったのです。 それにもかかわらず急速な都

市化によって、 建築よりもはるかに農地向きの地盤

の緩い場所に多くの建物が建てられました。 そして

多くの建物が建てられたことによって、 雨水の通り

道や雨水を溜め込む土壌が大幅に減少しました。

バンコクでは大雨が発生すると、 コンクリートの建物

が水の流れを遮り、 街には大量の雨水が溜まりま

す。 現代世界で成長していく首都にこの湿地帯を

選んだことは、現時点においては誤った選択であっ

たように思われます。

　世界銀行の報告書によると、 2030 年までにバンコ

クの 40％を占める地域は、 気候変動により水位が上

がることで水没すると予想されています。 毎年 4 ㎜ず

つの海面上昇に加え、 バンコクでは毎年 1 ～ 2 ㎝ず

つの地盤沈下も起こっています。 これらの数値を見る

と、 何らかの手立てが打たれない限り、 バンコクはこ

の現代世界における首都として理想的な選択肢とは

言えません。

　ランドプロセス社と N7A アーキテクツが設計した

チュラロンコン大学 100 周年記念公園は、 敷地内

に雨水を溜めておける場所を造ることで治水管理

をすることに取り組んでいます。 プロジェクトの施工

は 2017 年に完了しており、 バンコクの中心に位置

しています。 この公園では、 雨が降ると雨水が敷

地内の最も低い場所に流れるように設計されていま

す。 公園のデザインは、 地面の傾斜に沿って 3 つ

の構成要素に分けられます。 最初の部分は、 高く

した芝生の屋根で、 その下には雨水用のタンクが

あり、 溜まった水は乾季に最大で一か月間、 敷地

内の植物の水やり用に使うことができます。 その次

の部分は、 芝生の屋根からの雨水が流れてくる湿

地になっています。 設計士が公表したところによる

と、 この部分に植えられた植物は、 雨水の流れを

緩やかにし、 また濾過により雨水をきれいするとの

ことです。 最後の部分は貯水池で、 辺りで一番低

くなった傾斜の奥の部分に雨水が溜まります。 この

公園の敷地内で、 最大 100 万ガロンの水を溜める

ことができます。

　チュラロンコン大学 100 周年記念公園は、 モン

キーチークプロジェクトと同じ理論を使用して設計さ

れていて、 放出するまでの間、 雨水を設計空間に

溜めておきます。 このコンセプトは「多孔質都市ネッ

トワーク」 と呼ばれる社会的事業でも実践されてい

ます。 プロジェクトの目的は、 バンコクのような都市

に公共の緑地を造ることで、 治水や気候変動により

良く取り組むことです。 緑地空間の創出とは、 すな

わちコンクリートなどの既存の固い地表面を、 ため

池を管理したり、 運河を復元したり、 芝地を維持す

ることで、 保水性のある地面に変えることです。 多

孔質都市ネットワークのチームは、 地元のコミュニ

ティと協力して取組み、 またこの新しい空間で効率

的に生活をしていく方法について指南しています。

今日目にするコンクリートジャングルに代わって、 よ

り多くの緑地を造っていくことで、 街はいずれ多孔

質になっていくことでしょう。

著者 ： ワニーダ　シンガデーズ
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ダッカの運河の復活

　ダッカと言えば、 かつて東洋

のベニスをと呼ばれ、運河、湖、

河川、 そして美しい自然の風景

で有名でした。 ボート、フェリー、

小型船が行き交う大小さまざま

な運河がありました。 しかしその

景観は時と共に失われていきま

した。 2015 年に発行された 「デ

イリースター」 の記事によると、

ダッカの街の周囲の四つの河を結び、 街中を縦横

無尽に走っていた 54 の運河の内、 少なくとも 43

の運河は移民によって不法に占拠され、 結果とし

て街の自然下水システムはほぼ破壊しました。 そし

てそれは、 大雨が降るとほとんどの低地や道路が

水没するという事態を招いています。

　ダッカの水域を救うことは、 今や差し迫った課題

となっています。 ダッカに再び息を吹き返させるべ

く、 自然資産を保全し、 持続可能な政策や戦略を

導入する方法を考えなければなりません。

提案 ： 事例として、 運河沿いの不法占拠が見られ

る運河の 1 つであるラムチャンドラプル運河を選択

しました。 この運河は、 モハマドプル地域からアダ

ボール地域へ流れており、 東のカリアンプル運河と

西のトゥラグ川につながっています。

　このラムチャンドラプル運河は、 周辺の家庭から

出るごみと排泄物によって、 非常に汚染されていま

す。 廃棄されたごみの堆積とホテイアオイの群生が

運河の規模を収縮させることで、 新たな不法占拠

エリアを生み出し、 水上輸送に支障をきたします。

適切なモジュールを開発して滞留した水域を改善

し、 周辺地域を清掃し、 適切な廃棄物管理を行う

ことを同時に実践すれば、 運河は地域にとってまる

で静脈のような働きをします。 目標は、 スラムに暮

らす人々を強制退去させるのではなく、 労働力とし

て取り込み、 環境の改善し、 健康被害を減らすた

めに、 水域をきれいにすることです。

　このプロセスを通して、 死んだ運河が生まれ変わ

ります。 運河をきれいにすることで環境が改善され、

スラムの住人達の衛生問題を解決します。 運河に

流れを生み出すことで、 その周辺地域や地元の

人々により多くの利益をもたらしてくれるでしょう。 ま

た都会にオアシスが生まれ、 それは周囲に長期に

わたって良い影響をもたらすでしょう。 さらに運河

による水上輸送が導入することで、 道路の過剰な

交通量を緩和でき、 新たな雇用をも生み出すこと

が可能です。

　運河周辺の住民は、 釣り、 野菜の水上栽培で食

物の調達を行い、 余剰分を販売することで生計を

立てることができます。 様々な商業活動が運河沿

いに徐々に発展していき、 現在の最も見捨てられ

た地域は、 辺りで最も活気ある地域へと変貌を遂

げるでしょう。

著者 ： カニジ　ファティーマ
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持続可能な地球環境における再生と保存

　街は歴史を通じて絶え間なく変化してきました。

都市開発の過程は長く、 紆余曲折の連続です。

昔から今の発想へと展開する都市計画の軸と、 伝

統的から現代的へと推移する文化の軸の交わる点

で発展してきました。これらの発想の衝突と融合は、

構造、 形態、 景観について多様な特性を生み出

します。

　持続可能な地球環境の再生と保存のための手法

は一つだけではありません。 日本のように他の国々

でも再生と保存を実践した素晴らしい事例は数多く

あり、 私達はそこから多くのことを学んできました。

現在、 解体してから建設するという都市化のプロセ

スはもはや適しておらず、 地域を保護して再生す

るというプロセスが近代化社会で主流となってきまし

た。 環境改善、 機能促進、 歴史の尊重、 都市計

画の継続は、 大衆文化において主流の認識となっ

ています。

　私のレポートで中心なる内容は、 都市化の過程

及びデザインを変換する際に生じる 「空白のスペー

ス」 です。 デザインを再構築する方法は、 次の通

りです。 まず表面 （景観） を再構築することで、

街を一新し、 活力をもたらし、 且つ歴史的な記憶

を保存します。 第二に、 潜在的空間を有効化する

ため、 既存の空間におけるスペース配分を調節し

ます。 最後に、 点在する緑の空間を明確な線引き

と接続でもって複合空間に集約します。 以下に挙

げるニつの実践例で説明します。

実践例 1

「表面の再構築」 方式 ： 上海油罐芸術中心

　上海の徐匯区 （じょかいく） にある上海油罐芸術

中心は、 元々は黄浦江 （こうほこう） 沿岸の工業

地帯で、 閉鎖された空港用の燃料貯蔵タンク、 貯

水槽、 その他関連施設がありました。 担当の設計

士は、 その荒廃した産業遺跡を現代アートのテー

マを掲げた都市志向の文化施設に変換し、 また都

市の記憶がいっぱい詰まったこの工業地域へアー

ト関連の様々な機能を導入して、 黄浦江の西岸に

新しい地域活動と芸術センターを作り出すことを望

みました。 この芸術センターは、 主に 3 つの要素

で構成されていて、 つまりスーパーサーフェス （5

つの燃料タンクをつなぐ新たな人工地盤）、 都市の

森、 広場です。

実践例 2

「スペース合理化の再構築」 方式 ： 浦東新区 （ほ

とうしんく） の嘉虹コミュニティの入り口にある緑地

　再構築設計の主な方法は、 螺旋通路で繋ぐこと

によって、 既存の活動を最小規模で正しく有効に

活発にすることで、 既存スペースの可能性を広げ

ます。 移り変わりの中では、 慎重に設計した螺旋

状の通路を現地に設置します。 その螺旋通路はコ

ミュニティの境界線を調節し、 再規定して帰宅経路

を形成します。 同時に、 以前は分断されていた異

なる活動の場を繋ぎます。 螺旋通路そのものもま

た、 帰宅時に利用する人々を引き付けます。

著者 ： フー　シン
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エスコルタ通り ： マニラ旧市街の 「街路の女王」

著者：キャサリン　レオニン　アルメロ
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　マニラの旧市街であるエスコルタは昔、 イントラム

ロスに通じる VIP 用の通路として知られていました。

したがってそのエスコルタという呼び名は、 スペイン

語で 「エスコート / 護衛する」を意味する「escoltar」

に由来します。

　世界最古のチャイナタウン ・ ビノンド地区にあるエ

スコルタは、「街路の女王」として知られるようになり、

金融産業や商業施設の中心地で、 買い物客や飲

食店で賑わっていました。

　エスコルタ通りは建築物の宝庫で、 フィリピンにお

ける様々な建造物の発祥の地となっています。 小

さな通りでしたが、 フィリピンを代表する建築家フア

ン ・ ナクピルが手掛けたキャピトルシアターや有名

なクリスタルアーケード （ガラスの宮殿） のような歴

史的建造物が数多く並んでいました。

エスコルタ再生の闘い
　1945 年のマニラの戦いで、 エスコルタは大規模

な破壊を免れませんでした。 多くの建物が破壊さ

れ、 破損しました。 政府主導でエスコルタの建築

物再建の取組みが行われましたが、 それはその後

に長きにわたって続く再建の闘いの始まりでした。

この時は街の被害があまりに甚大だったため、 エス

コルタの復旧に十分な注意は払われませんでした。

長い間、 建物は外郭構造と下層階だけで建ってい

る状態でした。 その後 1966 年の再開発プロジェク

トで、 フィリピンナショナルバンク （PNB） 建設のた

めにいくつかの建物が取り壊されました。 これはエ

スコルタにとって重要な役割を果たしました。 その

後 30 年間、 街は活気を取り戻したのです。

　残念ながら、 PNB はパサイに移転を決めたため、

エスコルタは再び落ちぶれ始めました。 時間の流

れと共に、 通りのアイデンティティは薄れ、 建物は

崩壊していきました。 かつては華やかな街の中心

地だったエスコルタは、 地元の人々から忘れさられ

るようになり、 多くの建物が廃墟と化しました。

　新世紀になり、 新しいプロジェクトが始まりました。

今度は、 高層建築物の建設のために既存の建物

を取り壊すことが目的でした。 長い間、 エスコルタ

の建物は脅かされ、 ついに古い PNB やキャピトル

シアターまで取り壊されました。

　歴史的建造物の取り壊しが蔓延する中、 残って

いる重要建造物を保護する団体が設立されました。

今回はこれまでのやり方とは異なり、 文化的拠点と

して芸術家や起業家に新しく場所を提供するという

新しいアイデンティティでもってエスコルタを再活性

化させるという取組みです。

　マニラ中の芸術家やクラフト作家が 98B コラボラト

リーズ ・ サタデーマーケットに集まり、 作品を販売

したり、 講義や教室を開いたりしています。 また芸

術家達のコーワーキングスペースとして、 エスコル

タでアダプティブユース （適応型再利用） が開始

されました。 再生への取組みは大々的で、 毎年恒

例のストリートフェスティバルのようなイベントやお祭

りを開催し、 エスコルタを歩行者天国にして人々を

呼び込んでいます。 その他、 歴史的建造物巡りの

ツアー （実施団体 ： Conversation Society-Youth）

やスケッチ会 （実施団体 ： Urban Sketchers） を無

料で提供しています。

　このような様々な取組みを通して、 エスコルタは

徐々にかつての賑わいを取り戻しつつあります。

コミュニティと保存
　これまで多様な建築保存プロジェクトが実施され

てきましたが、 いずれも抜本的でなく、 長続きしな

いものばかりでした。 寂れた通りの再建には高い費

用がかかり、 投資家はそのような試みに興味を示し

ません。 しかしエスコルタを保存するための焦点が

替われば、 「街路の女王」 の保存への道はもっと

明るくなりそうです。

　「長年かけて分かったことは、 若者に歴史的構造

物、 そして地域やコミュニティを心から大切にしても

らうには、 その場所で彼らにとっての新しい思い出

を作ってもらうことが重要です。 つまり若者である彼

らが地域の擁護者になるということです。」 － 98B

コラボラトリー

　コミュニティを取り戻すことで、 本質的に建物に命

を吹き込みます。 ただ建物に手を入れるよりも、 よ

り自然に都市再生が続いて起こります。 この都市

再生法は、より複雑で長期を要することになるでしょ

うが、 コミュニティが本当に地域を大切にすれは、

大きな成果を上げる可能性が期待できます。 マニ

ラのように保存や保護のための基金が不足している

都市では、 過去を顧みないようなプロジェクトを排

除するために、 ボランティアや擁護団体が最も重

要になります。 私はこれが歴史的な都市にふさわ

しい都市再生法だと思います。



I | はじめに：

　地球温暖化は、 21 世紀に私達が直面する最大

の問題として注目されています。 2009 年に発行さ

れた統計データによると、 建設部門は世界の年間

CO2 排出量の内 23％を占めていました。

　世界経済の流れの中で、 建築は徐々に商業的

魅力の象徴のようになり、 それによって建築家の役

割もただ単に魅力的な外観を作り出すことへと変化

しました。 また、 この経済発展の傾向は、 次から

次へと様々な様式や新しい幾何学的なデザインを

考案して、 建築デザインを絶えず更新させてきまし

た。 つまりほぼ全世界的に新しい建物を望んでい

るのです。

　持続可能性とは、 私達が作り出すすべての人工

的な生活環境に関連します。 建物はすべて地球の

物と考えると、 資源は限られているため、 自ずと可

能な限り保存し再生しようとするのはごく自然な事

でしょう。 問題は、 商業的魅力を追求するために

既存の建造物をどのように調節し、 修正することで

適用していくかです。

　私は、 建設業界がますます多くの CO2 を排出し

ないようにするためには、 保存と再生が最も重要だ

と考えています。 未来を担う建築家として、私の 「活

躍の場」 は新しい建物を作るのではなく、 今後の

需要に合わせて既存のコンテクスト （事情や状況）

をもっと再調整していくことにこそあると思います。

そのことを心にとめて、 私は歴史的建築物を現代

のニーズに合わせて再利用したり、 改造したりする

分野を模索してきました。

II | ベトナムの事例 :

1. 最初の事例は、 18 世紀から 19 世紀のフランス

植民地時代に、 最大の造船所の一つであったバ

ソン地域における取り壊しです。 サイゴンの人々は

バソンの新しい開発に根強く抵抗しましたが、 取り

壊しは続行されました。 新興経済の観点において、

歴史的、 伝統的、 文化的価値というものは曖昧で、

おそらく経済発展を評価する上で最も重要な要素

は利益を生むかどうかでしょう。 古い建造物を解体

しなければ、 CO2 の排出量も抑えられるであろうと

市当局が考えていたなら、 何よりもまず既存の建物

を新規開発に取り込むという結論に達したことでしょ

う。

2.2 つ目の事例は、 ベトナム ・ ホーチミ

ン市を拠点に活動している建築事務所

「NISHIZAWAARCHITECTS」 が手掛けた改

築プロジェクトです。 サイゴンの中心地にある

ベンタン市場は、 かつてはたくさんの商人や

商業活動で最もにぎわっていた地域でした。

NISHIZAWAARCHITECTS に依頼された建物は、

築 100 年の建物で、 ベトナム統一後に新しく建て

られた 「ブロック」 住宅に囲まれていました。 広

告看板や人工的な壁画で埋め尽くされていたファ

サードは、 かつての外観を取り戻しました。 むき出

しになったレンガによって、 昔は黄色に塗られた壁

だったことが再発見され、 ファサードは植物と木製

の椅子を有するバルコニーで構成されました。 看

板をいくつか取り除き、 壁やその他の微細な介入

の内、 動かせるものは移築することで新たに設計

された空間は、 建設を最小限に抑えることでできる

限り CO2 排出量を減らしつつ、 お客さんを引き付

けることができました。 そして、 この種の介入によっ

て、 時が紡ぐ本来の美しさが驚くほど明らかになり

ました。 このプロジェクトは、 美的側面だけでなく、

持続可能性の面でも成功を収めていると思います。

著者 ： グエン　クイ　フー

持続可能な地球環境における再生と保存

ベンタンのレストラン
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　近年、気候変動の脅威により、ベトナムの建

築は更なる持続可能性を追求することが求めら

れています。このレポートでは、持続可能性に

関して興味深い取組みを実施しているベトナ

ムの建築事務所 2社を紹介したいと思います。

A21 スタジオとヴォ・チョン・ギア・アーキテ

クツです。この 2社の取組みについて、私自身

の観点に基づいて言及したいと思います。

　おそらくヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ

は世界的に最も名の知れたベトナムの建築事務

所であると思います。ヴォ・チョン・ギア氏は

東京大学で建築を学んだ後、2006 年にヴォ・チョ

ン・ギア・アーキテクツを設立しました。ギア

氏の作品の特徴は、竹を構造材として使用する

ことです。材料としての竹は、強く、しなやかで、

環境にやさしいです。また木材と異なり、はる

かに早く成長します。

 　　Bamboo Wing: https://votrongnghia.com/projects/bamboo-wing/

　

　竹に加えて、ギア氏は緑の木々をデザインに

組み込むことにも力を入れています。都市部で

は建物が密集しており、緑地が不足しています。

人々はどんどん自然から遠ざかり、コンクリー

トジャングルに閉じ込められています。このよ

うな状況に対して、個々の建物にそれぞれ木を

植えることで対処します。ギア氏は、ベトナム

で全面的な屋上緑化を成し遂げることを理想と

しています。

　ギア氏にとって、持続可能なデザインを作成

するためには、持続可能な職場を展開すること

が重要です。彼はその手段として、瞑想を挙げ

ています。ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ

では、瞑想の仕方を学び、毎日一緒に瞑想する

ことが職場で課せられています。建築家の仕事

には過度のストレスがつきもので、精神や身体

に悪影響を及ぼしかねません。さらに建築家の

仕事内容は、世界がどのように構造化されてい

くかについて多大な影響を与えるため、常に冷

静沈着であることが不可欠です。そのために瞑

想は非常に有効なのです。

　　　環境に拘り、職場に瞑想を取り入れている風変わりなベトナ
　　　ム人建築家 : http://cafef.vn/vo-trong-nghia-kien-truc-su-ky- 
                  di-nhat-viet-nam-20160623165558595.chn

　　a21 スタジオは、2009 年にグエン・ホア・

ヒエップ氏が設立した建築事務所です。彼は以

前、ヴォ・チョン・ギア氏の事務所で一緒に働

いていました。最小限の加工を施した周囲の材

料を使用することが彼の事務所の特徴です。ま

た、面白い形のスクラップを集めて、デザイン

として利用します。スクラップを利用する建築

物は、環境的に優れているだけでなく、美的に

も優れていると思います。時の経過が作り出す

唯一無二の表情を魅せるスクラップ材料を、巧

みに且つ慎重に使用することで、独特のノスタ

ルジックな美しさが引き出されます。

    The Cloud: http://a21studio.com.vn/?portfolio=the-cloud　　

著者 ： トラン　トゥアン　ハン

持続可能な地球環境における再生と保存－ベトナム特有の持続可能
な理論
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IV　ホームステイ
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　10 月 19 日と 20 日、 私は島岡さんのお宅にホームステイをしました。 島岡さん、 そのご

両親、 そして叔母さんが私を温かく迎えてくださいました。 対面した後、 島岡さんが住んで

いる奈良市へ連れて行ってくれました。 幸運なことに、 島岡さんは中国のことをよく知って

いて、 中国語も流暢に話されました。 中国を旅行することがとてもお好きだそうで、 たぶん

私よりも多く中国の街を訪問されておられると思います。 私においしい御馳走をふるまって

くださった島岡さんのお母さんにも感謝しています。 通常はお正月にしか食べないお料理

だそうです。 ホストファミリーの皆さんの手厚いおもてなしに感激しました。 次回日本を訪れ

る時に皆さんに再会できることを楽しみにしています。

 島岡ファミリー / フー　シン （中国）

　10 月 19 日と 20 日、 私は井尻さんのお宅でホームステイをしました。 井尻さんのお家

は京都府と大阪府の境にありました。 初日は、 大阪海遊館に行き、 サンタマリア号で大

阪湾を周遊し、 観覧車に乗りました。 ホームステイ中、 日本の伝統的な食べ物や飲み物

をたくさんご馳走してくださり、 また日本の伝統的な寝室でお布団で眠る体験もさせてい

ただきました。 ニ日目は、 舞子さんに変身という一生に一度の体験をしました。 また、 井

尻さんご夫婦は私を京都の伝統的な神社仏閣に連れて行ってくれて、 建築的局面や歴

史的価値、 そして建物にまつわるいろいろなお話を聞かせてくださいました。

 井尻ファミリー /A.A. ソナリ　エランディ　アベーシンゲ （スリランカン）

ホホホストファミリーの皆さんと一緒に過ごした週末は、 日本に一か月間滞在した中で最高の

ひとときでした。 幸運にも、 タイに数年間滞在したことがある堺さんのお宅にホームステイし

ました。 日本に来る前からそのことは知らされていましたが、 実際に堺さん家族に会ってみ

ると、 予想していたよりももっと気持ちが楽になりました。 ご家族の皆さんに温かく迎え入れ

ていただき、 とても感謝しています。 ホームステイ中に私の面倒を見てくれただけでなく、

実際にいろんな所を一緒に訪れたり、 時間を共有したりする中で、 日本の文化の様々な

側面を教えてくださいました。 また、 堺さんの同僚の方にもお会いする機会に恵まれ、 一

緒に観光をしたのですが、 とても親切にしてくださいました。 皆さんとの友情と一緒に過ご

したたくさんの思い出を一生大切にしていきたいと思います。

 堺ファミリー / ワニーダ　シンガデーズ （タイ）

　ホームステイプログラムで、 私は温かくて親切で、 素敵なご夫婦の高柴さんと一緒に素晴

らしいひと時を過ごしました。 ホストファミリーとして私を受け入れてくださり、 一緒に日常生

活を過ごしてくださったことに感謝しています。 建築家であり、 教師でもあるケンさん （高柴

氏） は、 第 2 次世界大戦中に兵士として戦ったお父様のお話を聞かせてくださいました。

また、 様々な日本の伝統、 日本の歴史、 建築や人生についてもお話ししてくださいました。

私も自分の国、 バングラデシュの文化についてご紹介しました。 そして仁子さん （奥様） の

おいしい手料理のお陰で、 私達の幅広く奥深い会話は更に盛り上がりました。 仁子さんは

ピアノの先生で、 私のためにピアノを弾いてくださいました。 私にピアノを教えてくださいまし

たが、 残念ながら私は下手な生徒でした。 日曜日には、 住吉の長屋、 住𠮷大社、 四天王

寺などあちこち一緒に訪れました。 その先々でケンさんから建築構造、 文化的背景や伝統

的背景を教えてもらいました。 高柴さんご夫婦と交わした知的好奇心をそそる会話、 そして

一緒に過ごした時間は一生忘れません。

 高柴ファミリー / カニジ　ファティーマ （バングラデシュ）
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　ホームステイをしたのは、 安藤プログラムの第 2 週目でした。 土曜日の朝、 伏見さんとその娘

さんの裕子さんと挨拶を交わしました。 是非とも私に大阪をいろいろ知ってほしいということで、

まずは大阪城へ向かいました。 また、 ご自宅の近所にある 「光の教会」 へも連れて行ってくだ

さいました。 そして木造建築に興味がある私のために、 地元のお寺と 「本物の木の家」 を提案

する中島工務店のモデルハウス区域へ車で一緒に出掛けました。 次の朝、 万博記念公園に程

近い裕子さんのマンションを訪ね、 ランチを一緒に食べました。 私のホームステイは、 地元の

お祭りでコーヒーを飲んだところで終了しました。 お 2 人が日常生活を送る中で私のために時

間を割いて、 大阪をあちこち案内してくださったことに心から感謝しています。

 伏見 ・ 松本ファミリー / レケナ　セトハ （カンボジア）

　ホームステイプログラムで水谷家に泊まりました。 このホームステイで一番特別だったことは、
とてもかわいらしい 2 人の男の子と一緒に過ごしたことです。 ホストファミリーと対面した土曜
の午後、 ホームステイ先へ直行する前に、 入江泰吉記念奈良市写真美術館へ立ち寄りまし
た。 その日の夕食に、 水谷さんのご両親がふるまってくださった手作りのお寿司は忘れること
ができません。 日曜日は朝食の後、 「光の教会」 へ行きました。 朝の日曜礼拝には間に合
わなかったので、 礼拝が終わるまで外で一時間近く待つ間、 教会の穏やかな雰囲気を楽し
みました。 ご一緒させていただいたお食事、 そして建築見学までの楽しいドライブに感謝し
ています。 ホストファミリーの皆さん、 私と時間を共有してくださってありがとうございました。

 水谷ファミリー / グエン　クイ　フー （ベトナム）

　私のホストファミリーは、 温かいお人柄のご夫婦でした。 私をまるで本当の家族のように迎

え入れてくださり、 「お父さん」、 「お母さん」 と呼ばせていただきました。 私達は八幡神社と

智積院にお参りしたのですが、 そこで着物を着て七五三をお祝いしている子供達と神前結婚

式を挙げているカップルを偶然見ることができました。 私にとって一番の思い出は、 夜一緒

にゲームをした時のことです。 花札の遊び方を教えてもらいました。 お 2 人ともとっても上手

で手強かったです。 私が着物の美しさに魅了されているのを見て、 お母さんは夜のパーティ

用にピンク色の着物を貸してくれました。 振袖の着物を着るのは初めての経験でした。 お父

さん、お母さんと一緒に過ごした時間は短かったですが、安藤プログラムの中で一番楽しかっ

た思い出の一つです。 私に第 2 の家族ができるなんて想像していませんでしたが、 お 2 人

にお会いできたことに心から感謝しています。

 森ファミリー / キャサリン　レオニン　アルメロ （フィリピン）

ホホームステイプログラムで、 私は野島さんのお宅で素晴らしい二日間を過ごしました。 短

い滞在期間でしたが、 野島さん夫妻とお嬢さんの知香さんにお会いしました。 皆さん、 大変

素敵な方々で思いやりにあふれていました。 初日は、 京都の古い神社や庭園を訪れました。

中でもとりわけ印象深かったのは、高台寿聖禅寺と圓徳院で、いつか再び訪れて丸一日ゆっ

くりと過ごしたいと思いました。 野島さんは日本の茶道に興味がある私のために、 茶道体験

を手配してくださいました。 さらに、 茶道の本をプレゼントしてくださって、 とても楽しく読ませ

ていただいています。 二日目の午前中は、 由美さん （奥様） と一緒に犬の散歩をしながら

近所を散策し、 それからたまたま開催されていた地元のお祭りに幸洋さん （野島氏） と参加

しました。 その後は、 大阪城や安藤氏設計の建物を巡って過ごしました。

 野島ファミリー / トラン　トゥアン　ハン （ベトナム）



　2019 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

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

株式会社くれおーる

サントリーホールディングス株式会社

積水ハウス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

レンゴー株式会社               
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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
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　　　　　　　　国際学部 / 文芸学部 /　  　教授　　　内藤　能

　　　　　　　　総合理工学研究科建築デザイン専攻、 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）

　井尻　誠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堺　広範　　　　　　　　　　　　　　　　 島岡　てるみ　　　　　　　　　　　　　　　

　高柴　健一郎　　　　　　　　　　　　　　　　　野島　由美　　　　　　　　　　　　　　  伏見　章子　　　    　　　　　　

　水谷　剛士　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森　傅　　　　　　　　　　　 　 

　　

OFIX 語学ボランティア

　岡本　佳奈　 　　　　　　　　　　　　　　　　　川西　綾乃　　　　　　　　　　　　　　 高畠　育子　 　

　立岩　三環子　　　　　　　　　　　　　　　　　常見　仁美　　　　　　　　　            山川　あゆみ　
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