２０１９年
（令和元年）１２月２日（月曜日）

（3）

公共建築は「共有財産」

社を誘致すると揉める﹂と

的 に 誘 致 す べ き で す︒
﹁神

神社は分祀制なので︑積極

自然とお祭りができます︒

だと誰かが掃除をしたり︑

にぎわい創出 最重要

建て替え横行
に 疑 問 符
日本には次世代に残すべき名建築が数多く存在する︒時代と共に育った建物は︑多くの思い出とにぎわいを
生んでいる︒まさに国民の共有財産に違いない︒しかし現代では建て替えが横行︒名建築でさえ存続が危ぶま
れる状況だ︒都内の葛西臨海水族園もその一つに挙がる︒そこで︑同施設存続を訴える矢板建築設計研究所共
同主宰の矢板久明・直子氏を取材︒建築エコノミストの森山高至氏との対談を通じて︑県内の名建築や長寿命
化の重要性を語ってもらった︒３人は経済理論では測れない共有財産の重要性を訴える︒目先の利益を追うの

ダイオキシンや相続税など

す︒残念ながら現代では︑

ティな仕組みだと思いま

と歴史の積み重ねを見据え

開発や新所沢は︑長い年月

街だと思います︒三富新田

にしか見えません︒それで 入れることで︑なるべく多

る﹂金融商品のような扱い 商店などを入れず︑住居を

ず︑単に﹁売れるから建て ると︑昔のように低層部に

久明 公開空地は容積が

だと風も強いですし︒

物や庇などがない︒臨海部

からは︑共有財産をいかに

にぎわいを生みます︒これ

るのです︒それが思い出や

うと考えて設計していまし

築を都民にプレゼントしよ

口さんは︑そういう公共建

す︒今回触れた三富新田開

神 的 支 柱︑ 誇 り に な り ま

寺のように︑われわれの精

そして葛西臨海水族園はど

発をはじめ︑県内名建築︑

公共建築とは多くの人と

た︒

れを挙げても︑時代に生ま

次につなげるかを主眼に置

れ︑次の時代も生き続ける

く必要があります︒このま

共有できる財産であるべき

であろう王道の建築ばかり

増される代わりに︑誰でも

です︒だからこそ︑安易に

なので︑現代建築として誇

利用できる公園や緑を設け

建て替えることなく︑長寿

れます︒あとは﹁思い出を

は住民と地域との結びつき く売るようにしています︒

命化を図ることで共有財産

つなぐ﹂ために守っていく

が弱くなり︑にぎわいが生 そんな建築では街にならな

の価値を高めるべきだと思

ことが大切です︒

ているため︑街の顔やコミ

います︒名建物は街を豊か

森山 建物は古くなれば

ュニティが形成される好例

にします︒所有者は建物を

必ず観光地になります︒古

の問題から減りつつありま

森山 葛西臨海水族園が

守り︑次につなげることが

ければ古いほど良いんで

す︒

まさに次世代につなげるべ

ミッションです︒これらの

までは 年１００年後に何

そこで私は﹁共有財産﹂

き共有財産と言えますね︒

思いは経済原則や収益だけ

街を評価する唯一

直子

んです︒

いが一切ないんですよ︒そ

んなものは都市ではありま

きた先人たちの知恵も壊し

の基準は﹁にぎわい﹂だと

ていまいます︒そのきっか

せん︒

まっています︒しかし︑東

雨の日は最悪です

ですもんね︒

歩いて楽しくない

京だけは国立競技場や築地

けを生んでいるのが税制だ

思います︒高層マンション

久明

すが︑その空間にはにぎわ

と言う言葉を使っていま

私は所有者でも何でもない

す︒特に水族園はクラシッ

といけないと思います︒

す︒建物一つ取っても︑み

ですが︑あそこに一度でも

では計れないものなんです

クになるべき建物です︒京

ます︒一見きれいに思えま

す︒

の下に︑にぎわいがあるで

んなの財産として考えるこ

行けば︑多くの人と共有財

直子

から︒

まれにくくなってしまいま いので︑本当に規制しない

ョンを見ていると︑そうい

し ょ う か︒ 答 え は ノ ー で

とが肝要です︒つまり︑貨

産を持つことになります︒

ですね︒最近の分譲マンシ

った仕組みが見受けられ

とても良い仕組み

ですね︒言ってみれば︑川

森山

越・所沢も人工的で新しい

す︒つまり街が死んでいる

幣としての財産ではなく︑

建築に携わる者なら︑建物

の建て替えなど近年拍車を

葛西臨海水族園長寿命化を
街の基準は「にぎわい」
次代生きるデザインを

資産として都市インフラと
森山

も残りません︒

建て替え計画“待った”

長寿命化で価値高める

取ることなく︑長い年月を

経ったから老朽化なんて論

かけて育てていき︑将来的

外です︒今ここで芽を摘み

います︒建物は育てていく

には大きくすべき建築なん

の重み︑次の時代につなげ

ものです︒完成当初は緑が

ですから︒

る責任も考慮すべきだと思

からこそ︑都が簡単に建て

ありませんでした︒そこで

直子 葛西臨海水族園の

あらゆる観点から守るべき

替え計画を進めるのはあり

長い月日をかけて植生する

建て替え計画は︑テレビや

名建築だと分かります︒だ

えない話ですよ︒

ことで︑今では森が形成さ

だ単にお金に換算して納め

久明 水族園は私も在籍

れています︒緑一つ取って

なさいと言うものです︒税

した谷口建築設計研究所で

ニュースにも出てきませ

す︒確かに︑お金に換算し

設計したものです︒水族館

も︑今までに大事に手をか

後

５５００万人を越えていま

す︒現在も年間１５０万人

が訪れ︑多くの人にとって

久明 名建築は京都のお

要素が多く詰まっていま

物を見ると惹きつけられる

もらうことが重要ですね︒

計画がを多くの人に知って

からこそ︑まずは建て替え

﹁えっ﹂と驚かれます︒だ

ブームの先駆的存在で︑築

て経済活動が活発する観点

気で壊していきました︒お

ん︒計画を知っている人は

るであろう王道のデザイ

金になるなら︑建て替えれ

けてきたのかが分かりま

ン﹂ですね︒これはオペル

世紀に

いた時には︑多くの財産を

年間の累計来場者数は

制 改 正 が 進 み︑
﹁

失っているのではないでし

少 な い で す︒ 人 に 話 す と

だと︑ある意味機能してい

現在︑本来クラシックにな

ば良いと言う考え方になっ

かけがえのない思い出︑共

有財産となっています︒谷

く︑下が抜けてて風が通る

古いほど高い価値
現代建築に誇りを

す︒

デザインの中では最高の評

年

都のお寺に比べれば︑まだ

まだ名所旧跡として種子の

ね︒公開空地だと小さな建

値だけで見るのではなく︑

ようなものなんです︒

同感です︒貨幣価

して共有すべき財産と捉え

と思います︒三富新田を例

デザインの価値や立地の凄

今までの思いの蓄積や時代

にすると︑相続税は︑知恵
や思い出がどれだけ込めら

さ︑江戸川区の象徴など︑

小泉政権で容積率

いることは﹁クラシック﹂
を見直して︑割増容積を与

れていようが関係なく︑た

久明

かけて酷い状況です︒

く逆です︒誘致しないから
です︒つまり﹁時代に生ま
えたことが一因だと思いま

私が常に意識して

コミュニティの核がなくな
れて︑次の時代も生き続け

久明

ろから︑ほぼいらっしゃっ
り揉めるんです︒

いう話が挙がりますが︑全

た人たちが造った街です︒
たんですね︒まだ若い街で

久明 そうなんです︒新
移り住んで︑かれこれ 年

所沢は昭和 年代に造られ
ありながら︑造り方が良か
ったため︑住民にとっての

になりますが︑住みやすく

江戸の三富新田開発
循環型農村の手本に

実に快適な街です︒

森山高至氏

故郷になっているように感

争で大部分が焼け野原にな

は倉がなくなった﹂なんて

れが今まで蓄積してきた財

りました︒戦後︑生き延び

話もあります︒

産を壊してしまいます︒一

ると言えます︒しかし︑そ

方は長寿命につながりま

時的に経済は潤うかもしれ

れをやりすぎると︑われわ

た話に三富新田開発があり

す︒奇をてらったものやフ

クラシックの考え

ます︒これは江戸時代︵１

ァッションではなく︑時代

直子

価に当たります︒

久明 夏になると神社で

６９４年︶にできた農村計

た建物が本当に貴重だと言

市長の孫から聞い

盛大な祭りが開かれ︑とて

画です︒川越藩から江戸の

ないが︑将来どの程度それ

うことを忘れてしまい︑平

久明

もにぎわいます︒正月には

として残っていくもので

が続くのか怪しい︒気が付

とに︑畑・雑木林の面積が

てしまっていますね︒現在

日本の都市は︑戦

初詣で多くの人が訪れてい
食糧供給基地としての命を
す︒

均等な短冊型に並ぶ地割な

ょうか︒

の高層マンションを例にす

森山

ます︒
受けてできました︒農家ご

ね︒と言うのも︑私はまち

るべき現代建築がどんどん

お金に換算するだけで物

そういう意味では

づくりを手掛けるとき︑神
ので︑循環型農村が形成さ

事を考えると︑長年培って

森山

社誘致を勧めています︒公

壊されていますね︒地方都

ところが良いですね︒ちな

す︒

近年は︑一部の人

た建築が増え︑多様な人々

や業界だけを評価対象にし

森山

名建築は厚みがある
知恵と思い出の蓄積

みに手前味噌になります

が︑１９９９年に私が手掛

けたケアハウスリバティー

ガーデンが西武ドームとと

もに埼玉景観賞を受賞しま

それは凄いです

を惹きつける要素を持たな

森山

した︒

ね︒西武ドームで重要なの

い建築が増えてしまってま

す︒

は︑竣工後 年ぐらいが経

過し︑今後も末永く使える

性︑人の気持ちをどう集め

は︑近代建築の手法で公共

すねよね︒まだ行ったこと

森山 とても有名な家で

みんなが感激します︒

さんの自邸です︒行った人

久明 所沢にある阿部勤

がリビングのちょっとした ︻盈進学園東野高等学校︼

ないので︑つながった部屋

ます︒部屋ごとの仕切りが

途は非常に曖昧に作ってい

は強いんですが︑部屋の用

直子 確かに骨格として

例だと思います︒

う︑長寿命化を実現した好

持管理や継続使用できるよ

が評価できます︒今後も維

工夫をいろいろ用いたこと

屋根をかけるのか︑知恵と

す︒昔の建物にどうやって

を与えるんですよ︒

す︒その厚みが人々に安心

な厚みが積み重なっていま

人々の思いなど︑さまざま

型ではなく︑先人の知恵や

たものばかりです︒単なる

心に残り︑支持を集めてき

ます︒まさに多様な人々の

まで残ってきた理由があり

型って言うのは今

いデザインだと思います︒

るかを考えた人ですね︒前

がないんですが︑どういっ

久明

あらゆる製品は工場を通じ

川さん以前の公共性と言え

ように屋根をかけたことで

すが︑当時の最先端の思想

て世の中に出回るため︑社

ば︑神社とかお寺の伽藍ぐ

余白になったりまします︒

でしょうか︒

でできた画期的な建物にな

会に大きな影響を与えるも

た点に感激するんですか︒

︻中心のある家︼

ります︒工場建築なのに市

のです︒その工場自身がし

らいしかなかったと思いま

けじゃくて︑空間の使い方

めたグッズが溢れていて︑

ます︒それに阿部さんが集

この空間は﹂と引き込まれ

良 い ん で す よ︒﹁ 何 な ん だ

久明 あまりにも動きが

かになっています︒

で︑ここの街区がとても豊

に角地に緑地帯があること

つながっていますね︒それ

使い勝手と視線が緩やかに

晴らしい︒古典的な日本の

品は目を丸くするぐらい素

ァー・アレグザンダーの作

てくれた︑このクリストフ

出たアレグザンダーは︑ま

そういった意味で︑最後に

しょうか︒

開発に通じるんじゃないで

お話に挙がった三富新田の

森山

聖地霊園はどれだ

久明

埼玉県であれば︑

箱 に な ら な い よ う 工 夫 さ ︻前川國男２作品︼

います︒見ていて何だかホ

いものがうまく形になって

姿で︑誰もが受け止めやす

か︑みんなの思いを紡ぎだ

ばかりでした︒愛情と言う

て︑どれもホッとするもの

まで県内名建築を見てき

ールな目で見るとメルヘン

と思います︒

を見事に具現化した作品だ

しているように感じます︒

ていて素晴らしいと思いま

な感じもするんですが︑実

これは実際に行っ

けます︒みなさんはどの点

す︒ 完 全 ク ロ ー ズ で は な

森山

ッとしますね︒

い建築です︒

が居心地良く感じているん

森山

久明

も素晴らしいと思います︒

どれも興味深いものばかり

久明 現在の西武ドーム

てみて衝撃を受けました︒

さにみんなの記憶・思い出

森山

民ホールのような印象を受

っかりとした精神を持って

す︒

建物と建物の空間が良く考

です︒

は池原さんが造った後︑鹿

学校なのに村みたいに造っ

作品は︑今見ても素晴らし

けるデザインが特徴的で

いなければなりませんね︒

えられているので︑見ただ

森山 配置も少し変わっ

島建設が屋根を増築したも

ている点が特徴ですね︒ク

産業資本になりま

す︒単に生産現場みたいな

使えればいいでは︑いけま

けで名建築とうなります

ていますよね︒一般的な宅

のです︒池原さんの当初デ

森山

工場を建てるのではなく︑

前川先生の埼玉会館と博物

ね︒

地ながら︑斜めに振ってい

ザインは丘陵と一体となっ

この考えは最初の

工場なのに景観・デザイン

せん︒

れ︑スカイラインを細かく

館が︑まず出てきます︒前

ますし︒写真でだと形式性

森山

が︑現在も一向に古びない

が考えられています︒大き

割っているのが特徴です

川先生の作品は風雪に耐え

として︑新宿紀伊国屋があ

の強い空間という印象を受

森山さんが推薦し

る こ と が で き ま し た︒
﹁日

ことに今改めて凄さを感じ

く︑使い勝手が物凄く良い

ね︒現在︑工場に対してこ

りますが︑いつ行っても思
同感です︒実は最

その通りです︒今

んです︒駐車場からお墓ま

こまで思い入れを持って建

る力強さと︑何年経っても

い出と今の風景が変わらな
久明

強さをどう作るか﹂を最初

久明

での距離や水回りなど︑使

古びない凄さがあります

な建物ですが︑形が単純な

う人の事を隅々まで考え尽

築する会社はなくなってし

ね︒そして﹁公共建築の力

久明

本にもこんな建築があるん

ています︒

け月日が経とうが︑全く古

くした設計になっていま

まいました︒

見た目だけでな

くならないんです︒大学生

す︒また宗派を越えて普遍

をもらいました︒

の頃︑設計者の池原先生が

的に落ち着ける建物だと思

初に名刺を持った事務所

に意識された方だと思いま

︻西武ドーム︼

新入生に聖地霊園を紹介す

が︑谷口吉郎先生の谷口建

さらに有名な作品

る時間がありました︒学生

います︒
く分からなかったんです

前川作品は建築だ

だ ﹂ と 感 動 し︑
﹁建築家と

築設計研究所でした︒この

30

じます︒

建て替え計画がある葛西臨海水族園
直子

︻秩父セメント第２工場︼

20

素晴らしいです

秩父セメント第２工場
時代は何が凄いのか正直よ

⑦

森山 新所沢ができたこ

建築エコノミスト

20

所沢聖地霊園

市は不景気で開発がまだ止

池原義郎、鹿島建設増築
矢板建築設計研究所

れます︒まさに住むための
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知恵であり︑サステナビリ

1985
盈進学園東野高等学校
してやっていこう﹂と勇気

埼玉県立歴史と民族の博物館

森山

す︒
まさに前川さん

た 衛 星 都 市 に な り ま す︒

ではなく︑長期的なにぎわいを求めなければ︑日本に明日はない︒
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﹁次の住環境をどうする

矢板直子（やいた・なおこ） 鹿児島県出
身、1958年９月生まれ。日本女子大学家政
学部住居学科卒。アーキブレーン建築研究
所を経て、2002年に内田直子建築研究所設
立。05年より矢板建築設計研究所共同主宰
を務める。所沢市在住。
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建物名
竣工年
① 所沢聖地霊園礼拝堂・納骨堂
1973
②
秩父セメント第２工場
1956
③ 埼玉県立歴史と民族の博物館
1971
④ 立教学院パウロ礼拝堂
（チャペル） 1963
⑤
埼玉会館
1966
⑥
中心のある家
1974

設計者
池原義郎
谷口吉郎+日建設計
前川國男
アントニン・レーモンド
前川國男
阿部勤
クリストファー・
アレグザンダー

園だと後々誰も管理しなく

骨堂︼
久明 聖地霊園は心情的
に心に一番残る建物です
ね︒大学院の頃に米国へ旅
行し︑良質な都市建築を見
てきました︒帰国後︑東京
の風景を見ると﹁街を美し
く快適にしよう﹂とする考
えが見受けられないので
す︒失望する中︑聖地霊園
を訪れると︑とても素晴ら
しく︑近代建築の良心を見

秩父セメント第２工場も高評価

なります︒ところが︑神社

１位は所沢聖地霊園
︻ 所 沢 聖 地 霊 園 礼 拝 堂・ 納

県内名建築番外編
矢板建築設計研究所、森山氏が推薦 県内名建築10選

か﹂という熱き想いを持っ

矢板直子氏

次を見据えた新所沢
快適とにぎわい生む

矢板久明（やいた・ひさあき） 栃木県出
身、1955年５月生まれ。東京大学大学院修
士課程修了。82〜93年に谷口建築設計研究
所所属。94年に矢板久明建築設計研究所設
立。2005年より矢板建築設計研究所の共同
主宰を務める。所沢市在住。
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矢板建築設計研究所共同主宰

森山 矢板さんは新所沢

矢板久明氏
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森山高至（もりやま・たかし） 1965年岡
山県生まれ。早稲田大学建築学科卒、同大
学政治経済学部大学院修了。建築設計事務
所主宰。建築エコノミストとして、公共事
業へのアドバイスなどを行う。各メディア
でコメンテーターとしても活躍中。

左から森山高至氏、矢板久明氏、矢板直子氏

にお住まいだそうで︒

矢板建築設計研究所共同主宰

建築エコノミスト

矢板久明・直子 × 森山高至

矢板建築設計研究所共同主宰

次世代に残すべき名建築を考える。
対談企画

