
藤村｜そもそも、なぜコンピュータ・プログラム（機械言語）を教えたり、使ったり

するんでしょうね。

田中｜それに対する第一の答えは「作品と同時に文法が生成できるから」。そ

もそもデザインするとか、ものをつくることの当事者的な目標は、「自分の文法を

作ること」なんじゃないかと思う。

藤村｜松川さんはどうですか。

松川｜例えば自然言語と機械言語の対立で言うと、自然言語＝複雑性、機械

言語＝単純性といわれるけれども、実は、ものをつくる時にこれは逆転するんじ

ゃないかと思っていて、自然言語を用いる設計は、より単純化、抽象化する方向

に流れると思うけど、機械言語を用いる設計は、機械が持つ単純性を暴力的に

用いることによって、総体として複雑性を実現できる。そのためにコンピュータを

使っているんだと僕は自覚しているんですよ。

田中｜よく藤幡正樹さんとかも言ってるけど、自然言語で曖昧な現象を説明し

ようとすると、「内のような外」とか、「パブリックのようなプライベート」とか、そう

いうトートロジーか矛盾を含んだパラドックスでしか言えなくなる。現代はそう

いう局面が増えている。それを徹底していくとよくある建築家の文学的表現み

たくなっちゃうわけ（笑）。ところが機械言語は矛盾を含んだまま運転させること

ができるんですよね。パラドックスに回収されないで、別の次元に飛び出す確率

が非常に高い。

松川｜そうそう。例えば「開いていながら閉じている」というのは、Aさんにとっ

ては開いてるけど、Bさんにとっては閉じているとか、ある一瞬閉じているように

感じるけど、次の瞬間には開いてると感じたりとか、すべては同時に起こってい

るわけではない。ルビンの壷みたいに、ああいうゲシュタルトが転換する瞬間と

いうのが、主観によってどんどん切り替わってくるのと同じようなことが、機械言

語を用いて、論理的に構成でき得るんじゃないかという仮説をもっている。

藤村｜例えば田中さんは「都営大江戸線飯田橋駅（設計：渡辺誠）」の設計を手

伝っていらっしゃいましたよね。あの時はどういった課題があって、どういったこ

とが問題になっていたんですか。

田中｜「飯田橋駅」では、アルゴリズムでこういうことが解けるということを示せ

たと思います。ただ、そこで立ち返って、それを使って「何を解くのか」という初期

設定を考え直さないといけないとも思いました。「形態生成」ではないアルゴリ

ズムの使い方があるのではないか。

松川｜「アルゴリズム」って問いの立て方のセンスがすごく問われる。これまで

の「センス」というのは、どう解くかというところに問われたんだけど、これから

の設計はどう問題を立てるかというところに問われるよね。

田中｜解くのはコンピュータに任せちゃう、と。それができることは大体わかっ

てきている。

藤村｜形態の生成だけでは物足りないとするならば、どういうストーリーにコン

ピュータ・アルゴリズムを位置づけますか。

田中｜それがね、実はよく分からないんですよ。最近は「アルゴリズムを使って

設計する」ということには、あまり興味がなくなってしまったんですよ。それより

も「アルゴリズムを感じることができる空間を設計する」ことの方が大事なよう

に今は思うんですよね。

藤村｜それは具体的にどう違うんでしょうか。

田中｜最初の話は、アルゴリズムが何かを設計するツールであったり、手段で

あったりするわけですよ。でも別の見方をすれば、ア
．
ル
．
ゴ
．
リ
．
ズ
．
ム
．
的
．
な
．
見
．
方
．
で『世

界を認識する』ということも、だんだんできるようになってくるわけ。例えば大学

で授業をやってたりすると、直接アルゴリズムを使って何かをつくるのとは別の

次元で、アルゴリズム的な世界の把握というものが学生のつくる作品に出てく

ることがあって、そっちに興味がある。

松川｜それって表裏一体の話で、機械言語をとことんまで用いることによって、

自然界の複雑なことが実は裏側に単純なアルゴリズムが潜んでるというのが見

えてきたりとか。それが見えてくるようになると、今度はそれを生かして、逆にち

ょっと少ない力を貸してあげることによって、自然界の裏側のシステムをちょっと

動かしてあげよう、というような野心が生まれる。

田中｜だから必ずしも設計の方法論だけじゃないんですよ。こないだ松川と話

したのは、アルゴリズムは認識と知覚の方法でもあるということ。

松川｜ここのところ、すごい小さい環境で、僕とそれ以外の関係を見るための

インターフェイスを作っているような感覚があるので、ずっと「インターフェイス」

「インターフェイス」って言い続けてきたけど、だんだん突き詰めていくと、僕と環

境との境界の話になる。

田中｜「自分」という境界しか信用できないんでしょ。それまで社会をマクロ的

にみて「ここに線を引きましょう」「ここに線を引きましょう」って集合論的に分け

てたんだけど、それが無効化されてしまったようなメンタリティが最近ある。

藤村｜それ、若い世代には特にありますね。

田中｜でも学生をみていると大部分がそういうメンタリティですよ。例えばパブ

リックとプライベートについても、空間的に、それらを分離することはできない

と。

藤村｜だからちょっと前の情報空間論でも、個人情報とそうでない情報の区分、

パブリック／プライベートという境界が重要視されていましたけど、今は梅田望

夫さんがいう「あちら側」と「こちら側」の境界に問題が移行したと思うんですよ。

松川｜それはわかる。

田中｜わかった、わかった。その問題意識はいいと思うよ。パブリックというの

は見えない次元に飛んでいったと。だったら、そのときの「こちら側」と「あちら側」

をうまく言い換えてみてよ。僕の世界観では、「社会」というものは、人間とコミュ

ニケーションによって構成されている、でも社会の外側にある「世界」というの

があって、僕はそこを結構ロマン主義的（?）に信じてるわけ。

最近宮台真司さんと話す機会があって、最近の文学は「世界」の表現ばっかりで、

「社会」との関係で「世界」を断念するというのが本来の表現の力であったもの

が、単純に「世界」を肯定するというのが最近多いというわけですよ。

藤村｜宮台さんがよく批判する「セカイ系」ってやつですね。

田中｜そう。でも、僕がtEntでやろうとしていることというのは、人と世界との

関係を社会的に共有するってことなんですよ。だから要するに道具を通して世界

を観測する経験を共有するということなんですよ。そこにいろんな痛みとか、いろ

んな社会的なイメージの困難さとかを感じている。それが僕のリアリティなわけ。

藤村｜松川さんどうですか？

松川｜僕はね、社会も世界も僕との境界でしか見れないんだよね。

藤村｜まさに「セカイ系」ですね。

松川｜「近傍」って言っちゃうと盲目的な響きがあるのかもしれないが、その「近

傍」の莫大な「量」と「時間」によって、世界の大局的なパターンが見出せないか

なと思っている。それは結局、「関数空間」でやってるアルゴリズムの世界観と全

く同じなんだよね。

田中｜建築って、大学ではあまり「法規」とか習わないじゃないですか。社会に

出ると突然、「法規」とか、「施主とのコミュニケーション」だとか、いわゆるコード

的な問題がすごく発生して、それを「リアリティ」として受け止めますよね。藤村君

は学部の教育にもそういうコード的な内容をもっと採り入れるべきだと思いま

すか？

藤村｜採り入れるべきではない、ということですか。

田中｜例えば、学生の「アイディア・コンペ」ってあるじゃないですか。そこでは必

ずしも建物の形をとらない空間的なイメージが出されますよね。僕はあれ、すご

い好きなんですよ。ところが、社会に出て、ああいう学生のアイディア・コンペ的

な空間的イメージを実現するような仕事をする人ってほとんどいないですよね。

それはもちろん職業としてそういうものが成立してないってのが非常に大きい

んだけれども。僕はそういう職業をつくりたいんです。

松川｜それをやり続ければいいと思うんだ。そういう主観を主題にした個別的

な試みが、マイノリティとして追いやられずにそのまま掬い上げられる社会的な

機構が「web2.0」だと思うわけ。

藤村｜田中さんは「人と世界との関係を社会的に共有する」って言ってましたが、

そのへんどう思いますか。

田中｜建物をつくる時の既存のコードの上には、別に乗らなくてもいいと思う。

それより自分でコードを作ればいい。法規とか景観法だとか、ああいったことに

従順である必要ってないでしょ。

「ユビキタス社会のパブリック・スペース」とか、SFCの情報系の学生もああいう

建築のコンペ出してるんだけど、建築の学生はあれに対してどうやってレスポン

スしているんだろう。ああいうテーマに関してリアリティを感じてしまう人が、建

築家と名乗らなくても、パブリック・スペースのトータルなデザインとかに踏み込

めるような、そういうパスを僕は作りたい。

藤村｜それは全く共感しますよ。さっきから、「おまえのやっていることは違う」

という感じですけど、何がそんなに違うんですかね。

松川｜やっぱり「社会的な諸条件を解いていくと一個の解が導き出された」っ

てところの胡散臭さかな。

田中｜例えば建築の人って「解く」ということを非常に美化していうじゃないですか。

藤村｜そういうひともいますね。

松川｜「そういう人もいます」っていうのは「自分はそうじゃない」ってこと？

藤村｜そうです。そこが伝わらないですか？

松川｜「アジェンダ・セッティング」がいまいちうまくいってない。何か別の言葉

で説明するとしたらどう説明します？これまでの説明の印象だと藤村の方法論

は「条件が与えられて、それを最適解で解きました」って受け取れちゃう。

藤村｜デザインプロセスは大きく二通りのパタンがあるとすると、いわゆる「作

家」のデザインというのは、こういう多様なインプットを単一のアウトプットに収

斂させていくために、プロセスを通じて単一の図式に回収してしまうイメージが

あるんですよ［a］。それこそセンスなり、インスピレーションなり、内面的な理由

で単一の主題に文学的・階層的に回収していく。これは全然複雑じゃなくて、た

だの単純化ですよね。それに対して複数の図式が複数のまま並んでいく、とい

うような、工学的で、並列的なプロセス［b］もあると思うんですが。

松川｜情報デザインのボキャブラリーでパラフレーズすると、［a］は「手続き指

向型プログラミング」、［b］は「オブジェクト指向型プログラミング」になると思う

んだけど、何が違うかっていうと、「手続き指向型」はひとつのプログラムで問題

を順に解いていくんだけど、「オブジェクト指向型」は小さくて単純なプログラム

がたくさんあってその相互作用によって複雑な問題を解いていく。

田中｜こういう方法［b］で設計をやりたいんだったら、コンピュータ・アルゴリズ

ムは有効だよね。

藤村｜その意味するところがうまく伝えられずにいるんですよね。

田中｜僕はこれまで参加したいくつかの建築プロジェクトの経験を経て、そも

そも与条件が「社会」からもたらされるってところが半信半疑で、与条件を見つ

けてくるにはコンピューターを経た世界に対する認識とか、着眼みたいなものが

重要じゃないかと思ったわけ。

藤村｜その「着眼点」というところに「アルゴリズミック・デザイン」の可能性があ

るんじゃないですか。そのときに「個人的な経験」とか「社会的な規則」といった

条件の種類に必ずしもこだわる必要はなくて、「与条件」ってフラットに言っちゃ

えばそれでいいと僕は思うんですよ。与条件のピックアップにとりあえずの順番

があるけれども、最後は全て等価に並べてしまえばいい。「K PROJECT」の

ときは、そういう並列性を押し進めよう、とやっていました。

松川｜写真をこうやって直線的に並べちゃうと階層的に見えちゃうからさ

［fig.7］、この与条件に対してこういう解法があって、この与条件に対してこうい

う解法があって、っていう関数ひとつひとつのクラスの定義が見えてくるともっ

と分かりやすいかな。

藤村｜なるほど。僕としては、ひとつひとつのプロセスは全部自立的で、等価に

並べた状態を建築的に表現しているつもりなんですけどね。

松川｜「関数空間」てまさにこういうことだよ。

藤村｜そうですよね。だから松川さんには「最適解を誘導した」とか誤解された

くないんですよ。もちろん、そういう「フラットなプロセス」みたいなものはみか

んぐみなどユニット派世代の建築家たちが表現してきたとされているけれど、そ

れをもっと建築的に追求できるのではないか。

田中｜最近、コンピュータを使ってやっていることは、『ある解（ゴール）』への「誘
．

導
．
」ではなくて『ある種（シーズ）』を「栽培

．．
」して育てていく感覚にとても近いと感

じてます。

藤村｜「誘導」っていうのは、「アルゴリズミック・デザイン」に何かオートマチック

なイメージを重ねたように聞こえますね。

松川｜常にフィード・バックを与えないとだめなんだよね。

田中｜育ってる時にも関数を変えてやったり。

松川｜その「手をかける」っていうイメージが大事。そういう意味では難波和彦

さんの「箱の家」は建築単体にとど

まらずに、「箱の家」ってシステム全体

でメンテナンスが行き届いてる感じ

がする。

田中｜普遍的な都市なんてなくて、無

数に都市はあるとすると、それぞれの

都市に合わせてそれぞれのソフトウェ

アというか、アルゴリズムを書かなくて

はいけなくて、しかも各プロジェクト同

士が難波さん的に連続するとか、農業

でいえば品種改良するとか、そうやっ

て維持しなきゃいけないわけだよね。

藤村｜やっぱり「アルゴリズム」って、オ

ートマチズムとかモジュールのイメージ

がありますよね。

松川｜どっちも決定論に基づいてい

る。

藤村｜フィード・バックについての議

論が抜けてしまうと、単なる「コンピュ

ターライゼーション」の話でしかなくっ

て、社会との関わりでアルゴリズムを用いる、という話になかなか繋がらない。

松川｜僕自身は、やっぱり親が死んで、子供ができて、つくづく自分が死ぬまで

の時間以外のことも考えなければならないってことを思うようになった。それを

考えても今の社会システムとか、流行とか、移ろいやすいものに立脚するのは、

ものすごい危険なんじゃないかと思っていて、その時々は決定を下さなきゃい

けないのは事実なんだけど、その「決定」という行為そのものを相対化するよう

な、メタレベルのシステムを築くことが、とても重要だと思う。そういう意味で石

山さんとか難波さんとか、ああいう開放的な技術の視点に接続できるんじゃな

いかな。

田中｜だから今、「あちら側」と「こちら側」で、パワーの配分が著しく不均衡にな

ってしまっていることを問題視する人と、「まあ、それでもいいんだよ」という立

場と分かれちゃっているけど、例えば、任天堂の「Wii」とかって必ずしも誰かが

作った制度の上で戯れているだけではないんだよね。もっと別のものと接続し

て戯れていると考えることもできる。重力とか。

藤村｜「こちら側」の個人はいろいろな方法で「あちら側」に接続

できる、と。

田中｜情報技術というのは本来、「あちら側　世界のバーチャリ

ティ（潜在的可能性）」を自分なりに再発見することを支援してくれるツールだよ。

それを創作にまで持ち込めば、自分なりに「こちら」と「あちら」を行き来するた

めのメタレベルのシステムを構築して、それを他者と共有していくことも可能だ

と思います。

藤村｜先ほどの「箱の家」の例だって既存の工業製品を使っているわけで、見

方を変えれば「こちら側」での展開だといえますよね。でも「箱の家」という、シ

リーズ的な展開の仕方

がフィード・バック・ルー

プを誘発する役割を担

っていると捉えれば、

「あちら側」への介入だ

と捉えられる、というこ

とですね。

田中｜少なくとも情報

分野ではミドル・ウェア

の設計をしたりとか、A

PIとかいろんなやり方でgoogleとgoogleユーザーの中間層を厚くする、と

いうことが議論されている。

松川｜同じように「こちら側」「あちら側」の境界そのものをメタレベルでコントロ

ールできるシステムを構築するのが、これからの建

築家の役目だと思うんだよね。

藤村｜「神奈川工科大学の工房」のデザインプ

ロセスでは、特注のコンピューター・アプリケーシ

ョンでのスタディされたそうですが、それはどういったきっかけで始めたんです

か。

石上｜まずは「均質なグリッドでやってみよう」というところから始めてみて、そ

れを大学側にプレゼンテーションしてみたら「フレキシビリティがない」という話

をされたのでベクターでグリッドを多少崩す、というところでやっていたんですけ

ど、やっていくうちに、グリッドの均質さからつくりだされる空間のストラクチャ

ーみたいなものが不自由に感じられるようになってきて、ルールがあるようでな

い「曖昧な空間」というのを極端に押し進めた建築は今までなかったんじゃな

いかなと思うようになりました。

最初は具体的な空間を思い浮かべるのが難しかったので、ひたすら模型をつく

っていました。その模型を見ながら手書きでプランをトレースしてみて、実際そ

の模型にどのような空間が生まれているのかを分析していたんですけど、それ

は「平面図を描く練習」に近かったように思います。そういうことをしているうち

に、だんだんと、点でつくられた平面図から実際の空間を想像できるようにな

ってきて、ようやく、普通に建築のスタディができるようになってきて、今度は模

型からではなく、逆に手書きでプランのスタディをするようになりました。手書き

の方が、点の大きさとか、向きを簡単に描くことができたので、CADよりも早かっ

たんですね。そういう手書きのスタディに慣れてきた頃にはもう、ベクターには

戻れるような状態ではなくて（笑）。

例えばベクターで点を1個描くにしても、角度を入力しなければならなかったり、

手書きでスタディしているときには、ある程度いろんなことが頭の中で同時に進

めていけたのに、ベクターでやるとベクターなりのフォーマットに一回翻訳しな

ければならないじゃないですか。それがちょっと苦痛だなあというふうに思って、

もうちょっと自然にスタディができないかなあと感じるようになってきました。

藤村｜で、徳山君が呼び出されたと（笑）。

徳山｜2006年の正月くらいに。「設計期間もあるし、何かできるんじゃないか」

って、最初はざっくりした感じで。

石上｜その段階で既に１年半くらいはスタディをしていたので、最初から新しい

アプリケーションをつくってみようと考えていたわけではなくて、そこからどうや

ってスタディを進めていくか悩んだ結果、もう、このプロジェクトに合ったCADを

つくってもらう方が早いなあと。

藤村｜その頃には「点でプランを描く」というイメージはFIXされていたんですよ

ね。

石上｜そうですね。でもどうせ作ってもらうから、そっちはそっちで、僕が知らな

い可能性っていうのがあるんじゃないかと思ったので、まずはそんなに条件を

言わないで、とりあえずやってもらおうと。

藤村｜そうすると最初はパラメーターとか、具体的な設定はなかったと。

徳山｜まだなかったですよね。手書きで描いたものをスキャンしてベクターで起

こす、みたいな話もあったんですけど。

石上｜徐々にアプリケーションの制作を詰めていくうちに、こちらも「こういう

スタディがしたい」というようなことがだんだんわかってきて、必要な機能をその

都度、足していってもらいました。最近でも付け足してもらったりしています。

徳山｜注文をもらううちに「こういうことならできるかな」って、僕もだんだんわ

かってきたんで。

藤村｜模型のスタディとの関係がまだちょっとイメージできないんですけど、模

型はどういうスケールで検討していたんですか。

石上｜最初は「点で空間を描く」ということと、柱で空間をつくるということが、

実際にどう影響してくるのかわからなかったということもあって、まず1／1で模

型をつくって、そこから徐々にスケールダウンして、一番小さくなったときは1／

50でスタディをしていました。

藤村｜徳山君が書いたアプリケーションが入ってきたのはその段階ですか。

石上｜そうです。模型でのスタディと平面図でのスタディが一番近かった頃だと

思います。2006年の4月に事務所が大きなスペースに移ったので、再び模型の

スケールを上げていって、1／20の全体模型と各ゾーンごとの1／3の部分模型

を同時につくりながらスタディをするようになりました。同時に徳山君に進めて

もらっていたアプリケーションの方でもスタディをして、データでつくったものを

模型にしてみたり、模型でつくったものをデータ化してみたり、そういうことの繰

り返しですね。

藤村｜「1／3」から全体に戻して行くみたいなイメージですか。

石上｜そこにヒエラルキーはあまりないですね。1／20で変だと思うこともある

し、1／3でしか気づかないこともあるし、データで分析しながらスタディして見え

てくることもあるし、という感じです。

藤村｜それぞれのスケールで役割が違うということですね。1／3では小口の重

なりなどの確認、1／20は全体の風景の確認という感じでしょうか。

石上｜全体の風景もそうだし、各場面の繋がり方ですね。まあ、大まかな役割

分担はありますが、そういうことよりも、違うものを使いながら同時にスタディし

ていること自体が重要なような気がしています。

藤村｜そうするとアプリケーションでチェックすることっていうのはどういうこと

ですか。

石上｜先ほどから「点でプランを描く」ということをいっていますが、その「点」

は、実際には「小さな四角形」で、その集まり方や独立の仕方などで生まれてく

る幾何学のようなものがあって、そこからできあがる空間をスタディしています。

もちろんそれだけではないんですけど、極端に言うとそういうことですね。

藤村｜ボリューム感のようなものですかね。

石上｜ボリューム感ともちょっと違いますねえ。どちらかというと、ボリューム感

以前の、空間の重なり合いとか、混ざり具合のようなものをスタディしている気

がします。そういうことが、「曖昧さ」につながっていくひとつの要素かなあ、と。

徳山｜その時々で「人気の機能」って変わりますよね。一時期は「相対距離」を

よく使うとか聞いたような気が。

藤村｜「相対距離」っていうことは、構造スパンの検討があったということでしょう

か。

石上｜いや、構造というわけではないですね。ここでいう「相対距離」とか「相

対角度」というのは、例えば、「自分がいるゾーン」と「ある人がいるゾーン」があっ

て、それぞれそこからの「柱の角度」と「柱の距離」ということです。俯瞰したところ

からの空間のスタディということではなく、かといって、部分の連続からつくられる

だけの空間のスタディをしているのでもないですね。もしかしたら、こういうことは

すごく普通なことだと思うんですけど、「ある詳細を考えたい」というときに、その部

分詳細は全体とすごくリンクして考えられているにもかかわらず、ベクターである部

分を拡大表示してしまうと、その部分がどうやって決めたかがわからなくなってし

まうようになってしまうことが、だんだんとうっとうしく思えてきたことがあって。

で柱が全部「点」みたいになっちゃうんですよ。困ったんで、柱だけ拡大して表示

する機能を付けました。

石上｜結局、頭の中で思い描いていることと、視覚的に見えてくることって違うじ

ゃないですか。僕の頭のなかでは、なんとなくスケールを行ったり来たりしているっ

ていうか。「ここを拡大したから、こうなっている」っていうわけじゃなくて。

実際のスケール感と設計をするときのスケール感には、それぞれ特有のものがあ

ると思っています。全体の柱の向きのばらつきだとか、距離感のあり方だとか、そう

いうことが直接的な対応で結びついているわけではなくて、何となくぼんやりとし

た集まりの中で、結びついているところもあるし、省略しているところもあるし、近

い部分の結びつきでできているところもあるし、全然無関係に見えると遠い部分

同士の結びつきでできているところもあるし、論理的につくられた部分もあるし、

そうじゃない部分もあるし、という感じで、思考を巡らせながら進めている気がしま

す。それが、この建築をつくる上ですごく自然なこと

だと思うんですが、その自然さを自然なまま、純粋に

スタディできる方法がないかなあと思っていました。

徐々に、そういう「感覚」がアプリケーションのなかにも取り込まれては来たん

ですけど、その都度その「感覚」自体が変わっていくので、アプリケーションもど

んどん更新していってもらっていますが、それだけでは追いつかないので、模型

でのスタディなどと行ったり来たりすることで補っています。

藤村｜…なるほど。なんとなくアプリケーションを使った設計プロセスのイメー

ジはつかめてきたので、ここでもう少し抽象的なことを伺いたいのですが、最初

にアプリケーションのコンセプトとして「脱生成」っていうのがあったとか。

石上｜そう言ったかどうかはわからないけど、考えたことはありますね。なんと

なく「自動的に決まる」っていうのは違うかなあ、と思っています。

僕の中では、たぶん、均質さの中にも微妙な違いはあると思っていて、その均質

さというのは、あくまで、ある観点からの観察を前提としている気がします。そう

いう特定の観点を外したとたんに簡単に崩壊してしまうほど、均質さというの

ははかないものだと思っていて、この工房では、そういう俯瞰的な観点がよくわ

からない状態で設計してみたいなあ、と。結果的には、いろんな理由からこうい

う空間がつくられたけれども、その「理由」みたいなものがよくわからなくなる

のがいいかなあと思っています。「自分で計画していること」と「自動的に決まっ

ていく」ことを区別すること自体が無意味になっていくようにしたいっていうか。

「直感」ってあるじゃないですか。ものすごい情報を、一気に圧縮して一手を置く

っていう。今のところ僕の知っている範囲では、「生成」って呼ばれているものは

最初からすごく情報量を狭めている気がしていて、とにかく「曖昧」って言ってい

るからには、「捨てるべき情報」と「使うべき情報」が、つくる前の時点で限定され

ていない、っていうのが重要かなあと。

藤村｜スタディの過程で「情報を発見していく」っていうイメージですかね。

石上｜「発見」というと、少し大げさな気がしますね。スタディしていく仮定で何

をスタディしていくべきかが徐々に見えてきて、見えてきたかと思うとまた消えて、

というように、常に必要と思われる情報が「通り過ぎていく」といった方がイメー

ジに近い気がしています。

藤村｜そうすると今後石上事務所のスタディがアプリケーション・ベースに移行して

いくというより、今回のプロジェクトがたまたまそれに向いていたということですね。

石上｜そうですね。今のところも模型とか、手書きとか、アプリケーションとか、

それぞれの場面で、自然と思えるツールを選択しているっていう感じですね。コ

ンピュータだから作業が早いってわけじゃなくて、思考の流れがスムーズにいく

ものをその都度使い分けていく，バランス感覚のようなものの方が大事かなあ

と思います。

そもそも、設計をするときにひとつのツールだけで進むってわけでもないじゃな

いですか。エスキースをラフスケッチでやったり、エスキースからコンピュータを

使ったり、模型を使ったり、それは、設計のどの段階でも同じだと思っていて、手

書きからCADに設計の手法が移ったからといって、それ自体に僕は、興味を感

じてないんじゃないかなあと思います。

僕自身は、モダニズムの頃に起こっていたような変化には、今現在を思うと、あ

まりリアリティを感じないですね。例えば、「工業化」とか「近代化」とかいうもの

が起こっていたとして、それ自体を目標として一直線に未来に向かっていくよう

な感じは、その頃にあったのかもしれませんが、そういうことを今に当てはめよ

うとすると、何か現代的ではないような気がしています。

その頃とは違って、今は新しい革新的なものが実現されたり、廃れたりするスピ

ードとか、サイクルとか、バリエーションがその頃とは、比べものにならない程だ

と思うし。もしかしたら、そのスピードの速さやバリエーションの多さそのものが、

今の時代の最も顕著な特徴かなあとも思います。そういうときに、ひとつのゴー

ルを掲げて、時間をかけて、そのゴールを実現させるための「ベース」のようなも

のをつくること自体難しいんじゃないかなあと思いますし、「ベース」になる部分

と、それに積み上げられる「ウワモノ」が区別されること自体に意味がない気が

しています。

藤村｜例えば「コンピュータ化」なり「情報化」っていうのがあるから新しい「ベ

ース」を作ろうとは思わない、と。

石上｜できない気がするんですよね。もちろん、「ベース」がないっていうわけじ

ゃなくて、「ベース」と「ウワモノ」が同時に動いていくもんだから、同時につくって

いくのが当然だろう、って感じですね。

藤村｜長坂さんが自由曲面を使った造形に興味を持ったきっかけはどのような

ことだったのでしょうか？

長坂｜僕はどちらかというと鉛筆で線を描いていく、というよりはまず頭の中に漠

然と形をつくっていって、それを記録するのに3Dを使っているっていうのがあって。

具体的には学部生の頃、シーラカンスでバイトしていて、「クレア鴻巣」（2000年竣

工）の光造形の模型を作ったんですよ。あるときにああいう3次曲面的なものをや

りたいっていうリクエストがあったので、現場と話し合いながらつくったんです。

藤村｜当時、日本ではああいう造形は珍しかったですよね。高かったんじゃな

いですか？

長坂｜あの当時は何もかも高かったんですよ。時代的に、プロダクトなら多分こ

れくらいのレベルだったら、普通にできたんですよ。だけど、とても空間に落とし

込むような事例はなかったと思う。

ところが最近、現場でそういうことができそうな状況ができてきた。CADで投

げて、1回も会わずに、電話くらいはかけるけど、基本的にはメールだけで、部材

が届いてしまうという状況が今はある。10年前だったら考えられない。「鴻巣」

のときは相当足を運びましたからね。埼玉の田舎の方でしたけど。メールも当時

は重すぎて送れないですよ。仕方ないからMOに焼い

て持って行く。

松島｜MOかー。

長坂｜230MBっていう（笑）。理論的には10年前、20年前にはできていたと

思うんですけど、現場に落ちてくるにはそれくらいかかった。

藤村｜「cross conter office」［fig.1］のスタディはどのように進められた

のですか。

長坂｜僕ひとりで僕の家をつくるんだったら、最初から全部コンピュータと向き

合ってやってもよかったと思うんですけど、他人とやる以上、プロセスとして確認

が必要になるので・・・まずは粘土をこう・・・

もりもりっと、つくってもらったんですよ。

建築事務所の机の上で、粘土をこねくり

回して（笑）。

藤村｜まさに「3次元のスタディ」ですね。

長坂｜脂ぎった手で（笑）。本来であれば、そのままスキャンすればいいんだけど、

そのときはそれがまだなかったので、FormZでなぞったんですよ。で、それにブー

リアン演算をかけて出てくる線のところが、まだ慣れてないのでその前の時点で

よく見えてないんですよ。下から50上がったところでそれを切り出すか、150上が

ったところかによって、断面の形状は全部変わって来るじゃないですか。何度かト

ライしながら思うような状況が手元にくるまで、同じことを試したんですよ。で、何

度かそれをやって、グリッドが決まったところで、初めて厚みを与えた。

藤村｜その「グリッドのスタディ」っていうのは、全体の割合としてどのくらいしまし

た？

長坂｜かなり長かったよね。

大野（スタッフ）｜長かったです。それと次の段階の線をくりぬいていって、表情

を出すための線のスタディがほとんど半分以上を占めましたね。

藤村｜まず立体で「粘土のスタディ」があって、噛み合わせを検討する「グリッド

のスタディ」があって・・・次はどういうスタディだったんですか。

長坂｜あと、歩留まりもあるんじゃないですか。3×6なのか4×8なのか、ってい

うところと、噛み合わせ方法。XY方向に関しては、「相欠き」って強いんだけど、

Z方向には非常に弱いっていうのがあるじゃないですか・・・それは藤村君もよく

わかってると思うけど。

その最後の「Z」をどうやって加工するかっていうことが、結構悩んだよね。ただ単

純に組んでいっても絶対ずれてくるし、うまくいかないですよね。だから固まりごと

に「Aブロック」「Bブロック」と分けていくとこの長さが3×6の板に入るとか、あと

は裏側のZを入れやすいとか、そういうことを考えるのに、時間を割いていました。

藤村｜そのあとに、板で組んだ模型は作りました？

長坂｜作りました。

藤村｜それは結果の確認ですか？それともスタディですか？

長坂｜結果の確認のつもりだけれどもスタディになってしまうこともある（笑）。

模型も何個か作ったよね。

大野｜でもあんまり量は多くなかったですよ。5個くらいでした。

長坂｜模型だと切るのは機械じゃないから。オープンデスクの子たちは、何に

なるかわからないのに奴隷のように黙々と切り出している。でもNCは一枚一

枚違おうが、量が多かろうが何だろうが、本当になんにも文句言わない（笑）。そ

れが素晴らしい。モダニズムは歩留まりとか、材料の特性を最大限生かして「大

きな空間を」とか、「軽く見せる」とかあったと思うんだけど、ここではそれが必要

ない。いくらでも無理を聞いてくれる。

松島｜「何も考えずに組む」のを請け負う業者も、いた方がいいような気がしますね。

長坂｜建築って、単純に積算して足していって坪100万とかになるわけじゃなく

て、「ちょっとこの人現場でどうなるかわからないから10万足しておけ」みたい

な「わかんない費用」ってあるんですよね。それを施主に委ねられるプロジェクト

であればそれでいいと思うんですけど、普通はそんなこと委ねられない。そうい

うことが想像できつつ、現場も理解でき人がいれば、建築家はやりやすくなるん

じゃないか。

自分でそういう整理は「得意だ」と思っていたので・・・もともと僕はドローイング

もうまく描けないし、模型もつくれないけど、頭の中ではなんとかつなぎ合わせ

られる・・・宙に浮いててくれるから。モノが。

藤村｜「宙に浮いててくれる」と言いますと？

長坂｜模型で「誰かここで押さえといて」っていうのも難しいけど、3Dだとそこ

に置いておくことができるじゃないですか。まあ、「WORD」とかもそうだと思う

んですけど、宙ぶらりんにしておける。分散的に「これ面白い」「これ面白い」「こ

れ面白い」っていうことを羅列したまま整理しないで置いておくことができると

いうのが、3DっていうかPCのすごい強いところだと思う。その辺の感覚が頭の

中で想像する絵と近いんですよ。

僕は、模型でも、絵でも、どっちかというとそういうタイプなんですよね。「つくり

ながら」なんですよ。だから、2年生で3Dを手にする前も、なんかこう、虫ピンの

多い模型（笑）。僕は芸大の中では恐ろしく模型が汚い（笑）。

絵も描いて、途中で置いておいて、また何ヶ月か経って描き始めるとか、そうい

うことが好きなんですよ。そこに無理矢理前後のストーリーをくっつけて、予定

を調和させたくないっていうのが基本的にはある。

松島｜ピカソとかもそうですけど、キャンパスをつぶして描く人っていますよね。

つぶれた状態の絵をこうテクスチャーが浮かんできてて、それが味になるってい

う、文脈を使うタイプの作り方。

長坂｜日本画とかは結構「決めて描く」というのが基本的にあると思うんだけ

ど、油（絵）は重ね塗りができる。

松島｜建築的といえば建築的な気もしますね。

長坂｜僕の基本は「落書き」なんですよ。描いていると「鼻に見えてきた」とか、

あるじゃないですか。思わぬ方向に絵が進んでいく。あれがすごい好きで、小学

校のときの教科書はそんなことばっかり描いてました。僕は絵がうまくないんで

すよ。思ったものを描こうと思っても描けないので、むしろ適当なノリで描いて

おいて、それがなんかこう見えてきた、みたいなところで描く。そうすると線が生

きた線になるんですよ。最初から「これを描こう」と思っても、僕は鉛筆を持つの

が下手なので、描けないんですよ。中山（英之）とか、ものすごい的確な線を引け

るけれども、僕は引けないから、線をたくさん引いていって間引いたり・・・そうい

う思考に、意外と3Dが向いているんですよ。それが建築空間としてそれが好き

か、というのとは別の話で、ものをつくるプロセスとしてはすごくやりやすい。

藤村｜こういう手法はご自身の作品のなかで、どう位置づけていますか？

長坂｜これ作った後迷いました、正直。これを押し進めていくべきなのか、「本当

に俺はこれが好きなのか」っていうことは、すごく悩みました。幸いその後これ

に合うような依頼がないので、とりあえず置いておいている段階。

これが「新しい」ということは認めているし、今の時代においてやりやすい状況

にある、ということはわかるけど、「その空間にいたいか」ということは、「その方

法が新しい」ということとは別の話なので、きちんと使えていない材料はやっぱ

り使いづらいですよね。

ひょっとしたら藤村君にはこういうものを「時代の潮流」としてまとめたいという

意思があるかも知れないですけど（笑）、僕はあまりその部分には興味ないです

ね。何か自動的にモノができてくるという作品はあるし、そのゲーム的な面白さ

はたぶんあると思うんだけれども、そこにはあんまり興味は持っていなくて、自

分の興味を追求していく過程でこういうことが違和感なく自分の意識のなかに

取り込められるようになれば、使えるだろうな、と。だから今は「プロセス」として

みていますね。

松島｜実際使っている人のリアクションはいかがですか。

長坂｜作ったときもある程度予測していたんだけど、「中途半端な場所」という

のができるんですよ。僕の予想していない使い方をしているのをみるのは面白

い。

今は「これが使いやすい」「あれが使いにくい」って建築家が偉そうにいうまで

もなく、みんなわかっているわけですよ。当たり前ですよね。生まれたときから

建築となじんでいるので。だけど、今回のやり方についてはみんなわからないん

ですね。そのわりに、魅力があるから、「作ってから考えてもいいじゃん」って割り

切れるだけの存在感があるというか。子供の頃つくった秘密基地のような、わ

くわくするような感じもあるし。

松島｜でも、機能的なところもありますよね。

長坂｜そうそう。「機能的」と言ってしまえば、完全に「機能的」と言えてしまうず

るさもある。それは藤村君もよくわかっていると思うけど（笑）。

藤村｜まあ、「棚」だと言えてしまいますからね（笑）。

長坂｜僕も藤村君が先にこういうことをやっているというのは知っていたので、

「棚」じゃないもので行ければな、とは思ったんけど、結局それを埋め合わせす

るのは「棚」しかないな、というところにたどり着いたんですよ。「棚」だと説明す

るのが、今のところはいいかな。

中村竜治君の場合は「造形」だけであれをやっていますよね。彼の場合はあと

「構造」かな。いろいろなことと引き換えにあればっかりやっているっていうのは、

彼は本当にあれが好きなんだな、ということで、あのまま突っ走れそうだなと思

いますけど、僕は造形としてそこまで好きじゃない。

シザの「サーペンタイン・ギャラリー」ってあるじゃないですか。あの鈍くささはシザ

にしかできないな、と思った。このジャンルって、「かっちょいい系」というか、「未来系」

に行っちゃいがちじゃないですか。例えば妹島さんなら妹島さんの見え方ってある

と思うけど、このジャンルはどれも似たものに見えちゃうんですよね。インパクトが

強すぎて。たけど、シザのを見たときにシザのものができている、と思えたんで、そ

ういうふうな見え方ができてくると、本物になっていくなあと思いますね。

藤村｜「東京から考える」（東浩紀＋北田暁大2007）では、東浩紀が「トーキョ

ー・サブディビジョン・ファイルズ」（塚本由晴ほか2002）を取り上げ、「建築・思想

系の言説の都市社会学に対する敗北」と断じる場面がありますね。南後君は、

社会学の側から、「建築家による東京のフィールドワーク」をどう思いますか？

南後｜藤森照信さんとか、アトリエ・ワンとか、吉村靖孝さんとか、20世紀後半

から近年に至る流れがあるけれども、その連続性や差異というのがきちんと整

理されていませんね。もし、これから東京のフィールドワークをやるならば、どう

いうスタンスがあり得るのか。社会学、地理学、人類学、経済学などの蓄積はも

ちろん、写真家やその他のフィールドワークの系譜もあるんで、それらのなかで

建築家によるものの特異性が何なのかを考える必要があると思うんですよ。

藤村｜特異性というよりは、なんとなく建築家が都市の現実についての議論か

ら排除されているような印象がありますけど…。

南後｜都市論をやってきて、そこにおける建築の扱われ方を見てきた人間とし

ては、むしろ、都市に関心がない建築家がいること、あるいは都市を語る／語ら

ないの議論があること自体が当初、ちょっとしたカルチャー・ショックでした。他

方で、例えば、「10+1」では創刊後しばらく、多木浩二さんとか、八束はじめさ

んとか、若林幹夫さんとか、上野俊哉さんとか、一緒に歩いていたかどうかは別

として、少なくともお互いの距離というものを意識していたはずが、その後

「10+1」のスタンスが五十嵐太郎さんを中心に建築の方へシフトしていくなか

で、社会学のほうが置いていかれた気もしなくもない。

藤村｜「10+1」が「建築専門誌」になってしまった、と。その後の社会学系の

議論の状況はどうですか？

南後｜エスニシティ、ジェンダー、ホームレス、グローバリゼーションなどのテーマ

はもちろんありますが、80年代を特権的に扱う都市論の呪縛から抜け切れてい

ないのか、社会学系の都市論でもネタがないという状況が続いています。スケボ

ー、クラブカルチャーのような「サブカルチャー」研究はあって、僕もグラフィティの

調査をやっているので自戒を込めて言うと、それらは「バリエーション地獄」に陥り

がちで、手法は結構似たり寄ったりなんですよ。もちろん、インタビューなどでは

個々のスキルが問われるわけですが、結局は、都市空間の管理／抵抗、グローバ

ル／ローカル、郊外化、若者の雇用関係・労働市場をめぐる不安などと結びつけて

切り取る、という点では共通しているというか、オチが最初から見えている。それ

が都市固有の問題とどこまで結びつけられているかというと、疑わしいわけです。

基本的に社会学は、「時代ごとの同一性を抽出する」っていうひとつの強みがある。

何らかの社会的に共有されたモノの考え方なり、身体的な振る舞いを規定させて

いる与件について懐疑的に検証する。それに対して東さんの「動物化」っていうの

は、個々の快楽原則にもとづく、同一化なきバラバラな社会のあり方を想定してい

て、その時点で従来の社会学系の「都市論」は成立しにくい。だから「東京から考

える」でも「自分語り」から始めるしかないわけで、「動物化」の議論と社会学系の

都市論っていうのは、相性が悪いものかもしれませんね。

藤村｜そうすると、建築家によるフィールドワークの可能性はどのように考えます

か？

南後｜「都市」というのは基本的に個人的経験や印象という「自分語り」から入れ

る対象なので、別に研究者じゃなくても、誰でもそれなりに参入しやすい領域だと

は思うんです。でも、いざ、少しメタな次元で考えようとすると、ボキャブラリーが貧

困なことに気づく。とくに空間に対するボキャブラリーや批判的意識は、一般的に

は持つことが難しい。ただし、その点は見くびってもダメで、スケボーやグラフィティ

を含め、既存の都市空間を創造的かつ批判的に再編集する営為は散見されます。

冒頭に触れた建築家のフィールドワークも、その点に注目してきたとはいえると思

います。建築家は建築的思考にもとづくボキャブラリーを編み出してきたはずで、

そこをより洗練し、拡張させることが、建築のひとつの面白さだと考えているんで

すよ。何だか60年代っぽい話に聞こえるかもしれませんが。アトリエ・ワンの「メイ

ド・イン・トーキョー」にしても、吉村靖孝さんの「超合法建築図鑑」にしても、フィー

ルドワークを「パッケージ化」するところまではうまいですよね。

藤村｜「ボキャブラリー」っていうのはどういうレベルなんだろう。「メイド・イン・

トーキョー」でいうと「バイ・プロダクト」とかですかね。それとも、黒川紀章さん

の「情報化社会」とか、そういうレベル？

南後｜「ダメ建築」とか、それぐらいシンプルなもので「入口」としてはいいような

気がします。

藤村｜ちょっと前、アトリエ・ワンがMUTATIONS展のときにキーワード集を

つくって、テキストを書かずに、「カスタマイズ」とか、キーワードだけを並べたこ

とがありました。

南後｜その「カスタマイズ」っていうのも、何かを何かに「カスタマイズ」するわ

けで、一般の人はその前提を、空間という次元で編集するような手つきはなか

なか鍛えられていないと思うんですよ。少し前、本江正茂さんと中西泰人さんが

「新建築」（2001年3月号）で「空間リテラシー」について書いていましたが、そ

れを、僕は小中学校から空間に関する教育プログラムとして組み込んだらいい

と思うんですよ。あるいは「都市」まで拡張して、総合学習や社会科の授業にし

てもいい。「空間」って所与かつ透明なものとしてありがちだから、それに対する

創造的かつ批判的なボキャブラリーというか、ゆるやかな共通言語みたいなも

のを作ったら面白いかなと。ところで、「東京から考える」ではジャスコとか、ユニ

クロの話が出て来るけれども、内部空間の話はあまり出て来ないですね。前、

藤村さんが「建築ノート」の創刊号で、商業施設の内部空間について書いてた

じゃないですか。あれはどういう話なんですか？

藤村｜「『検索空間』と『流動空間』の二層構造」と呼んでいるんですけれども

（「Dual Space Study」）、目線より上の位置にサインが並び、下に棚が並ぶ

っていう構成上の対比［fig.1］は、ジャスコ的な現代の商業空間で発達しつつ

ある独特の構成原理として顕在化しつつあるのでは、という話です。

南後｜それは例えば、ベンチューリのリサーチとどういう違いがあるんですか。

藤村｜ベンチューリの「サインシステム」の話は単に看板の話であって、具体的

な空間の構成論ではないですよね。でも現代の商業空間の構成を観察してい

ると、「人は目が上についていて、手が下についている」という人体の構成と分

ちがたく結びついているようにみえる。

南後｜なるほど。昔の百貨店には、単にスペクタクルに包まれる心地よさみた

いなものがあるとされてきましたが、内部空間の経験としても、ショッピングの空

間の位相に変容があるのかも知れないと。

藤村｜伝統的に商業空間ではこういう「検索可能性」と「遭遇可能性」っていう

インターネットみたいな機能はずっと模索されてきたはずで、こういう二層構造

の内部空間は例えば「三井越後屋」の浮世絵を見ても「天井からぶら下がった

毛筆のサイン」と「畳に並んだ反物」っていうかたちでみられる。より本格的に

はエスカレータとエレベータが発明されたあとで、目的的になりやすい、食堂と

か書店を最上階に配置して、エレベータで客を引き上げておいて、エスカレータ

ーで散策させるという「シャワー効果」とか、地下階を充実させる「噴水効果」が
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愛と力の関係 LIVEROUNDABOUTJOURNAL
/

「ライブ編集」というコンセプトのもと、会場にて建築家のレクチャ

ー＋インタビュー、その文字起こし、レイアウトなど、取材・編集作業

をすべてライブ形式で行い、フリーペーパー『ROUND ABOUT

JOURNAL』を即日発行するというメディア型のイベントです。そこ

で得られた素材はフリーペーパーとして会場にて展示されるととも

に、次号の記事の一部となります。
/

日時＝2008年1月19日［土］・26日［土］
14:00-20:00
会場＝INAX:GINZA7Fクリエイティブスペース
［東京都中央区京橋3-6-18］

定員＝100名［申込不要・先着順］
入場＝無料
/
/

ROUNDABOUTJOURNAL
EXHIBITION
/

既刊の『ROUNDABOUTJOURNAL』、

ならびに上記イベントで編集・制作した成果物を展示します。
/

日時＝2008年1月19日［土］―26日［土］
10:00-18:00［19日・26日のみ20:00まで］
会場＝INAX:GINZA7F クリエイティブスペース
［東京都中央区京橋3-6-18］

入場＝無料
/

主催＝TEAMROUNDABOUT

共催＝株式会社INAX
/
/

レクチャーの内容は会場にて公開編集を行ない、フリーペーパー『ROUND

ABOUT JOUNAL』として来場者に限定配布されます。なお、イベントに先

立ち、フリーペーパー『ROUNDABOUTJOUNAL』vol.3が発行され

（2007年12月下旬予定）、同会場および書店、各大学図書館等で配布されます。

/

『ROUND ABOUT JOURNAL』は、主に建築に携わるメンバーによって

2007年3月に創刊されたフリーペーパーで、「議論の場を設計する」を合い

言葉として、ブログと雑誌をつなぐオルタナティブなメディアづくりを行なって

います。www.round-about.org

/

ROUNDABOUTJOURNAL
企画・編集＝藤村龍至／山崎泰寛

編集協力＝伊庭野大輔／藤井亮介／松島潤平／本瀬あゆみ／刈谷悠三

デザイン＝刈谷悠三

発行部数＝5000部

配布＝ギャラリー、書店、各大学等

RAJお問い合わせ先＝有限会社藤村龍至建築設計事務所 担当：畑克敏

TEL: 03-3463-0161｜FAX: 03-3463-0162

E-MAIL: office@ryujifujimura.jp｜URL: www.ryujifujimura.jp

TEAMROUNDABOUTGUESTS

ラブソングとメッセージソングに代表されるように、「愛」と「力」は人々の表現の根源的なモ

チーフであり続けてきました。ところが「情報化」と「郊外化」が同時進行する現代社会にお

いては、力なき愛（島宇宙）と愛なき力（工学）の二層構造化が進み、「愛」と「力」が引き離されて

しまっています。私たちは何に価値を見出し、何を目指すのか。ここでは、建築や都市にお

ける「愛」と「力」の関係を考えることを通じて、現代社会におけるリサーチとデザイン、表層

と深層、空間と設計プロセスの関係を考えます。

THE RELATIONSHIP BETWEEN LOVE AND POWER
THEME

INAX:GINZAへのアクセス・お問い合わせ＝


