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「神宮前の家」　　撮影：アック東京

　電車で隣に座った男性が、A5 版ほどのタブレット端末を取り出し、
WEB 版経済新聞を読み始めました。少し離れた私にも簡単に読めるよう
な鮮やかな画面です。小さなトランクとビジネスバッグを持って、これか
ら出張にでも行かれるのでしょうか。「朝の情報収集は、端末で」という
スタイルは、もはや普通のものとなってきました。
　スマートフォンや iPad の登場で、紙とインクの印刷物ではない、電子
書籍が身近な存在になってきました。今年に入って、楽天が電子書籍端末

「kobo」を発売、米国の大手オンライン書籍販売サイト「Amazon」も、
11 月より日本版の電子書籍端末「キンドル」を 8000 円台から発売開始し、
利用者は無料で電子書店「キンドルストア」に接続して電子書籍を購入で
きるようになりました。書籍のデジタル化は、印刷・製本・流通コストを
削減し、低価格化、省スペースを実現します。また絶版による販売機会の
損失も避けることができるようになります。国内の電子書籍市場規模（ユー
ザーの購入金額の合計）は電子書籍元年と呼ばれた 2010 年（650 億円）
から、2016 年度には 2,000 億円程度に達することが見込まれています。

（MM 総研調べ）
　しかし電子機器の操作は、高齢者や不器用な人には面倒なものです。出
版物全体に占める電子書籍の割合も、2015 年で 1,2 割にとどまるという
見方もあります。「本」が本来持つ魅力は、人の五感を刺激するところで
もあり、紙や印刷の文化は当分消えることはないでしょう。
　
　11 月６日、代官山ヒルサイドフォーラムで開催される「日中韓共同プ
ロジェクト『書・築』展」のオープニング・シンポジウムに行ってきました。

　「言葉の建築である本」と「空間の言語である建築」は、共に人類の
歴史に大きな影響を与えてきましたが、デジタル技術の発達により本来
の意味が大きく問われています。この 2 つの分野のコラボレーションが
新たな可能性を示すというものです。最近の３国間の政治問題で、多く
の民間交流イベントが中止を余儀なくされている中、この展覧会が送る
メッセージは貴重です。
　特に個人的に興味深かったのは、韓国の「坡州（パジュ）出版都市」
の紹介でした。パジュはソウルから車で約 30 分。48 万坪という広大な
面積を持ち、本の企画・編集から、印刷、製本、流通という機能を備え
る都市です。1989 年からスタートした計画は現在も進行中。有名建築
家が設計した数々の会社はユニークなデザインで、なおかつ周辺の生態
系にも配慮した都市計画が、働く人々、訪れる人々にとって心地よい街
となることを目指しています。　

　今月ご紹介する竣工物件、「神宮前の家」の設計者「みかんぐみ」が
事務所を置く横浜もまた、アートを通したまちづくり「創造都市・横浜」
を推進しています。街の空き物件にアーティストやクリエーター、設計
事務所を誘致し、地域に活力を与えるプロジェクトを展開しています。
入居者たちが事務所を一斉に公開する「関内外 OPEN ！」という催しは
今年で 4 回目、過去最大規模の 170 社が参加しました。

　新しい建物が次から次に建つ時代ではなくなりましたが、だからこそ
質の良い建物が作られ、活用されるようにと願います。

本と建築
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神宮前の家

①

①東側外観。正面の開口部は子供部屋の窓。前面道路は少し坂になっている②玄関アプローチ。黒い石貼りの階段、粗いレンガの壁が落ち着きのある印象を生み出す③トップラ
イトから明るい光が落ちる階段室。右側が地下へつながる④ピアノ室（ギャラリー）から階段室方向を臨む⑤２階リビングダイニング。キッチンダイニングは300mm床が高くなっ
ている。⑥同じく、ダイニング側からリビング方向を臨む⑦1 階ピアノ室（ギャラリー）には、アジアの家具や工芸品が並ぶ⑧バスルーム⑨机と本棚が一体となった家具がある
子供部屋

坪庭のような階段室と屋根裏のようなリビングを持つ
都心の個人住宅

　敷地は神宮前の静かな住宅地。オーナー夫妻は都心ではあるが、
都心にいることを忘れさせてくれる住宅を望んだ。景色として近隣
の様子が視界に入ることを避け、耐震性のあるコンクリート造打ち
放しを選択、温熱環境は内断熱とした。
  ただ、建物全体はコンクリートを床まで壁を落とすと岩のように重
い感じになるので、巻き貝のように、浮遊感を持たせた形とした。
その内側をセットバックさせて、グレーチングの門扉、黒レンガの壁、
石貼りの階段、玉石の外構といった、人の五感に訴える有機的な材
料を用いて、コンクリートという滑らかな表面の工業的な素材との
対比を図っている。
  内部の基本プログラムは、夫婦＋子供 2 人＋お手伝いさんの 5 人の
ための家族ゾーンと、ゲストを想定したホテルゾーンという構成。
我々は、かつて日本の家の中心にあった坪庭のように、建物中央に
階段室を設け、独立している各ユニットを結ぶ機能を持たせた。天
井の開口部により採光や通風を確保し、煙突機能、回遊機能を併せ
持ったエコロジカルな温熱環境を作り出している。建物を螺旋に巡
る階段室は、家族が互いに関係するスペースとしても機能する。
　外部から帰宅し、小さなスペースから入って、ドアを開け、靴を
脱いで、内階段を螺旋に上っていく。アクセスに時間の経過、空間
の変化を経て、たどりつく最上階のリビングダイニングは、大きな
ペントハウスである。教会のように高い天井の上部に、空の見える
窓が開かれ、建物の斜線制限のラインを、キッチンやリビングの家
具と連動させて、全体に屋根裏のような一体感のある開放的な空間
を生み出している。

（マニュエル・タルディッツ氏　談）

所在地：渋谷区　
構造：RC 造
規模：地上 2 階、地下 1 階　
用途：専用住宅
設計・みかんぐみ
竣工：2012 年９月　
施工担当：鯨津、若井、皆川
撮影：アック東京② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨
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　今月は「神宮前の家」の設計を手がけた「みかんぐみ」の設立者のお１人、
マニュエル・タルディッツ氏にご登場いただきます。

　「みかんぐみ」は 1995 年に NHK 長野放送会館の設計をしたのがきっかけ
で結成された建築家集団。主要メンバーは加茂紀和子氏、曽我部昌史氏、竹
内昌義氏、マニュエル・タルディッツ氏の4人。住宅設計などを手がけるほか、
東大柏キャンパス新棟や、熊本県のくまもとアートポリスプロジェクトの公
民館や保育園、横浜あかね台小学校、伊那東小学校などの教育施設、そして

「愛・地球博トヨタグループ館（ディスプレイ産業大賞など受賞多数）」「同
フランス・ドイツ共同館」などの展示会や「妻有トリエンナーレ」「横浜ト
リエンナーレ 2008、2011」などのアートプロジェクトへの参加も積極的に
行う。
　横浜トリエンナーレの会場のひとつ「BankART studio NYK」というアー
トギャラリーの改修計画を行った関係で、以後、2005 年より事務所を横浜・
関内に移転、横浜市のまちづくりにも大きな役目を果たしている。

―「みかんぐみ」は、タルディッツさんと、東工大出身の方々のユニットで
すが、フランス人のタルディッツさんが来日したきっかけを教えてください。
タルディッツ（以下 MT）：私は最初、パリの国立大学で建築を学びました。
卒業後は海外を見たかったので、面白い現代建築があり、文化にも興味があっ
た日本を留学先に選び、東京大学の槙文彦研究室に入りました。槙先生が事
務所に誘ってくださり、コンペの準備を手伝いながら、そちらでも設計を学
びました。その後加茂と事務所を立ち上げ、NHK 長野放送会館のコンペが
あるというので、東工大の今のメンバーとチームを作ったのが始まりですね。

―あらためて「みかんぐみ」の仕事を振り返るとどんな感じですか。
MT：例えば教育施設のコンペ形式の場合、建築の専門家と多数のユーザー（学
校ならば先生や PTA、地域の人々）とのコミュニケーションが求められるの
で、話し合いを重視するワークショップが大事だと思います。そういう意味
で、我々はプログラムの中身を充分検討しながら、設計を組み立てていくと
いう仕事が多いとは思います。
　設立当初は 4 人で作業することもありましたが、今は一人ひとりの仕事が
あって、週 1 回 MM（みかんぐみミーティング）を行い、お互いの仕事を報

「建築も文化も、ローカルの良さを
忘れてはならないですね」

マニュエル・タルディッツ／みかんぐみ

撮影：アック東京マニュエル・タルディッツ氏　みかんぐみの事務所にて

マニュエル・タルディッツ
1959 年　パリ生まれ
1984 年　ユニテ・ぺタゴシック No.1 卒業
1988 年　東京大学大学院修士課程終了
1988 年～ 1992 年　東京大学大学院博士課程
1992 年　セラヴィアソシエイツ設立　1993 年～ 1996 年　芝浦工業大学非常勤講師
1995 年　みかんぐみ共同設立
1995 年～ ICS カレッジオフアーツ教授
1999 年～ 2000 年　筑波大学非常勤講師、2001 年～ 2003 年　東北大学非常勤講師
2005 年～ ICS カレッジオブアーツ副校長

みかんぐみメンバー。
右側から、竹内昌義氏、
加茂紀和子氏、曽我部昌
史氏、マニュエル・タル
ディッツ氏の 4 人

Manuel 
Tardits

告する機会を作っています。担当スタッフを分担したり、意見交換をした
りして、たまにワークショップを行います。スタッフは現在 20 人くらい。
私自身もワークショップ的な意見交換は好きですね。

―タルディッツさんが外国人ということで何か利点はありますか？
MT：私も、すでに 30 年日本にいますからね（笑）でもフランス本国か
ら情報は入ってきますし、パイプは切れていないよ。（先日の内覧会でも
在日フランス人の設計者や著名グラフィックデザイナーが訪れていた）

ー昨年は大きな震災がありましたが、ご自身はどう思われましたか？
MT: 震災直後は、「帰って来い」とか「自分のところに来い」と言う母国
の知人もいましたが、自分の居場所はここですね。

　地震・津波は日本のいたるところで、今後も間違いなく来るといわれて
います。だから今、首都圏に都市機能が集中しているのは、ある意味で無
責任だと思う。いったん地震がきたら、日本はしばらくだめになっちゃう
でしょう。東北地方沿岸の住民の暮らしについても、10m の高さの波に
耐えられる建築物を作るより、高台に住居地域を移して法律を決め、危な
いところに住まないように規制しないと、また住民は戻ってくるでしょう。
ボルドーでも、同様のことがありました。人間とは、忘れやすいものです。

　一方で、私は日本の伝統的な建築にも興味があります。日本には、外国
にはないプロポーション、ものの使い方、その土地にあったものがある。
情報交換はインターネットですぐできます。だからと言って、世界中どこ
にでも建つような同じ建物を考えるのではだめです。例えば、日本は今、
電力消費を減らしたほうがいい。これまでのように、エアコンに頼らない
建物が求められる。昔の暮らしを思い出そうという動きもあります。でも
単純に昔に戻ればいいというものではない。エネルギーの使い方とか素材
は自由なのだから、気候に合わせたローカルな方法を考えて使うべきです。
何千年もの間使われてきたのに、忘れられていたものを改めて見直すとき
に来ていると思います。

―本日はありがとうございました。

著作物の数々。みかん
ぐみは設立以来、住宅
だけでなく、アートや
プロダクト、商業デザ
イン、公共デザインな
ど幅広く活動しており、
出版物も多い

ワークショップの魅力
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編集後記

・上記の「『書・築』展」のオープンシンポジウムでは、「国際公募展『本という宇宙』」の審査委員長の杉浦康平氏（グラフィックデザイナー）が「書」「建」
という漢字の成り立ちをたどりながら、日中韓の 3 国の歴史を織り交ぜた興味深い話を聞かせてくださいました。

藤澤　康博（ふじさわやすひろ）

 昭和53年生まれ　富山県出身
 2級建築士　2級建築施工管理技士
 よろしくお願いします。　　　

「日中韓共同プロジェクトとしての『書・築』展　」　　　11月7日(水)～18日(日）

日時：11月7日（水）～18日(日）※会期中無休　11:00～19:00 　入場料￥500
場所：ヒルサイドフォーラム（渋谷区猿楽町18-8代官山ヒルサイドテラスF 棟）
お問い合わせ：ローカス・デザイン・フォーラム
TEL:03-3476-4868　http://locusdesignforum.com

  前号の「Frontline」にご登場いただいた、「沼袋の集合住宅」の設計者、谷尻誠氏が、
「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012」で、高さ約 4 メートル、直径約 10 メー
トルの「MOUNTAIN GYM」を芝生広場に制作しました。身近な遊びや日常生活の中で、
楽しみながらデザインに触れてもらおうと建築的にアレンジされたジムには、子供だ
けでなく、大人たちも山を登るように、自由にそのアプローチを楽しんでいました。
日が沈んでからはライトアップされてアートオブジェのような美しさを見せたジャン
グルジム。童心に返った人々は、頂上からどんな思いで都心の景色を眺めたでしょうか。

「東京ミッドタウンの巨大ジャングルジム」（10月26日から11月4日まで）

「（仮称）上野毛の家」　地鎮祭　　　10月21日

　傾斜地に建つ住宅です。
玄関・車庫上部に水盤が設
けられる予定です。

構造：RC 造
規模：地上２階、地下 1 階　
用途：専用住宅
設計：中村晃／アーキプラス
完成予定：2013 年３月

「（仮称）住吉2丁目ビル新築工事」　地鎮祭　11月7日

構造：S 造 
規模：地上４階
用途：専用住宅＋診療所　
設計：大隈勝治／パンデミック
完成予定：2013 年 3 月

　日本・中国・韓国共同プロジェクト、本と建築のコラボレーションによる「『書・築』
展」が代官山ヒルサイドフォーラムで開催されています。
　3 カ国を代表する建築家とデザイナー各 4 組、合計 12 組が競演。日本からは妹島
和世ｘ日高恵理香、竹山聖ｘ三木健、團紀彦ｘ秋田寛＋アキタ・デザイン・カン、藤
本壮介ｘ原研哉の 4 組が出展。記念シンポジウム（11 月 6 日）や、「本という名の宇
宙」をテーマにした国際公募展、韓国のパジュ出版都市についての特別展示も併催、
デジタル時代の本の可能性について多面的なアプローチを試みます。（紹介文テキスト
より）
　コミッショナーは、槇文彦氏と李起雄氏（パジェ出版都市文化財団理事長 / 韓国）、
代表幹事には呂敬人氏（清華大学美術学院教授 / 中国）、李大俊氏（韓東大学教授／韓
国）、そして、現在弊社で施工中の「表参道けやきビル」の設計者、團紀彦氏が務めら
れています。ぜひ、お出かけください。

「新入社員が入りました」

　四ツ目通りに面して建つ、歯
科医院とオーナー邸のビルです。

「30 年前の事務所ビルを改修しました」
　前身会社で施工したスケルトン
仕様のテナントビルの 1 フロアを、
事務所仕様にリノベーションしま
した。

構造：SRC 造
規模：地上 7 階、地下 1 階
用途：店舗・事務所
竣工：1982 年


