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シンガポールのいたちごっこ

　11月の末にお客様に同行してシンガポールに行きました。「規則だらけ
のうるさい国」という先入観にとらわれていた私にとって、この国の活気と
明るさは驚きでした。快適な街づくりのために作ったルールを守るために
展開される、官民双方の取り組みといたちごっこの一端をご紹介します。

シンガポールという国

　東京23区程度の面積を持つ赤道直下の都市国家「シンガポール」は、
今でこそ世界有数の先進国家となりましたが、1965年の独立は、「マレー
シア連邦」からの事実上「追放」でした。この劣等国が、リー・クアンユー
首相の指導の下、わずか２0年で先進国入りしたわけです。そこには強
力なリーダーシップと、開示された政府組織、そしてなにより国民の活力
と努力が存在しました。

独立に際しリー・クアンユー首相が打ち出した
シンガポール政府の行動指針は次のとおりです。

１．政府は国民に対し明確に説明せよ、国民を混乱
させるな
２．政府は首尾一貫せよ、方法は臨機応変に変え
てよいが、方針は変えるな
３．国民をリードする政府は清廉潔白であれ
４．政府は国民からの一時的な不人気を気にする
な、国民からの最終的尊敬を勝ち取れ
５．政府は得た利益を国民に還元せよ
６．政府は成功に向けて徹底的に努力しろ、簡単に諦めるな

　でも、｢しっかり政府｣は、言い換えると「うるさい政府」です。ルールだの
罰金だの息が詰まるんじゃないかと思いますが、そんな息苦しさはまるで
感じられません。これは、国民の方も我々とは違うのでしょうか。

うるさい政策

　うるさい政策の代表といえば、「強制預金システム」で、月給の３８％を
「ＣＰＦ(強制預金口座)」に振り込み、住宅、医療、年金にのみ使用できる
ようにする」というものです。でもそのおかげで国民の90％以上が「ＨＤＢ
フラット(公団住宅)」を所有し、居住しています。うるさい政策も、「貫徹す
れば国民の最終的尊敬を得る」となるのかも知れません。しかし最近で
は「体によい野菜を食べなさい」などという政策まで発表されたとか。やは
りこの政府は、躾に厳しい「母親」を自負しているようです。
　また、シンガポールの禁煙条例は有名で、持ち込み時に高額な関税が
かかるため、さすがに免税店でカートン買いする人はいませんでした。タ
バコの価格は日本の約2倍で、肺がんの写真などタバコの有害性を強調
するデザインになっています。タバコの喫煙場所は厳しく制限され、ポイ
捨てなども罰金の対象です。警官は常に「前科探索機」を持っていて、
国民のＩＤを入力すると即座に初犯か再犯かが分かります。

いたちごっこ

しかし、実際に町を歩いてみると、繁華街や交差点には灰皿とごみ箱が
完備されているため、喫煙場所には事欠きません。罰金制度により、新し
い秩序ができてしまったのかもしれません。
飲食店は「オープンカフェ」の形式が多く見られますが、これも禁煙条例

リー・クアンユー元首相

朝の通勤のため高速道路を都心に向かう自動車
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の賜物だといいます。シンガポールは赤道直下に位置し、日中の気温は
30度を下らないため、元来屋外で飲食をする風習はありませんでしたが、
「空調の効いた飲食店内は禁煙」という規則ができたため、これに対抗し
て野外の席ができたそうです。そこで、更なる取締りがあるかといえば、政
府はこれを許容しています。取り締まりの抜け道を探る国民と政府の政策
の「いたちごっこ」が適度にバランスして秩序ができているのを実感しまし
た。
　もうひとつの「いたちごっこ」が、「人口政策」です。この国では、建国時
より人口過密と貧困に悩まされていました。そこで少子化政策が施行され、
出生率２．１以下を目指したといいます。ところが、経済発展とともに女性
の就労率が向上し、非婚、晩婚化が進んでしまったため、出生率は瞬く
間に下降し、政府はあわてて、「結婚奨励、子作り政策」に方針を転換し
ました。街の随所に「恋愛を賛美する写真」が飾られていますが、労働人
口の半分を女性が占めるこの国では、管理職の４４％が女性だそうです。
こうした女性進出も、ルール重視の優等生国家を支える基盤になってい
るかもしれません。

ハイテク政策の展開　交通政策の例

　リー・クアンユー首相が大阪を訪れたとき、「わが国はこうならないように
しよう」と心に決めたのが交通渋滞だったそうです。交通政策については、
シンガポールは世界の最先端でしょう。

　まずはじめに、ＣＯＥ（車両所有権利書）という制度を作り、車を所有する
権利を販売しました。これは車両価格の約2倍に相当し、輸入車には２００
%の関税をかけているので合わせて車の価格は５倍になります。無茶な制
度と思いますが、この権利は「売買可」なので、不満もなく、流通していま
す。だからこの国では、普通車でも１０００万円以上するそうです。
　
　これに加えて「ＥＲＰシステム」と呼ばれる「電子式通行料自動徴収システ
ム」があり、全車両にＩＵ（車内端末機）が装備され、料金清算から交通量
の掌握までシステム化されています。高速道路や主要幹線道路には写真
のような「ガントレー」が設置され、料金を徴収します。道路延長１キロメー
トル当たりの台数は、日本の６５台に比べ２２６台と３倍以上になるので、違
法駐車をなくし、さらに交通量を制御しなければ、交通渋滞は避けられま
せん。おかげでここでは深刻な渋滞はありません。
　その他にも繁華街には「Share-A-Cab（タクシー相乗り促進機）」が設置
され、相乗りを奨励しています。タクシー料金は安く、誰もが気軽に利用
しますが、4人乗り半額、2人乗り7割というように、相乗りすれば、タクシー
も儲かる仕組みになっています。
　うるさい政策も、成果が上がれば国民の支持を受け、国民のずるい工夫
も害が無ければ放置する・・・そんな政府と国民の関係に、感心しました。

（報告：松村拓也）

①金融街のビル群　　②ERPシステム　　③MRT（新交通システム）と団地群　
　④開放的な飲食店　　⑤夕立とタクシー行列　　⑥朝の通勤ラッシュ

① ② ③ ④

⑤ ⑥

ゴミのポイ捨て 150～1000ドル 飼い犬への虐待 500ドル
粗大ゴミの放棄 5000ドル 指定場所以外での喫煙 1000ドル
道に唾・痰・ゲロを吐く 1000ドル エレベーター内の喫煙 2000ドル
立小便 1000ドル 吸殻のポイ捨て 1000ドル
駅構内や車内での飲食 500ドル １８歳未満へのタバコの販売 5000ドル
野鳥への餌付け 1000ドル 一定量以上の麻薬の売買・所持 死刑

罰金の例（表示は初犯の場合。再犯はこの２倍、再々犯はこの４倍以上になる）

※迷惑行為への有料化が「罰金を原資としたハイテク」を生み出す。いちいち警察の
手を借りなくても、排除していく仕組みは民間レベルでも可能か。

　交差点に建つ家　青葉台O-house　新築工事

　｢交差点に建つ家｣はたくさんあったけれど、Ｏ-houseは本当に交差点に面
している。接道巾2.9ｍ、長さ1４ｍ、両側をコンクリート擁壁に挟まれた通路が
交差点から伸びる奥に地下２階・地上２階、ボリュームの半分が地下に埋まっ
ている。
　街の喧騒に、閉じすぎず開きすぎず、内部・外部の曖昧な部分を仕込んだ
箱。各階に１つずつ、３つの小さなコートが視覚的に繋がりながら空へ抜けて
行く。街中に住みながら、気候の変化を光の角度や風の抜けで感じ取れる。
街中に住むことで街のうつろいを肌で感じる。矛盾する2つを合わせ持つ空
間が作れたとしたら、建築主の希望に応えることが出来たことになる。

　「今、現場にいるんですけど・・・・。」建築主からほぼ毎日のように事務所に
電話がかかってきた。現場での新しい発見・建築の感想・思いつくままのアイ
デア・工事についての質問が話の内容。新居のすぐ近所に住んでいることも
あって、監理の私よりも、足しげく現場通いされていた。「コンクリート打ち放し
に住みたい」「四角が好きだ」「散歩がてら寄っただけ」打合せはほとんど現
場。土工事からもちろん打設は毎回お付き合いくださった。
ありがとうございます。

　難しい工事を担ってくれた辰の松沢さん、引き続いて、インフィルの木工事
を引き受けてくれた近嵐工務店の近嵐さんにも感謝。

（鈴木孝紀／ハル建築研究所）

　先月末お引渡しした、青葉台O-Houseは、辰の施工で躯体工事を行い、そ
の後、別の内装工事業者にインフィル工事を引き継ぎました。
　現在はまだ工事中ですが、設計の鈴木孝紀氏（ハル建築研究所）に感想を
伺いました。

所在地：東京都目黒区
用途：専用住宅
構造：RC造
規模：地上２階、地下２階
設計：鈴木孝紀
　　　　　　　/ハル建築研究所
躯体工事：㈱辰
内装工事：近嵐工務店
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　現場で培った身体感覚を生かす　　　

1962年　　大阪府生まれ
1989年　　東京都立大学人文学部中退

　　　　 　　辰建設株式会社入社

1999年　   ＬＤＫ有限会社　設立
　　

主要な作品

玉田敦士 profile

玉田敦士／　LDK玉田敦士／　LDK

　今月は、建築プロデューサーの玉田敦士さんです。玉田さんは施工会
社の出身ですが、5年前独立し、設計事務所を立ち上げました。こだわり
を持って自分らしい家作りをしたいお客様のために、さまざまな提案を行
っています。弊社は、「東京調剤薬局（品川区）」を施工。現在新大久保
でもプロジェクトが進行中です。

ー辰建設に勤めた後、設計事務所LDKを立ち上げたわけですが、
「プラン付土地検索システム」「外断熱コンクリート住宅」「オリジナルキッチ
ン」「car＆Home」など、次々と豊富なアイディアを打ち出して、若い設計
者とコラボレーションを行っていますね。

玉田： 7年間現場やって、辰建設ではいろいろやらせてもらった、という思
いがありますね。育ててもらったなと思います。今思うことは、建設業は設
計と施工というレッテルで分けすぎているかなということなんです。現場を
一通りやれば、建築はできます。僕は施工会社にいるとき、突貫の現場
が多かったんですが、そのときに、自分が今こういうことをやるなんて夢に
も思わなかったですね。施工現場ではいろいろな矛盾が起こってくるわけ
ですけど、それが結局、自分の身に降りかかってくることになる。これだけ
日にちがかかる、縮めなくちゃならない。―「お前この期間しかないけどで
きるか」と上の人に言われるんです。「男の子だからできるよな」とね（笑）。
それで「ハイ」と返事をするんですけど、普通にやっていたらだめなわけ。
一人の職人さんがやっているときに、下の足場で別の職人さんが別の仕
事をできるように、自分で工夫するんですよ。そんな中で「身体感覚」が育
った。社長が営業をやれと言わなかったら、今でも現場で施工監理をや
っていたと思いますよ。現場では上長にあこがれていました。現場という
社会の中で十分なものでした。任せてもらってうれしかったし･･･。ところが
営業をやれ、と言われ、自分で仕事を取ってこないといけない、仲間もラ
イバル、大変でした。今、経営者になってみると、よく自分のような人間に
２億円の工事現場なんかやらせてくれたな、と思いますね。でも、やる気
のある人にとってはとてもいい会社でしたよ。問題点を自分で考えて抽出
して、それを解決しようと考えれば、アドバイスをくれる人が回りにいっぱ
いいた。職方もすごく親身だった。みんな忙しいでしょう、でも一升瓶持っ
ていくと話を聞いてくれた。そして「またいっしょに現場やるからね」と声を
かけてもらえる。狭い分野の中だけど「マーケットイン」がありました。

―そんな玉田さんが営業をやりながら、建築プロデューサーを目指すよう
になったのはどういうきっかけがあったからですか？

玉田：ある時期から設計事務所の技量が落ちてきたと感じ出して。うちの
会社も設計施工をやっていて、みんな実施設計やっていましたからね。　
僕は文学部ですから、「魂はディテールに宿る」という感覚がわかるんで
す。細かいこと、例えば素材の取り合わせとか「（設計者が）できないのな
ら、任せてもらっていいんだな」ということでやり始めた。
　ちょうどそのころ会社ではＥＳＮＡ（エスナ：「環境に配慮した建物づくり」
を提案してモデルルームを作り、事業展開を図っていた）を始めていて、
僕は当初現場にいてそんなことをやっているなんて知らなかったんです
が、営業に入り環境に配慮した素材選びなどにも参加し始めた。ピーエ
ス（輻射冷暖房機器）の社長宅の実験ハウスなど、面白かったですね。
　でも、決定的だったのは、建築プロデューサーの浜野安宏さんとの出会
いです。総合格闘技というのがあるでしょう。プロレスでも何でもありで、勝

負する。そういう世界を感じたんですよ。手を使っちゃいけないとか足は使わ
ないとか、そんなルールはお構いなしの世界。結果がよければいい。世の
中いろいろな経歴の人がいるわけだし、自分もいろんなことをやらされてき
たわけだし、何かそういうものがつながりかけてきて自分が見えてきた。
　そこで、建築プロデュースの仕事を始めたわけですが、やはりそれはそれ
で大変でした。５年間は生きているのが不思議というくらい失敗の連続。でも
ここまで何とかやってこられたわけです。

浜野安宏さんは、青山のフロムファーストの企画などを行った、街区のプロデューサ

ーとして先駆的な存在。当時チームハマノの事務所であり、パタゴニア渋谷店を１階

に擁する「クレインズファクトリー」を渋谷キャットストリートに辰建設で施工。北山恒氏

設計のこの建物は、構造や部材の取り合わせなど刺激的な建物だった。

玉田：僕らが現場で工事をしているころはバブル全盛期。多少の失敗は許
された。それに比べて今の若い人たちは、ある意味かわいそうだな、と思い
ますよ。失敗が許されない。
　予算も扱わせてもらえないし、プラスのモチベーションがなければ、いやに
なるでしょう。現場管理はそれでは続かない仕事ですよ。失敗をしながら、ま
た次につなげる―そのようなフィニッシュイメージを育てることが大事です。

　それから今、若い設計者は皆CADというコンピュータソフトで図面を書いて
いるでしょう。あの害悪をひしひしと感じています。例えばリンゴをCADやCG
で描くとする。それはただのイメージが脳ミソを通過して、機械で絵にされて
いるだけで、人間は何も考えてはない。身体感覚の欠如を感じます。昔、手
描きで図面を書いていたころは、建築に関する理解度が深まるたびに図面
も上手にわかりやすく早く書けるようになる、というのが常識だったんですが
若い人たちのバランスがどうも悪いんですね。そういうものを補う必要性がい
ろいろな場面で出てきていると感じます。

―今後のLDKは？

玉田：僕は今年４２歳で来年後厄が明ける
のですが、先日えらいお坊さんに会う機会
があって言われたことがあります。「厄年の
厄は『役』と心得よ。４２歳までやってきたこ
とで自分の社会に対する役目が決まる。厄
年以降はそれまでやってきたことを支えに、
社会に対して自分の役目を果たせ」と。
　僕は雑誌の連載などで文章を書くときに、
「現場監理の経験がなければ、このキャプ
ションは出てこない」とよく言われます。設
計は別にやる人間がいる、法律関係も法
律に詳しい人間に聞けばいい。これまでの
５年はあっという間でしたが、第２のステップ
として、どのようにブランド確立を行うか、こ
の５年が正念場だと考えています。社会に
対して何ができるか、ローカルブランドでい
いからどう攻めるかを見極めたいですね。

―どうもありがとうございました

「愛するクルマと家を建てる」

　　car　＆　HOME　３　　

玉田さんのアドバイス５０が詰

まっているムック本

ワイヤードダイナー （渋谷区桜丘）
X-GIRL  (渋谷区神宮前）
NOS  （港区青山）
その他　約５０物件のコンクリート外断熱住宅をプロデュース。
著書
『car＆HOME　1,2,3 』(ネコパブリッシング）
現在、CarMAGAZINE誌に「クルマ居住学」を連載中。



(仮称）王子集合住宅 新築工事　地鎮祭　12月１日　北区

 構造：RC造　地上5階　

用途：共同住宅

設計：長田直之

　　　／ICU一級建築士事務所

完成予定：200５年10月

TOPICS/INFORMATION

（仮称）Gアパートメント新築工事　 地鎮祭 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月1日　品川区　

構造：RC造、地上5階

用途：共同住宅

設計：内海智行

        ／ミリグラムスタジオ

完成予定：2005年７月

(株)辰　通信　Vol.57　発行日　2004年12月10日　編集発行人　松村典子　

・LDK玉田氏の本「car＆HOME3」は、クルマが大好きな人々のこだわりの住宅プランを多数紹介しており、クルマ好きの方には、
読み応えのある一冊でしょう。ぜひお薦めします。

冬季一斉休暇のお知らせ
　
・2004年１２月30日（木）から２００５年１月４日（火）までを、
冬季一斉休暇とさせていただきます。

第５回TPOレコメンデーション
受賞作品、いよいよ着工です。

オーナー、設計者、施工者の
楽しい協働作業の始まりです。

編集後記

旧ァドしスshin@esna.co.jpは、長期間使っていたため、汚染もひどく、
変更しました。今後のお問い合わせは、 

   info@esna.co.jpinfo@esna.co.jp     までお願いします。

代表メールアドレスの変更のお知らせ

　今回は、タイル施工の古市タイル工業所を弊社細山田工事部長と訪れ
ました。古市タイルさんは入谷の合羽橋通りに本社をおき、長年ご商売さ
れています。

細山田：古市さんと弊社森村社長のおつきあいはずいぶん古いそうです
ね。
古市：森村さんがまだ若い頃働いていた会社からのお付き合い。うちは
創業５３年、いいときも悪いときもいろいろですね。３人からスタートして、
多いときは１００人くらい職方がいました。現在は、４０人から５０人の職方
を抱えています。
細山田：年度末になると忙しくなりますね。
古市：年内はフル稼働ですね。２月くらいまでは忙しいですよ。

―タイル工事は季節性があるんですか。
古市：昔は、平均的に取れたけどね。今は、ほとんどの仕事は分譲マンシ
ョン。だからデベロッパーの締めの時期、３月、９月に合わせて、マンショ
ンの仕上げ工事が入ってくる。その辺から忙しいんです。
細山田：４月が人の移動の時期でしょう。デベロッパーの動きはそれに連
動していますからね。
古市：今、個人住宅はほとんどタイル工事はないですね。オフィスビルも
カーテンウォールになって、タイル仕上げのものは減りましたね。
細山田：デベロッパー主導ですと、タイルの単価も安いんですよね。

古市：今の時期、どこも手一杯。というのは、仕事が少なくなって廃業した
窯元が多いんです。その上、原油高で製品と輸送コストの上昇もあるし、
サブコンとしてのタイル屋は厳しい状況です。だいぶ淘汰されました。バ
ブル期にはINAXの特約工事店として東京でタイル工事を行う会社は４７
社くらいあったけど、今や２０社あるかないか。うちも自社ビルだから何と
かやってこれた。

細山田：そういう古市さんの経営理念とは何ですか？
古市：「堅実」。そして早め早めの判断ですよ。まだバブルの余韻が残っ
ている平成２年頃には、いろんな事業からの撤退とスリム化を行いまし
た。昨年からは「手形」をやめました。３,４年かけて準備してね。それは「よ
くやったな」と自負している。
細山田：うちも再建してから、手形はやめましたが、毎月の支払いをきち
んとするのは、結構大変なことです。ところでタイルの製品で今、古市さん
の方で促進しているものはありますか？
古市：特にないけれど、今はメーカーともホットラインを持っていて、新し
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い情報やデータのやりとりをしています。仕事量はバブル期の半分以下
で、VEなどやっていると、タイルの価格はペンキ並みになってしまうね。
だから、付加価値、もっと変わるべき問題を考えていかなくちゃいけない。
でも無理しないで、もう少しデフレが収まったころにまたやればいいと思っ
ていますよ、当社の量的なポテンシャルはあるのだから。その場その場で
盛り返せばいい。あんまり安いと困るけどね。

―どうもありがとうございました。


