
貴志 ありがとうございました。本当はもっと聞い

ていたいところですが時間がありません。しかし、ほ

とんどの方が藤森さんの作品をご存知だと思いますの

で、この辺で対談に移ります。

INAX大阪ビルの記念イベントとして、3回にわたっ

てお客様をお招きしてお話を聞くことになりました。

そして、第1回目のゲストとして藤森さんに来ていただ

けることになりました。僕は神長官と焼杉ハウスの2つ

だけしか見ていないのですが、たまたま最初の作品を

見た時に、実は「藤森さんは歴史家やないか。歴史家

がこんなものつくったらあかんやろ」と思いました。

“あかん”というのは“我々ができなかったものをバッ

サリやられてしまった”という意味で、かなりのショ

ックがありました。たまたま今見せていただいたよう

な数々の作品は、近代建築を専門に研究されている藤

森さんのスタンスの中で生まれてきたものだと思いま

すが、まず始めに、藤森さんがあそこに至った経緯を

簡単に説明していただけますか？ 実は、卒業制作を

やられた時に、“もう設計をやめる”というふうにおっ

しゃっていたんですよね。それはどうしてなのか。あ

るいは日本の近代都市を研究されていて、建築に対し

てどういう考えを持たれていたのか…、その辺のこと

からお聞かせいただきたいと思います。

藤森 設計にはものすごく関心もありましたし、自

信もありました。それから小学校2年の時に、僕の家で

は江戸時代に建てた家を壊してつくりかえたんです。

親父が割と“新しがり屋”で、古い家を壊して新しく

したかったんです。母方が大きな大工の棟梁だったも

のですから、そこが工事をやったんですが、その時は1

年間、棟梁である祖父は僕の家の離れに泊まってつく

っていた。若い連中は通ってくるわけです。僕はどう

していたかといいますと、毎日手伝いをさせられたん

です。手伝いというのは、学校から帰ってくると遊び
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に行きたいのに、カンナくずの片付けとか、土を踏め

とか、そういう手伝いを1年間やったんです。もちろん、

毎日やっていたわけじゃないんですが、で、嫌だった

んですけど面白かった。大工さんは、なぜそういう作

業をやっているのかを、一応教えてくれるんです。そ

して、大工というのはほとんどの時間、ノミを研いで

いるんですが、僕には遊んでいるように見えました。

それがすごく印象に残っているんです。建築家になろ

うと思ったのはその経験があったからです。大学に入

ったら、設計と施工が分かれていてびっくりしました。

僕が小学校2年生の時に1年間経験したような世界は、

大学を出たら違ってしまっていて、もうないことが分

かった。つまり、施工なしの設計なんて、全く僕には

面白いと思えなかったんです。そういうことがあって、

じゃあ歴史でもやろうかと思いました。ですから今も、

僕が設計をする時は必ず、自分が施工する所を残しま

すし、ここは自分で施工しようというような設計をす

るわけです。本当に、何が楽しいかというと、設計も

楽しいけど、やっぱり施工が今でも一番楽しいです。

ただ、専門職のようには出来ませんからわずかしか出

来ませんし、やっぱり性能などに差が出てはいけませ

んから、仕上げの一部しかできませんけど、施工は本

当に今でも大好きです。つまり設計、施工の分離が嫌

だったというのがひとつ。それと歴史にちょっと興味

があって、歴史をやりました。

貴志 更に都市計画の研究もなさいますでしょう。

都市計画は随分と大きな構想力が必要でしょう？ 設

計・施工が面白いというお話からいくと、都市計画は、

より人間の手を離れたところで成立するんではないで

すか？ ただし、いろいろなファクターが入ってくる

から、それらをどう構成していくかという論理も必要

ですし。

藤森 結構、政治家も出てきたりして、とんでもな

い東京の計画を立てたものですから、それが面白くて

好きになりました。ただ、建築家としては面白いんで

すが、明治の建築家はそんなに構想力がないんです。

やっぱりヨーロッパを模倣して、何とかするスタイル

なんですね。一方、大正以降の都市計画になりますと、

“構想に従ってやる”という時代じゃなくなって、法律

によって割と単純に、今のようなやり方になっていく

んです。従ってあんまり面白くなくなりまして、研究

としてはもう辞めちゃったんです。まあそんな感じで

す。
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貴志 神長官は処女作になりますよね。これを頼ま

れたのはお役所でしたか？ それはどういう経緯だっ

たんですか？

藤森 神長官の設計を頼まれたのは43歳ぐらいだっ

たと思います。たまたま自分の生まれ育った田舎の文

化財をちゃんと残さなきゃいかんということで、正式

には市役所から頼まれたんです。諏訪大社の史料館で

すから、地元の人が非常に大事にするんです。伊東豊

雄さんのお父さんが諏訪大社の熱心な氏子さんでして、

とても有名な方でしたから、その縁で伊東さんが、下

諏訪町の町立のナメクジみたいな建物を諏訪湖端につ

くっています（「下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念

館」）。で、史料館も伊東さんに頼むのが筋としては通

っているんです。なぜなら伊東さんのお父さんは諏訪

大社の後見ですし…。ところが伊東さんのデザインで

は諏訪大社の信仰とは合わないんです。だから伊東さ

んというわけにいかない。他の人も考えたのですが誰

も合わないので、もう自分でやるしかないと思ったわ

けです。最初は民家のデザインでやったんです。とこ

ろがすごいんですよ、自己嫌悪が。民家風のデザイン

をやりますと、夜まとめて朝、冷静に見ると、何か違

うということの繰り返しで、とにかく非常に行き詰っ

た。どうしていいか分からない。その行き詰っている

最中に、学生時から仲の良い、神戸大の重村先生の神

戸の家に泊まったんです。彼もよく喋る人だし、僕も

喋るので夜中じゅう喋って、明け方にそのまま東京に

帰ったのですが、たまたま吉阪（隆正）さんの出来た

ばかりの著作集第四巻『住宅の形態』（勁草書房 1986）

が重村先生の家にあったんです。それを借りてきて読

んでみたんです。その中に吉阪さんが学生時代に蒙古

の調査に入った時のことが書いてあった。それが非常

に感動的な文章で、「ここには孫悟空がいるような景色

だと思った」というわけです。つまり吉阪さんが“泥

の家”を初めて見た時「あまりの感動で自分はウォー

ッと叫び声をあげながらその家に向かって突進した」

というようなことが書いてあったんです。一緒に行っ

た人たちが、「ついに吉阪は気が狂ったと思った」と。

貴志 吉阪さんは豪快な人ですけれども、日常的に

も相当変わった人だと言われてますからね。坂倉準三

さん、前川國男さんとかル・コルビュジエの弟子の中

では、吉阪さんはル・コルビュジエの持っている土着

的な部分というか、モダニズム的でない部分を引き継

いできたように思います。
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藤森 でもね、それを読んで「ああ、そうか」と僕

は思いました。要するに、吉阪さんの文章は我々が何

となくとらわれている常識とか習慣をポッと切ってく

れる力があったんです。吉阪さんという人はそういう

人だった、切れる人でね。それで「ああそうか、余分

なことを考えずにやってみよう」と思ったんです。そ

うしたら、“神長官”の形が自然に出てきたんです。そ

して出来上がって、一部の人から評価された。僕の友

達も評価してくれました秋野不矩美術館とかもみんな

友達の関係の仕事だったんですね。ですから、それか

らポツポツという感じでやっています。

貴志 あの形はけっこう祖型としてあるみたいな感

じがしますね。

藤森 そうそう。何かこう、こんもりしたものが好

きなんですよね。

貴志 藤森さんの話をお聞きしていると、いわゆる

好きという話でおっしゃっていますけれども、要する

に近代建築に対するアイロニーみたいな気持はなかっ

たんですか。

藤森 それはなかったですね。それは今でも全然な

いですよ。

貴志 ただね、“神長官”は誰に設計させてもダメだ

ろうと思われた…というのは、強烈な近代建築批判か

なと思ったんですけど。

藤森 それは、とにかく誰もできないと思ったんで

す。批判というか、僕は一応、近代建築の研究をやっ

てきましたから、近代建築がどういう条件の中で、あ

るいはどういうことを取捨することによって成立した

かをよく知っていました。それで、近代建築が批判し

たり無視したわけではないのですが、触らなかった問

題がある。ひとつは過去、つまり「歴史」です。もう

一つは「自然」です。例えば木とか山とか草が生えて

ます。あれには一体、建築にとってはどういう意味が

あるかということは、近代建築のどんな理論の中にも

一切出てこないんです。近代建築の理論というのは、

基本的には「20世紀は科学技術の時代である。科学技

術の時代における建築の在り方というのは、どういう

ものか」ということからしか論が立っていない。20世

紀の科学技術からずれるものは、例えば、大昔から完

全に外部ですよね。歴史と自然というのは、20世紀の

建築理論から出てこないんです。もちろん批判をして

いるわけじゃないんです。

貴志 そうですね。自然を嫌いな人はいないわけで
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す。みんな好きなんだけど、確かにおっしゃるように

理論の中には出てこないですね。科学技術が普遍的な

理論を探求するのであれば、地域のもっている多様な

固有性は、とりあえず視野に入れない方が、都合が良

かったのでしょうね。

藤森 たまたま僕の村の、僕が子どもの時から遊び

回ったような環境の中に、史料館をつくらなくちゃい

けないという話になった。絶対にその周りの景観を壊

すことはできないですよね。歴史は僕がそこで育った

歴史、要するに守矢家という非常に不思議な家が古い

宗教を守ってる中で僕は育ったわけです。その2つは、

今から考えると現代建築からはどのような導きも出て

こないんですよ。それで、他の誰にも頼めない、自分

でやろうと思ったんです。ところがいろいろやっては

みたのですが、本当に行き詰って、吉阪さんの文章に

促されて神長官が出来たという感じです。僕は一応、

仕事上、理論的なことを言いますけど、僕のやったこ

とは一体何だったのか、と一生懸命に考え始めたのは

神長官をつくった後ですね。最初の段階ではそんなに

考えていなかった。他の人には頼めないからというの

で、むしろ、とにかくつくらなくちゃいけないから自

分で設計したという感じです。

貴志 先程のお話の中で、無国籍、インターナショ

ナルだという話をされていますよね。この間もベネチ

ア（ビエンナーレ）「藤森建築と路上観察」でいろいろ

発表していらっしゃいましたけど、やはり建築という

のは、結構みんな理解できるというか、楽しめる。そ

れは建築には地域性だけじゃなくて、ある一つの共通

言語、そういうものが必要だとお考えですか。

藤森 難しい問題ですね。ただ僕が自分の建築の特

徴について初めて自覚したのは、大体、他人に言われ

て自覚するんですけど、隣の部屋の原広司先生の一言

だったんです。よく授業に行く前に僕の部屋の前を通

るわけです。その当時は古い校舎でしたから、夏なん

か、戸を開けているわけですが、今は竹中にいる西山

さんがつくってくれた神長官の模型が置いてあって、

それで検討していたら、通りがかりに「おおっ」と言

いながら入ってきて、一言で言われたんです。「これは

無国籍の民家だ」って。原先生はずっと集落調査をや

ってきてたくさん知っていらっしゃるから、そういう

感じがしたんでしょうね。民家って普通ジツギのもの

だから国籍があると思っていましたけど、「これは無国

籍の民家だ」と言われました。それで非常に、僕は納
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得できたんです。

貴志 でも無国籍という言葉は、あんまり良い意味

では使われないですよね。民家というのは普通“バナ

キュラー”と言いますね。そして無国籍はまずいから、

“インターナショナル”として人類が、生物として、も

っとプリミティブな部分で共有できるものですか？

藤森 そうそう、だから“インターナショナルなバ

ナキュラー”ということだなと思った。もう一つ、神

長官をつくる時、僕は田舎の民家の形式を最初は検討

していて、ものすごく嫌だったんです。あんな嫌悪感

は滅多にないぐらいの嫌悪感を感じたんです。それは

思うところがあって。信州の民家、僕の身の回りにあ

る民家ですけど、民家の成立は非常に新しくて、民家

独自の地方の形式が出来たのは、だいたい一番古くて

鎌倉時代の末で、室町時代より前はなかったと思うん

です。むしろ長野県なんかは、恐らく江戸時代の初期

ぐらいです。京都風の町家だとか、東北の曲り家など

は、非常に新しいものです。民家というものはほとん

ど何て言うかな、“バラック”みたいなものだったんで

す。南蛮時代の京都の都を描いた絵がありますよね、

洛中洛外図。1個1個見てください。建築なんていえる

ものじゃないです。例えば、昔の農村に行くと肥溜め

があって屋根が架かっている、あんなようなものです。

基本的に平屋です。屋根は瓦は葺いていなくて、板を

並べて風で飛ばないように石を置いています。だから

民家の形式なんていえるものじゃないんです。それが

基本です。ですから実は民家というのは、地方性が出

てくるのは室町時代の末から江戸時代の初期なんです。

日本の歴史の中ではかなり最近の話ですよ。というこ

とは、どういうことかというと、“民家はやらなくてい

い”と。もともと大したもんじゃないです。材料は茅

で葺くとか、土を塗るとか面白いんですけど、形式そ

のものはそれほどの歴史はないんです。

貴志 学問上、類型化できない形式というのは、歴

史上、表面には表れてきませんからね。

藤森 僕らは建築で歴史を勉強しますが、ああいう

建築の形式が成立する直前くらいの状態に戻りたい、

という思いがあるんですよ。そのことに気付いたのは、

アメリカのプエプロ・インディアンの建築を見てから

です。土着の農耕民族ですが、彼らがつくった泥の建

築とアフリカの泥の建築は、実は同じなんです。要す

るにあるところまで人類の歴史をずっと遡っていくと、

あんまり違いがない。例えば使えるのが泥だったり、
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石だったり、あるいは木だったり、そこに茅があると

か、そういうような条件の中で人類がものをつくりだ

して、ある時期に形式が出来てくる。その形式は何と

なく生まれてくる。その辺の感じというのは、実は世

界中変わらないです。だから“インターナショナル”

というのは、人類の歴史の一番われわれ寄りのところ、

20世紀にもあるし、古い方にもあります。僕はそこに

興味があるんです。キザな言い方をすると、初めて人

類が近代の材料を持って、これで家をつくろうと思っ

て何かやりました。そこにはその感動があったはずで

す。それを再現したいという思いがあるんです。

貴志 素材の使い方は結構荒く使っておられますよ

ね。技術に対しても、その頃の技術を使うことを考え

ていらっしゃる。それは“藤森さんの建築”をその時

点にとどめたいとか、そういう意識がおありなんです

か。

藤森 それはあります。ディテールなんかは、特に

木を使うと、相当いろんな利点があるわけです。それ

と大工さんがそれをやりたいというところを、あまり

むげに断るわけにもいかないのでやります。ただ、あ

まり数奇屋っぽくなると、「それだけはやめてくれ」と

言いますけどね。材料の扱いの技術、相当古い技術、

現場の技術という感じですね。

貴志 関西は数奇屋のような場合は、同じ職人の技

術を使いますよね。それに対してはどう思われます

か？

藤森 あれはすごいですよ。それがないとやっぱ困

るでしょうね。数奇屋の大工が木を組んでいる、あそ

こまでの極致を見ると、やっぱりすごいなと思います

もんね。ただ僕はああいうものはやらないですね。

貴志 ところで先程、焼杉の話の時に、関西人は知

っているはずなのになぜ使わないか、とおっしゃいま

したね。

藤森 そうそう。僕はぜひ関西の人に聞きたい。僕

の知る限り、僕が使う以前には清家清さんが東京で1軒

これを使ったんです。でも1軒でやめているんです。清

家さんは京都生まれの神戸育ちですから、よく焼杉を

知っていた。でも僕の知る限り、近代の建築家で、最

近はちょっと別ですが、つい最近まで使う人がいなか

ったんです。こんなに関西で日常的なのに建築家が使

わないのか。何か差別されているのかな。つまり安い

材料とか、そんなことはない？

貴志 流れが違うんですね。関西の文化の流れは、
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洗練された歴史、文化の方に目がいってしまうんです。

茶道や能のように、形式美の極致みたいなところに至

って、その地点から自然と対峙しますから。

藤森 洗練されていない…、それは僕が差別されて

るみたいだな（笑）。

貴志 ちょっと田舎者
いなかもん

的な感じがするのかも分かり

ませんね。

藤森 やっぱりそういう感じなんだ。ああ、そうい

う意味ですか。最近ちょっと使う、宮本さんが雑誌で

見ただけですが、使っていましたけどね。でもね、何

でこんなに町を歩くと山ほど焼杉があるのに誰も使わ

ないんだろうって。すごく性能は良いんですよ。

貴志 今の建築家というか、私を含めてそうですけ

ど、民家に対して先生みたいに、「これがインターナシ

ョナルにつながるんだ」というような、そういう認識

がなかったんです。

藤森 そうするとやっぱり、ちゃんとした建築は数

奇屋になっちゃって、民家の技術は建築家の方には入

ってこないみたいな。

貴志 そんな気がしますね。むしろ民家というのは

いわゆる職人さんの領域であって、僕らは近代教育で

毒されていますからね。そういうのではない、もうち

ょっとロジックな素材というか。風合いとかは違いま

すが、ただ、保ち方でいうとガルバリウムの方が強い

とか…。そっちの方にいってしまいます。

藤森 僕も最初、焼杉を使おうかと思った時にちょ

っとやめた理由があって、「何かいい加減に焦がした材

料」という感じがあったんですよ。それから焼杉をし

た後、完全に炭をブラシでとったのが“うずくり”と

いうんですが、民芸酒場のインテリアみたいな感じに

なるんです。ああいうのはものすごく嫌でやらなかっ

た。でもちゃんと考えてみると、炭の建材というのは、

本気でちゃんと焼けば炭だ。炭で建築を包むのは相当

素晴らしいことなんじゃないかと思ったんです。結局、

普通12mmくらいの板を2、3mm焼くんですが、20mm

を10mm焼き込みました。だから相当厚い焼杉です。

それは素晴らしかったですね。

貴志 それっぽく見える素材というのは、軽薄な感

じがしますから、ここまで徹底的にやると素材の持つ

存在感が出てきますね。

最後に最近、世界でつくっている、トップランナー

の建築家がやっているような建築についてはどう思わ

れますか？
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藤森 彫刻みたいなものですか？

貴志 いわゆるああいう技術とか、ああいう建築に

対してです。

藤森 ああいう技術には興味ないです。超高層はミ

ースぐらいまでの技術にはえらいなと思うけど、必要

もなく崩したりするのはあんまり興味ないですね。

貴志 恐らく藤森さんが好きだという建築は、きっ

と建築を我々の手の中でとどめておきたいというよう

な、そんな感じがしますので、僕らが見てもほっとす

るし、みんな分かるんです。だけど今の世の中の現代

建築の流れというのは、そうじゃないですよね。です

から“藤森さんがオリジナリティがある”という言い

方もできる。その辺に対してはどうお考えですか？

藤森 現代建築も見ていると面白いのがいっぱいあ

りますね。現代技術も相当一生懸命考えて、まるで昔

の人たちが、初めて泥を触ってやったのと同じように

つくっている場合もある。それを本当に感じたのは、

伊東さんの仙台の「メディアテーク（せんだいメディ

アテーク）」の時です。あれなんかもう、現代技術を手

づくりでやってる感じがしました。基本的に建築の技

術じゃできないから、造船屋さんがやったわけでしょ

う。造船屋さんはできるんですね。すごかった。あの

技術の感じは良いですよね。

貴志 コンストラクチャーはやっぱり手でやります

からね。建築家が考えるアイデアを、高度な職人技術

の裏付けがあって実現させる。これがなければ、単な

るアクロバットですね。

藤森 それと現場で本当に、職人たちが腕の限りを

尽くして溶接をやったわけです。みなさんは知らない

かもしれないけど、建築の溶接ではできないんですよ。

なぜかというと、鉄板を恐らく相当薄くして溶接して

いくんだけど、鉄板を溶接すると膨張するわけです。

膨張して歪むんです。そして冷めると元には戻らない。

ちょっと戻りますけど、歪みを残したまま戻る。それ

を経験だけでやるんですよ。ここが歪んだら、ちょっ

と離れた所を温めるとか。要するに全体の歪みが面の

中で内部応力が変なかたちで現れてくる。それを全然

関係ないところを温めたりしながら、なだらかに、な

だらかにしていくんです。建築の人はもうそういうの

は全然できない。メディアテークの現場を見ていて、

ああいうことだったら現代技術を使ってもいいなと思

いました。やっぱり人がやるということですよね。だ

から結局、中国にいっぱい建っているような建築は設
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計者だけなんですよね、手でやっているのは。やっぱ

り現場の段階まで緊張して自分たちの手の体験してい

る技術、つまり腕をフルに活かしてやるような、そう

いう建設だと大規模なやつでも面白いと思います。

貴志 今回は「建築の可能性」の第一回目の講演会

でしたが、まとめますと、人間がつくるわけですから、

その技術から人の姿が見えなくなったとしても、人の

手で創り込まれたものは、感動するわけですね。特に

藤森さんの建築は、人の手の届くところでモノづくり

をされて、その点を認識させてくれています。しかし、

それはプリミティブな建築をつくるという事ではなく、

建築の本来の姿を提示していて、現代建築にもつなが

っていく、そういうお話として伺っていいでしょうか。

藤森 現代技術でもそうだとは思いますけどね。

貴志 建築は、近代建築が排除してきたけれど、自

然や歴史と密接につながっている。原点に立ち戻って

今後の建築を考えていくという視点を、藤森さんの作

品を通して教えられました。

今日はどうもありがとうございました。
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