
それぞれのライト

HABON PAPER
Curation paper Sharing about the viewpiont of “mono-coto”

Habon な人々がもつモノコトの視点をシェアするキュレーションペーパー
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“つくる”文化、“つくる”技術
満天のライトで気分満点
強固な建築、ライトな建築
代官山で雨に降られたら

宅飲みと停電
世界のライトを考える　ガーナ編

バラナシの火葬場
今月のiPhone Snap
連載「京都綺譚」
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「強固な建築、ライトな建築」
　2001 年１月、仙台に歴史をかえ
る建築がオープンした。定禅寺通の
立派なケヤキ並木の中に突如現れた
光の箱 “せんだいメディアテーク”。
　元来、建築と言えば柱と梁でつく
られてきた。しかし、この建築には
それがない。“チューブ” と呼ばれる
光の柱と、“フラットデッキ” と呼ば
れる薄い板。それだけでつくられて
いる。あまりにシンプル。それ故、
その特徴が強調され、建物全体が今
にも浮かび上がりそうな軽さを帯び
ている。
　チューブは今までの太く重い柱で
はなく、中が空洞になった構造で、
そこから下階に光を運んでくれる。
光の柱の周りには自然とひとが集ま
る。フラットデッキがつくる床は今
までにない薄さで実現され、上下階
の境界を曖昧にする。何もかもが画
期的だった。少なくとも僕にとって
は衝撃的な建築だった。「これから
建築の世界が変わるぞ」と思えた。
　しかし、いま東北大震災によって、
この流れが変わるかもしれない。
　「地震に強い建築を！！」決まり
文句のように語られるその言葉が持
つ凶暴さにみんな気付いていない。

柱はより太く、床はより厚く、壊れ
ない建築に。もちろん、物理的に強
固につくっていくことは重要であ
る。しかしそれと同時に復興にむけ
て力強く立ち上がれるコミュニティ
をつくることも重要ではないだろう
か。災害が起こった際、僕らが一番
に求めたのは “つながり” だった。
その “つながり” をつくれる建築を
提案していこうと僕は思う。
　簡単なことじゃない。まだどうす
ればいいのかなんて全く分からな
い。でも単純に物理的強固さを求め
るだけの建築ではなく、人と人のつ
ながりを大事に育んでいける建築を
目指す方向に変わってほしい。
　チューブとフラットデッキが話題
を呼んだせんだいメディアテーク。
しかし本当のすごさは、そこにどん
な災害にも壊れないコミュニティを
つくったことではないだろうか。

「代官山で雨に降られたら」
　雨が降ったり止んだりの季節に訪
れたい場所といえば、額縁庭園で有
名な京都大原の宝泉院がある。額縁
庭園とは、柱と梁、敷居に囲まれた
空間を額に見立て、一枚の絵のよう
に鑑賞する庭園のこと。
　「あぁ、地元の商店街を○○銀座
と呼んでみたり、リンゴをウサギの
ようにカットしてみたり、何かと『見
立て』る日本文化のアレですね」と
言ってしまえばそれまでだけど、額
縁に収められた景色は、静と動が混
在しているようで、そこから立ち去
り難くさせる力を持っている。その
庭園で梅雨の音を聞いたり雨の移ろ
いを眺めたりしてみたい。とはいえ
ここは東京で、連休も無いこの時期
に京都大原まで足をのばすにはちと
辛い．．．。
　なんて考えながら、どんより曇り
空の下、代官山を散歩していたら、
手軽にそれを楽しめる場所を発見。
旧山手通り沿いに建つヒルサイドテ
ラスの一番端っこ、交番がある角を
入ると右手に見えた、純和風の木造
建築「旧朝倉家住宅」。以前はいつ
も門が閉まっていたが、最近一般に
公開されたらしく見学出来るように

なっていた。
　住宅内は外観以上に大きく、奥行
きがある。手入れの行き届いた庭を
左手に、どんどん奥に進んでいくと、
襖と梁と敷居に囲まれた空間いっぱ
いに、新緑の木々だけが見える部屋
があった。パンフレットに杉の間と
書かれたこの部屋に切り取られた庭
園の新緑は、まさに一枚の絵のよう
だった。そして聞こえてくる鳥の鳴
き声と都会の音のバランスが絶妙で
心地よい。というのも庭園が、ヒル
サイドテラス裏の急斜面にあって、
地形をうまく取り込んだつくりに
なっているから。
　買い物、お食事ついでに気軽に寄
れる額縁庭園。代官山で雨に降られ
たら、カフェではなく旧朝倉家住宅
へどうぞ。

ビジネスコンサルティング会社在籍
企業の各種戦略の立案をサポート。
シェアライブラリー「Habon」共同主宰。
Sister School PJ メンバー。

吉田 亮介

建築設計事務所勤務　建築家
シェアライブラリー「Habon」共同主宰。
奈良のフィットネスクラブと静岡と地域情
報発信をしてくオフィスビルとを設計中。

杤尾 直也

建 築

文 化
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「宅飲みと停電」
拝啓
　皆様いかがおすごしでしょうか？
お雇い外国人としてバグダッドに赴
任して４ヶ月、暑さと停電に悩まさ
れる日々です。街では毎日事件が起
こっているためずっと事務所兼生活
の場でもあるホテルで缶詰になって
います。めったにない外出はマシン
ガンを持った護衛つき。
そんな状況なので息抜きと言えば仕
事が終わった後で酒を飲んで同僚と
だべることくらい。イラクでも酒は
手に入る。街の酒屋は良く爆破され
るので僕たちが行くのはグリーン
ゾーン内の店。
　大体飲む部屋は決まっていてそこ
で飲む。そもそもホテルを職場にし
ているので寝室から事務所まで１分
もかからない。だから遅くまで飲ん
でも翌日に響かないのがいい。
二日酔いでも昼にベッドで寝てれば
問題ない。
　仕事のやり方。前の会社のこと。
今度の休暇で何をするか。どんな映
画がみたいか。どんな女の子がタイ
プか。何度も繰り返した話だけど楽
しい。停電が３０分に一回は起きる
ので発電機が動くまでの間は少し休

憩。大抵の停電はすぐ戻る。発電機
自体がダメになるとしょうがないか
ら誘導灯の光でそのまま飲み続け
る。
　長い停電の間は皆結構まじめに話
をしている。病院はどうあるべきか。
プロジェクトが終わったらどうする
か。非常灯の明かりでリラックスす
るんだろうか 。１人で暗闇にいても
そんな風にはならないけど誰かが居
ると不思議とポジティブかつ深遠な
雰囲気が生まれる。酒も入っている
からまともなことは言っていないは
ずだけどいい話を聞いたような気が
する。もしかすると自分でも言って
いるかもしれない。
　そして電気がつくとまたくだらな
い話が始まるという具合。
以上宅飲みと停電の話。

敬具

医療コンサルティング会社勤務
大学で建築を学んだのち、アトリエ系設計
事務所に勤務。その後、「世界の医療を変え
たい」と今の会社に勤務。現在バクダット
駐在所で奮闘中。

「世界のライトを考える　ガーナ編」
　スラマトパギー！インドネシアか
ら実果です。私は只今世界一周の旅
の最中です。さて、今回のテーマは
「ライト」ということで私がこの旅
で出会ったライトについてご紹介し
たいと思います。right（権利）につ
いて思うところをつらつらと。
　私の自慢の特技は素敵な人と出会
うこと。その例に漏れず、今回私が
この世界中を回った旅で出会った人
たちもとっても素敵な人たちでし
た。自分のことよりも周りの誰かの
ことを思って行動する、そんな心優
しい人ばかり。でも、だからこそ、
そんな彼らといると、ときどき私が
どうしたらいいのかわからなくなる
シチュエーションに出会うことも。
　その１つはガーナでのこと。そこ
で私は難民キャンプに滞在し様々な
お手伝いをしていました。リベリア
から難民としてガーナに逃れて来た
彼ら。私たちにいつもごはんを持っ
て来てくれた彼ら。いつだってやさ
しくて、あったかくて。でも話を聞
くと、ガーナ政府はその難民キャン
プを国内から撤退させたがっている
んだとか。（実際私がいるときも軍
による銃撃が起こってしまいまし

た。）難民で市民権がないので選挙
もできない。だからそんな政策にな
にか言うこともできない。現地語が
違うためガーナ人からも差別され、
ましてやガーナで働くこともできな
い。でも何か買う時には通常よりも
高い値を言われてしまう。いつも優
しい彼らの背後にはそんな毎日が隠
されていました。
　権利って一体なんなんだろう。自
分の国にいられない状況でも、その
代わりに「別のところで暮らしを営
む権利」が自動的に与えられる訳で
はない。
　答えが簡単に見つけられる問題で
はないけれど、考えることは無駄
じゃないと思う…ので今日はきっか
けとして、私がであったそんな権利
についてお話しさせて頂きました。
　それではまた、
　　　日本でお会いしましょう！

辻 尭裕

BADO! プロジェクト 2010 年奨学生。
「140 文字で世界を変える！！」をテーマ
に自身が出会った人々の夢を叶える旅を続
ける。北米、南米、アフリカ、中東、アジ
アを旅し、現在はインドネシア旅行中。

藤沢 実果

海 外

政 治
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「バラナシの火葬場」
　沢木耕太郎による紀行文「深夜特
急」を読んだのがきっかけで、バッ
クパックひとつで海外へ旅に出た人
はゴマンといるだろう。自分もその
例に漏れず、その本に触発されてイ
ンドへ行った。そのインド、深夜特
急にも一つのシーンとして描かれて
いる、バラナシのガンジス川のほと
りにある火葬場を訪れたときのこと
だった。
　「中に入るなら３００ルピー払え」
僕は一人のインド人青年に声をかけ
られた。が、インドではよくあるこ
と。僕はその呼びかけにまったく反
応ぜず、火葬場の中に入っていこう
とした。しかし、その青年はそうは
させんとばかりにまた言った。「見
学したいのなら３００ルピー払わな
ければならない。そのお金は、薪代
として死者の家族に寄付される。」
　300 ルピーといえば、インドでは
大金だ。宿泊しているホテルの 2,3
泊分に相当する。僕はその話を信じ
なかった。薪代は死者の家族達に
よって賄われる。したがって薪代の
ない死者は、他の火葬場で焼かれる
…そんな話を他のインド人から聞い
ていたからだ。

　きっと 300 ルピーは家族に渡るこ
となく彼の懐に入っていくのだろ
う。彼の声を無視し、一人でそのま
ま行こうとすると、彼は僕の前に立
ちはだかり、また言った。「中に入
りたければ、３００ルピー払え」「い
や、払う必要はない。」僕は断固と
して拒否した。
　そうやって押し問答を繰り返して
しているうちに、仲間が４、５人集
まってきた。これ以上入ったらどう
なるかわからんぞ、と。そうなると、
金を払わず中に入っていくことは困
難な状況になってしまった。
　仕方なしに来た道を戻る途中、腹
のそこから怒りがこみ上げてきた。
人の死をネタにして、自分の金儲け
をしようとは。しかもその金は遺族
に渡りやしない。そう思うと彼らの
手口に許しがたい感情を覚えた。な
んて奴らだ、彼らの行為は間違って
いる…と。
しかし、少し離れた場所から火葬場
を眺めていると別の感情が湧いてき
た。もしかしたら自分は彼らと何一
つ変わらないのではないだろうか？
　彼らは死者をネタにして金を稼
ぎ、彼らの腹を満たす。僕は死者を

ネタにして観光し、自らの好奇心を
充たす。死者とはまったく関係のな
い人間が。どうして自分だけが間
違っていないといえるだろう？
　金儲けをしている人間、死体が焼
かれるのを見学している人間、どち
らも死者の家族の目には同じように
映っているのだろう。インドの青年
達に向けた怒りは、自分にも向かっ
ていたのだ。
　正しいこと、間違っていること。
そんなこと簡単にはわからない。立

ち位置が違えば、見え方も異なって
くる。いろんな角度から、色んな目
で確かめて、やっとなんとなくわか
る。はっきりなんてわからない。
結局、中に入って見学する気持ちが
失せた僕は、途切れなく立ち上がる
炎と煙をしばらく眺めていた。

「今月のiPhone Snap」 写 真

旅

ビジネスコンサルティング会社在籍
シェアライブラリー「Habon」共同主宰
Sister School PJ メンバー

吉田 亮介

「いい天気」
中目黒ハウスから朝の眺め

「過ぎる」
山手線からの一枚

「夏の訪れ」
きれいな蝶が目の前に、一瞬の隙を狙って

「Habon 第 9回」
またまたいい本をご紹介いただきました

「モンマスティー」
千駄ヶ谷にあるお気に入りの場所

「誕生日プレゼント」
サプライズでいただきましたスガワラガラス

by Naoya Tochio
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　Habon で紹介されて以来好きになった本！
ワタルが「仕事中に読んだらいけない本」と言っ
てたのを話半分に聞いていたが、今はその意味
がわかる。アラスカ写真家の方が書いた文章に
もかかわらず、情景が浮かぶ素敵な文章。読む
ことで精神的に旅でいい景色を見たのと同じ効
果が得られてると思う。人にやさしくできない
時、仕事ばかりな時、読むようにしています。

田鍋 圭助 「旅する木」
星野 道夫
文藝春秋

　生活者の視点に立った著者の住宅デザイン
へのこだわりに優しさを感じます。形態だけ
でなく、住む人、使う人の行動や振る舞いに
ついて記述が多いので、建築に詳しくない人
でも読みやすい本です。

筒井 佳樹 「住宅読本」
中村 好文
新潮社

　1300 年間、変わらぬの姿を今に残す法隆寺。
その建築を裏から支えた、最後の棟梁、西岡
常一の書いた一冊。口伝に基づく宮大工の精
神は今の僕らにとっての生活にも当てはまる。
シンプルだからこそ心に刺さる。環境に対し
て、弟子に対して、子どもに対して、様々な
角度で書かれる口伝は、“やさしさ” ってなん
だっけと考えるきっかけを与えれくれる。

杤尾 直也 「木のいのち　木のこころ」
西岡 常一 / 小川 三夫 / 塩野 米松

新潮社
 

　余命数か月で行った大学教授の最後の授業。
家族の為、自分の為、今まで支えてくれた周
りの人々へ。一言一言が重みがあり、改めて
感謝と優しい気持ちになる心の “ゆとり” を
大切にしようと思う作品。

竹野 渉 「最後の授業」
ランディ パウシュ、ジェフリー ザスロー

武田ランダムハウスジャパン

　普段何気なく過ごしている（かもしれない）
住宅。でも、目に見えるものの形にはすべて
に意味・意図があり、それは居住者に対する
優しさなのだと思います。

太田 聖 「住まいの解剖図鑑」
増田 奏

エクスナレッジ

　とても “強い” 写真。この写真を撮れるのは、
路上で生きる人々とともに食事をし、ともに
寝て、同じ目線できちんと彼らと向き合って
いるからだと思う。その姿勢が “やさしさ”
だと感じる。

岡澤 友広 「地を這う祈り」
石井光太
徳間書店

 　「優しさ」って奥深い。形に表れやすいも
のもあれば、目に見えにくいものまで。すぐ
伝わるものもあれば、「えっ今頃？」なんてこ
とも。
　この本は、そんないろいろな「優しさ」の形。
それが最も表れやすい「家族」をテーマにした、
写真集と記事のコラボ book。「優しさ」を感
じる場所、形、対象は今やさまざまなのね。

岡部 祥子 「家族新聞」
共同通信社 /浅田 政志

幻冬舎

　偶然乗り合わせた電車の中で起こる様々な
ストーリーから、知らない人からもいつも優
しくされていたり、優しさをもらっているこ
とに気付かせてくれる本です。

大石 香 「阪急電車」
有川 浩
幻冬舎

　“やさしさ” とは、誰かのことを思うことで生
まれてくるんじゃないか、と思います。
この本は、旅に出た男が、その旅先から、残し
てきた恋人に向けて送った写真と手紙を集めた
本です。読んでいるうちに、自分の身近な人で
あったり、まったく見知らぬ土地で暮らす人で
あったり、はたまたこの星の風景だったり、さ
まざまなものに思いを向けさせてくれます。

高橋 脩 「きみが住む星」
池澤夏樹
角川文庫

　なぞの生き物オチビサンとナゼニとパンく
い（犬）の日常の話。四季の移ろいを感じな
がら丁寧にくらすオチビサンたちのエピソー
ドに癒されます。色合いも美しくておすすめ
です。

第９回は「やさしさ」をテーマに Habon な人たちのオススメの本を集めました。読んだ後にやさしい気持ちになれる本、やさしさって何？と
考えさせられる本、表紙が上品で美しい本等など、「やさしさ」をキーワードにした 16 冊の本を紹介します。

四元 香菜 オチビサン
安野 モヨコ
朝日新聞出版

New Books of Habon Library 

本をシェアすることで、自分の興味の一歩先にある
“オススメの本” と “人” に出会える新しいライブラリーの仕組み

Habon
とは
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連載「京都綺譚」

Recommend 3M おわりに

第三回　芸能神社
　広く「やおろずの神」を祀るの
が日本の神道である。京都ともな
ると、さまざまな神社が存在する。
電波、電気、電子等の発展を祈る
電電宮、毛髪の健全な育成を祈願
する御髪神社、あらゆる悪縁切り、
ひいては恋人と浮気相手との縁切
り等をも願う安井金比羅宮…。そ
んな中、ひときわ「ライトなノリ」
で散策できるのが、車折神社（く
るまざきじんじゃ）境内の一角を
占める「芸能神社」である。
　大きくはないが、明るい境内だ。
この神社はその名の通り、芸能の
神様のおわすところ。整然と並ぶ
朱塗りの玉垣には、全国の役者の
卵たちや劇団の名が墨書きされて
いる。その中に、よく見たような
名前がちらほら。南野陽子、隣に
氷室京介、さらにエグザイル３人
を挟んでからの、里見浩太郎。辺
見マリ・えみり親子、マギー司郎・
審司親子は仲良く並んでいる。さ

らには嵐、キリンジ、そしてディー
ン…。あなたは見つけられるだろ
うか？
　勿論、見る側にはライトであっ
ても、願う側は切なる思いを込め
ている。相方を差し置いて一人玉
垣を掲げるスピードワゴン・井戸
田潤の名前等を見ると、再び幸が
訪れんことを願い、涙を禁じ得な
いのである。

愛の勝利を
Movie

　20 世紀前半、ヒトラーと並ぶ独裁者として君臨
したムッソリーニ。若き日の彼と運命的に出会い、
彼を支え続けた女性がいた。 しかし、その存在は近
年までほとんど知られていない。イーダは、歴史上
から抹殺されていたのだ。彼の手によって… 。その
理由は、イーダが真の愛を求め続けたからだった─。

「引き算のデザイン」
　美容室へ髪を切りに行くと、気持
ちが切り替わったり、生まれ変わっ
たように思えたりする時がある。
　先日も 20 代最後の年を迎える前
にそんな気分になりたくて、美容室
に行った。カットしてくれるのは顔
なじみの美容師さん。初めてカット
をお願いしてから、もう10年が経つ。
高校の部活を引退して、初めて美容
室に行った時からのお付き合い。
　「こんな髪型にしてください」なん
て雑誌を見せながら具体的に言わな
くても、「けっこー短めで、夏っぽく
かっこよくして下さい」と漠然とし
た注文でカットしてもらえる安心感
が心地よい。その美容師さんにカッ
トしてもらっているときに、今回初
めて気づいた。
　「美容師は引き算でしか、
　　　　デザインができない」
　美容師は、エクステや色を付ける
ことを除けば、髪を切って減らして

いくことのみでカタチをつくってい
く。当たり前といえば当たり前のこ
とだけど、毎日の仕事で付加価値と
か価値創造とか、何かを生み出した
り作ったりすることが、デザインで
あったり仕事だと思い込んでいた自
分にとっては新鮮なことに思えた。
　ワックスを付けても何をしても、
セットすらままならない程に伸びた
ボサボサの髪も、必要な部分だけ残
して、不必要な部分はそぎ落とす。
そこには綿密な計算と繊細な技術が
あってこそではあるけれど、たった
それだけで、その人の印象をガラッ
と変えてしまうのが、美容師のデザ
イン。自分の周りにも何かを付加す
るのではなく、そぎ落とすことで新
しいカタチやアイデアに行き着くタ
ネが転がっている気がする…さっぱ
り短く夏っぽく、かっこよく？して
もらった自分の髪を見ながらそう
思った。

シンセンス 展
Museum

　史上最年少の男性作家として東京現代美術館で
個展が開けるアーティスト / 名和晃平。「Cell」と
いう概念をもとに、先鋭的な彫刻・空間表現を展
開する。この展覧会では1周目は何もない状態で、
2 週目は解説をみてまわる。すべての鑑賞者が 2
周し、自分の感覚と作者の意図の違いと楽しめる。

Getz / Gilberto
Music

　ボサノバの原点ともいうべき歴史的な一枚。心
地よいこれからの季節にテラス等外で聞きたい。
StanGenz の哀愁漂うテナーサックスに注目。おス
スメは「Desafinado」。

「故郷な本」
次回のHabon

HabonPaper issue 04
同時発行

2011.08.6(sat) 　　　
　　          ＠中目黒ハウス
[星空映画祭]  同時開催

HabonPaper issue 03

「それぞれのライト」

京都大学大学院博士課程在籍。
都市の様相の解読とそのデザイン方法
を研究中。京都にちょっと詳しい。

アクセス：京福電鉄「車折神社」下車すぐ。
嵯峨嵐山や太秦も同じ沿線。
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Curation paper Sharing about the viewpiont of “mono-coto”


