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１．プロジェクトスタッフ

TD064009 坂口浩昭 TD 倉掛健寛

TD064022 本徳雅憲 TA 天野

TD064025 吉丸俊和 TA 川内

TD074008 梅野慎也 TA 寺師

TD074021 野村亮介 TA 八木

TD074024 松尾健史 TA 山本

TD074025 山住修平

TC040655 阿南賢司

TC030666 有薗剛

TC040666 岩佐潔則

TC040624 大津尊禎

TC040637 大町桂奈会

TC040636 河﨑美代子

TC040697 小西圭介

TC040651 小村正利

TC030663 長澤正嗣

TC040664 村橋里美

TC030695 山野裕智

２．開催の背景と目的

①公共空間整備の際，土木・建築・造園・都市計画・歴史・まちづくりなど，幅広い

分野について検討・配慮が求められ各専門分野の連携が必要とされているが専門を超

えた議論の場が少ない．

②全国で土木，建築，造園など多方面の学生らによる興味深い活動が行われている．

また，学生が専門を超えた教育を受け，考える場が少ない．

上記のような問題意識【図-1】のもと，九州内各地を中心に全国で様々な分野を学ん

でいる学生を対象に，ひとつの会場に集結し，専門家との議論や同分野・異分野の学

生同志が議論し，考え，コラボレーションを体験する場を提供すべく，学生主体で『九

州ランドスケープワークショップ』を企画した．

本企画の目的【図-2】は，「分野の枠を超えて，九州さらには全国で活躍できる人材」

を育成する場の提供である．また，このような企画を通じて共感できる仲間を見つけ

刺激しあい，そのネットワークが九州内外に広がっていくことは，これからの九州・

全国の美しい風景を守り，育てるきっかけとなり，新たな文化価値を生むための大き

な力となるはずである．また本企画が，各専門分野の抱える問題や，学生が将来関わ

るであろう業務の一助になるようなものにしたい．



●公共空間整備を考える際，土木・建築・造園・都市計画・歴史・まちづくりなど
幅広い分野について検討・配慮が求められ各専門分野の連携が必要とされるが，
専門を超えた議論の場が学生には少ない

●全国で土木・建築・造園など多方面の学生らによる興味深い活動が行われている
が発表し議論する場が少ない

●将来を見据え，専門をこえた学習や体験をする機会が希薄

●日々の学習が、淡々と進み刺激を受ける機会が少ない etc…
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【図-1】問題意識

●異分野の考え方や、公共空間整備へのアプローチの違いなどに触れ、刺激を受ける

●幅広い知見・知識を共有・修得する

●異分野との関係構築により、今後社会に出る際、スムーズに業務を行え、同じ価値
観のもと、より大きな社会貢献ができる
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●幅広い知見・知識を共有・修得する

●異分野との関係構築により、今後社会に出る際、スムーズに業務を行え、同じ価値
観のもと、より大きな社会貢献ができる
【図-2】開催の目的
■開催の意義

大学とは，地域に開かれた場でありシンボルである．大学に求められることは，人

材育成であり，それが地域貢献につながる．人材育成の一環としての位置づけ．

学生は，異分野を学び，刺激を受けることで，将来につながり，気軽に議論しあえ

る仲間を発掘できる．また，自己鍛錬につながる．

■九州ランドスケープワークショップの位置づけ

問題意識でも述べたように，全国で興味深い学生の活動が行われている．また，大 
学や研究機関でも公共構造物のデザインが行われている．FUKUOKA デザインリー

グや風景デザイン研究会など任意団体が存在し，Kyushu Landscape League や FAN
などの学生による任意団体の活動も活発に行われている．しかしながら，活動内容

を持ち寄り報告しあう場は，未だ存在しなかった．

３．開催概要

第１回九州ランドスケープワークショップ

参加者 43 名，発表者 14 名，講師２名，スタッフ 20 名

□ 事例発表会

日 時：8 月 31 日（金）13：00-17：00 
会 場：福岡大学 1 号館 3F 133 教室

opening 13:00 ｰ 13:10 
session 1 13:10 ｰ 14:00 
増山晃太/ 熊本大学大学院自然科学研究科 博士後期課程 2 年



「設計事務所× 研究室－ハレノソラノシタ」

岡田祐介/ 九州大学大学院芸術学府 修士 2 年

「日の里中学校」

session 2 14:10 ｰ 15:30 
栗山 喬/ 九州工業大学大学院工学研究科 博士前期課程 1 年

「さくら橋ワークショップ」

橋本 剛/ 熊本大学大学院自然科学研究科 博士前期課程 2 年

「窓湯」

松尾健史/ 福岡大学大学院工学研究科 博士課程前期 1 年

「福教大附属福岡小学校における児童参加の広場デザイン」

session 3 15:40 ｰ 16:30 
南方雄貴/ 福岡大学大学院工学研究科 博士課程前期 2 年

「地層のフォリー」

宮崎 大/ 九州大学大学院工学府 修士 1 年

「遠賀川河川敷景観設計」

discussion 16:30 ｰ 17:00 
□ 展示会

日 時：2007 . 8 . 31(FRI) 10:00 ｰ 17:00 
会 場：福岡大学 1 号館 3F 展示コーナー

□ 懇親会

日 時：2007 . 8 . 31(FRI) 17:15 ｰ 19:00 
会 場：福岡大学第 2 食堂

第２回九州ランドスケープワークショップ

参加者 92 名，講師２名，スタッフ 20 名

□ プログラム

日 時：2007 . 12 .4(TUE) 18:30 ｰ 20:30 
会 場：福岡大学 A 棟 2F A201 教室

opening 18:30 ｰ 18:40 
session 1 18:40 ｰ 19:30 
基調講演 内藤 廣 氏 ( 建築家・東京大学大学院教授)
session 2 19:40 ｰ 20:30 
ディスカッション「土木と建築の連携を考える」

コーディネーター 柴田 久 氏 ( 福岡大学准教授)



４．開催成果

第１回九州ランドスケープワークショップ

■広報媒体

【図-３】のようなフライヤーを作り，関係各所へ送付．また，当日ビラ配り等によ

り広報．

■ 『土木×建築×異分野のコラボレーション－交流から考え、生まれる日本の未来

－』の第一弾として，学生を中心としたワークショップを８月３１日(金)に開催し

た．当日は，九州大学，九州工業大学，熊本大学，福岡大学などの学生が、パネリ

ストとして参加し，日ごろ自分たちが手がけている土木や建築に関する活動の事例

発表を行った．ゲストクリティークとして，藤村龍至氏(藤村龍至建築設計事務所

主宰)，柴田久氏(福岡大学准教授)も参加し，学生の事例発表に対し，専門家の立場

から様々な意見やアドバイスを述べていただいた．ここでは，分野のコラボレーシ

ョンとともに学生同士のコラボレーション，学生と専門家のコラボレーションなど

も目的としている．フリーディスカッションなども行われ，学生には良い刺激を受

ける場や情報交換の場となったのではないだろうか．

【図-3】第１回フライヤー表面



■議論の中身

議論の内容を【図-4】に示す．また，開催風景を下記に写真にて示す【写真-1】～【写

真-10】．

ｖ

●土木と建築のデザインに対する解釈には差異があり，
今度どのようなコミュニケーションをとっていくべきか

●建築は，有名性という特徴があり，土木には無名性という特徴がある
●公共空間整備などを行う際，デザイナーや設計者の位置付けが不明瞭である
●土木，建築ともに相互理解が重要であり，
お互いデザインヒントを探る必要がある．

【図-4】議論の要点
【写真-1】九州工業大学の発表の様子
 【写真-2】参加者同士の議論の様子
【写真-3】質疑応答の様子
 【写真-4】会場の様子
【写真-5】福岡大学の発表の様子
 【写真-6】フリーディスカッションの様子
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【写真-7】発表時の模型
■結果

開催時にアンケートを実施した．主な結

建築学会に合わせて開催したため，幅
学生がこのような活動を行っていたと
行った意味は伺える．
議論内容を高尚であり，参加者・発表

建築学会に合わせて開催したため，幅
学生がこのような活動を行っていたと
行った意味は伺える．
議論内容を高尚であり，参加者・発表
【写真-8】発表に耳を傾ける講師陣
【写真-9】展示風景
 【写真-10】白熱する議論の様子
果を【図-5】に示す． 

広い場所からの参加がみられた．
いうこと知らなかった参加者が多く

者にとっても良い機会となった．

広い場所からの参加がみられた．
いうこと知らなかった参加者が多く

者にとっても良い機会となった．
【図-5】アンケートより得た成果



第２回九州ランドスケープワークショップ

■広報媒体

【図-6】のようなフライヤーを作り，関係各所へ送付．また，当日ビラ配り等により

広報．

■KYUSHU LANDSCAPE WORKSHOP の第 2 弾では，ゲストとして内藤廣氏（建

築家・東京大学大学院教授）をお招きし，学生の知らない現場の生の声を聞く機会

を設けた．第 1 部で行われた基調講演では，現代のアカデミズムや社会情勢の抱え

る問題に対して学生が何を感じ，今何を学ぶべきか，どのような視野を持つべきか

というお話や，建築・土木両分野を経験し，異分野との協働によるまちづくりを積

極的に行われているからこそ抱いているコラボレーションの意義，そして何より異

分野でありながら同じ目標を持つ者同士が協働して目指すべきまちづくりの姿につ

いて，宮崎県日向市におけるまちづくりを事例として紹介しながらお話していただ

いた．第 2 部で行われたディスカッションでは，コーディネーターとして柴田久氏

（福岡大学准教授）をお迎えし，コラボレーションに関するより踏み入った質問や

「内藤廣氏の考える美しい風景とは」など，様々な質問を投げかけた．またその後

は会場に訪れた学生や専門家から内藤廣氏への質問や意見などを募り，フリーディ

スカッションの場となった．会場からは内藤氏自身に対する質問や「まちと都市の

違い」，「壊れていく風景をどうやって繕って行けばよいのか」，「自分の感じる美し

【図-6】第２回フライヤー表面



い風景をどのように表現すればよいのか」など答えを出すことが非常に難しい質問

も多く，内藤氏だけでなく会場全体が一つの問いに対しての自己の回答を模索する

ような場面も多くみられた．これらの機会から出た疑問や問題点は，このような小

さな範囲に収まりきれるものではないが，今回のイベントに参加した人々の中では

共有することができたであろう．そして次はこのような意識共有の場を広め，より

多くの人々が同じ問題意識を共有する機会を増やしていくことが重要となるであろ

う． 
■議論の中身

議論の内容を【図-7】に示す．また，開催風景を下記に写真にて示す【写真-11】～

【写真-20】．

【図-7】議論の要点

●建築と土木の関係性を語ると共に、お互いがお互いを理解し歩みよる必要がある
●日本の社会情勢をしっかりと捉え、都市構造を読み取る力をつける必要性
●日本の大学教育(アカデミズム)に対する問題

●建築、土木のコラボレーションを行う際の注意点
●美しい風景の捉え方、壊れていく風景の捉え方など

●建築と土木の関係性を語ると共に、お互いがお互いを理解し歩みよる必要がある
●日本の社会情勢をしっかりと捉え、都市構造を読み取る力をつける必要性
●日本の大学教育(アカデミズム)に対する問題

●建築、土木のコラボレーションを行う際の注意点
●美しい風景の捉え方、壊れていく風景の捉え方など
【写真-11】開場時の受付の様子
 【写真-12】基調講演の様子
【写真-13】熱心に聞き入る開場の様子
 【写真-14】事例を使った講演
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【写真-15】ディスカッションの様子
■結果

開催時にアンケートを実施した．主な結

また開催して欲しいという意見が多く
刺激を受けた方も大半を占めていた．
日本で指折りの建築家であり，建築か
内藤氏を呼ぶことが出来たのは，成果
会場が学生で埋まり，多くの学生を呼
知識の差がそこにはあり，社会人にと

また開催して欲しいという意見が多く
刺激を受けた方も大半を占めていた．
日本で指折りの建築家であり，建築か
内藤氏を呼ぶことが出来たのは，成果
会場が学生で埋まり，多くの学生を呼
知識の差がそこにはあり，社会人にと
【写真-16】会場を交えた議論
【写真-17】白熱した議論に耳を傾ける様子【
写真-18】美しいデザインについて語りあう様子
【写真-19】講演前の講師陣の様子
 【写真-20】会場からも質問が多く挙げられた
果を【図-8】に示す． 

みられ，

ら土木へ足を踏み込まれている
である．
び込めた訳だが，やはり社会人の方との
っては，少しもの足りないものとなった

みられ，

ら土木へ足を踏み込まれている
である．
び込めた訳だが，やはり社会人の方との
っては，少しもの足りないものとなった
【図-8】第２回でアンケートより得た成果



■詳しい講演内容

土木と建築

100 年来，建築・土木間のコミュニケーション（会話）が乏しいものです．それぞれ

のやっていることを理解せず，互いに違うことを考えています．本来建築と土木と

いう大きな流れがあって，相互を都市がつなぎ合わせる役割を果たすという作図で

したが，その役目はあまり果たせていません．建築と土木において最も異なる点は，

建築が住宅などの日常を取り扱う分野であるのに対して，土木は災害などの非日常

を取り扱う分野です．この価値観の差は教育カリキュラムに起因しています．建築

のまず目指すものは自己実現の提示です．それに対して土木の目指すものは他者の

救済です．これらの違いの中で問題なのは，互いに偏りすぎたことにあります．し

かし両者の考え方は両方必要であり，協力し合えばより良いものができるのではな

いでしょうか．

人口減少時代へ

17～18 世紀にかけて世界の人口は急激に伸びています．1950 年は私が生まれた年で

人口は 25 億人でした．現在は約 63 億人です．このように世界の人口は増加し続け，

2050 年頃には 100 億人に達するでしょう．一方 2005 年頃をピークに，日本の人口

は減少傾向にあります．これは，人類において未体験のものです．さて，そんな中

建築や都市はどうなってしまうのでしょうか．日本の都市は斑模様になり，その現

象はデフレスパイラルのように進行し続けていきます．そうなると価値が下がり地

価も下落し，何よりも犯罪率が増加する．また網の目のように広がったインフラネ

ットワークは支えきれなくなります．日本の都市構造はシュリンクしていくのです

が，そのシュリンクしていく世の中を誰も描いていません．これはみんなで考えて

いかなければならない問題です．

日本のアカデミズム

明治時代の日本のアカデミズムは最先端であり，大学の先生たちはいち早く西洋の

テクノロジーを取り入れ，優秀な学生を育てて社会へ送り出していました．しかし

現在は世の中の変化に対してアカデミズムの遅れが目立ち，世の中の要求に応えら

れていないのが現状です．これは旧来の枠組みが保持され続けていることが原因で

す．現在の学生は基礎的な工学的知識の勉強と応用的な演習両方をこなさなくては

なりません．建築の基礎は工学であり，その工学のエッセンスを身に着けない人間

がいくらデザインをやっても何の意味もないと思います．

コラボレーションについて

篠原修先生がよく使われますが，その言葉は仲良しグループのような印象を受けて

います．これは一人でもできる人間が集まって互いに協働することで，初めて意味

があり良いものができます．だから誰かと協働したいと思うのであれば，まず自分

が一人前以上の人間になろうと思うべきです．そして是非とも強いコラボレーショ



ンを目指してほしい．自分も篠原先生と共同するに当たって，土木のテリトリーを

理解するために努力し勉強しています．このように互いに努力する必要があり，そ

れなしにコラボレーションはあり得ません．

日向市駅

これは篠原先生とのコラボレーションの中で成功した事例として，最初に名前が挙

がるものです．12 年間まちと付き合う中でこの事業は住民との関わりが多く，その

中でまちづくりまで発展させようということになりました．プロセスを通して住民

との協働を活かしてまちづくりに繋げようということになりました．日向は杉の生

産地として賑わったという歴史を持っていることから，地元住民や行政も杉を使用

して駅舎をつくることを懇願していました．当初は杉のような弱い材料で駅舎をつ

くることに反対でしたが，どうしても杉を使いたいという強い願いに押されて杉を

使った駅舎及びまちづくりをしようということになりました．まずパブリックな部

分から始めようという事で，街灯などのストリートファニチャーから手をつけまし

た．ストリートファニチャーの材料にも杉を使用しています．普通ならばメンテナ

ンスの不便さを理由に敬遠されますが，日向プロジェクトにおいては住民の方々が

自分たちでメンテナンスをやると申し出るなど，公共事業ではあまり見られない住

民とのコミュニケーションが生まれました．専門分野の枠を超えて，まちに対して

何ができるかを考えることが最大の目標で，専門分野の垣根など極めて小さいもの

でした．

■第１回，第２回あわせてのまとめ

・各専門について，確かな知識と技術を持った技術者の連携が重要である．

・デザインコンセプトを多くの議論やフィールドワークから共に見つけ出すこと

が重要である．

※写真は内藤氏パワーポイントより引用
【写真-21】日向市駅の模型
 【写真-22】日向市駅前広場(土木，造園)



【写真-23】ストリートファニチャー(ID) 【写真-
土木(公共空間)

都市(土木と建
24】日向市駅 駅舎(建築)
建築(私的空間)

築の間)

【図-9】土木と建築，都市の関係
作：内藤廣氏作：内藤廣氏

【図-10】土木と建築の性質



・土木と建築のコラボレーションを考える上で，重要な存在である都市を忘れては

いけない【図-9】．
・土木と建築の性質をしっかりと捉える必要がある【図-10】．
■参加した学生にとっての効果

・今までは土木，建築，都市などを整理し，自分の学ぶ分野の位置づけを学ぶこと

さえなかった．

・日向市駅という土木，建築，ID などの異分野の連携が上手くいった事例を示して

頂き，大変参考になった．

・学生にとっては，こういった事例や内容を知る機会が少ない．

■成功点

・刺激を受けたときの意見が多かったことや多くの学生に参加していただいたこと

・学生のネットワーク構築の一助となった

・議論内容も的を捉えており，これからの学生にとって勉強になった

・内藤廣という専門家を呼ぶことができた

・学生による学生のための会を開催したことは意味がある

■反省点

・スタッフ人数的にも，限界があり広報が不足した

・広報不足による会場参加者の少なさ

■成果

議論でも挙がっていたが，日頃学生が大学教育の中で，異分野を学び共に議論する

ことは少ない．

今回の会を学生が企画し，異分野が一同に会し議論できたことは大変意味のあるこ

とだと感じる．

この成果は，すぐに現れるとは思えず，一度で終わることなく全国で多発していく

ことを期待している．

しかし，参加した学生が異分野を知り，学ぶキッカケとなったのであれば，今後社

会に出る上での糧になったと感じる．

５．終わりに

問題意識に賛同し、貴重な事例を発表していただいた方、また、快く講演をお引き

受けいただいた内藤廣氏、開催準備を共に進めていただいた方、チャンスをくださっ

た福岡大学には、大変感謝しています。

半年を越える準備期間であり、何十回ものミーティングや議論、開催準備は非常につ

らいものがありました。しかし、やりとげたことで学ぶことはそれ以上に多かったと

感じます。

私は、2008 年度より建設コンサルタントとして就職の予定です。



今後、日本に良い公共空間ができることで、今回の会が意味あるものだったと思っ

ていただけるよう頑張ります。

長い目で見ていただき、ご理解いただけると幸いです。


