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Summary

Kochi Prefecture has with 84% the highest proportion of forestland in Japan. In Yusuhara Town, it is even 
as high as 91%. Kengo Kuma, a worldwide famous architect, earned his reputation when he, in times of 
hardship of his own, designed Hotel Kumonoue, which was built using local timbers. He designed five other 
wooden buildings in Yusuhara: Yusuhara Museum, Yusuhara Town Hall, Marche Yusuhara, Yururi Yusuhara, 
and Library Kumonoue. All these buildings are well-known all over the world, and made Yusuhara one of the 
most popular towns in Japan.  
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１．はじめに

1. 1　研究背景
　平成最後（30年）の秋､ 10 月 27 日（土）に 16 年ぶりに来高された天皇陛下が視察されたと
ころのひとつは、高知県立林業大学校である。森林率 84％で全国一の高知県では、森林が生む財
産を次世代に継続的に伝承、及び開発していく行政が行われている。昨今の林業、建築・土木業界
においての現状は次のとおりである。高知県、和歌山県、岐阜県をはじめとする豊かな森林を保有
する地方都市の自治体では、エネルギー、及び資源が無償で得ることができる里山を資本に行政、
経済活動を取り組む動きがある。具体的には人口減少問題対策、観光計画、防災・減災計画におい
て有効である1）。林業・建築業界では、今まではロスになっていた間伐材をはじめとする木材を活
用した CLT（Cross Laminated Timber、直交集成材）が SRC 造、RC 造、S 造に限られていた高層建
築にも利用されるようになった。木をモチーフとして、かつ高知県との縁が深い建築家の一人とし
て隈研吾の存在がある。隈研吾における高知県内の象徴的出来事として、前述した高知県林業大学
校の校長に平成 30 年の 4 月に就任して同年 10 月 27 日（土）、天皇陛下に木の建築、森の時代に
ついてご説明をされた。

＊1　Assoc. Prof. Depart of Social Design Eng, National Institute of Technology, Kochi College
＊2　Foudation Degree, National Institute of Technology, Kochi College
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1. 2　研究目的
　隈研吾は 21 世紀の建築をコンクリートの時代から木の建築、森の時代 2）になると提唱しており、
発端が 1991 年バブル景気崩壊を境にした前後にあったと述べている。本研究では、高知県の木と
建築家、隈研吾が高知県梼原町で最初に手掛けた梼原町地域交流施設（現、雲の上ホテル・レスト
ラン）との出逢い、設計哲学の変遷を政治、経済、及び時代背景において明らかにする。その際、
1991 年バブル景気崩壊前のポストモダン建築の代表作、M2 を比較対照すると初期の木の建築、森
の時代といえる梼原町地域交流施設の特長がより抽出できる。梼原町地域交流施設を皮切りとして、
環境モデル都市を目指す梼原町において隈研吾は 6 つの建築を竣工させているが、梼原町地域交流
施設の設計思想・哲学の延長線上にあるものである。木の建築、森の時代を各々の建築でいかに発
展、進化させてきたのかも研究する。

1. 3　既住研究
　隈研吾は中国に事務所を有し、いくつかの建築実績があるので、中国人による設計手法に関する
論文、『中日現代建築におけるアイデンティティの表現に関する研究  その 1  王澍と隈研吾の作品
分析による「らしさ」の評価』3）があるが中国建築家である王澍に着目したものであり、隈研吾の
設計手法に焦点をあてたものでない。隈研吾に焦点をあてた研究としては、共著で自身高知県梼原
町設計の庁舎を対象にした環境工学的側面からの研究、『高知県山間部に建つ木造庁舎のサステナ
ブルデザインとその性能検証』4）である。昨年の段階では検索できたものはこの２つで、隈研吾に
関する研究は学術論文の分野ではなく、設計手法を用いた実際の設計で研究されていると言える。

２．研究方法

2. 1　文献調査
　高知県梼原町の建築群の対象として、建築家、隈研吾の６建築群の竣工当時のことに関しては建
築雑誌、及び隈研吾建築都市設計事務所を介して入手した当時の作品集による文献調査とする。

2. 2　隈建築の６建築群の現状に関しては現地調査
　本研究で主に扱う梼原町の隈研吾の６建築群の現状のことに関しては、実際に対象地、及び対象
建築を訪れて入手した現地調査の資料とする。

2. 3　オーラルヒストリー方式のインタビュー
　本研究方法の特徴の一つであるオーラルヒストリー方式のインタビューを隈研吾建築都市設計事
務所の所長である横尾実に行った。隈研吾本人からは 2018 年 10 月 26 日に開催された講演会の
言説によるものである。オーラルヒストリー方式のインタビューとは、従前、文献調査より低い評
価でしかなかったものであるが昨今、人文、社会科学領域で盛んに用いられるようになった手法で
ある。

―  40  ―

独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校学術紀要　第65号



３．研究結果

3. 1　バブル景気崩壊を境にした M2 と梼原町地域交流施設

　バブル景気ピークに竣工した写真 1 で示す M2 のロケーションは、東京都世田谷区の交通量の
多い環状八号線沿いに位置している。建築材料は、近代建築の新建材である鉄、コンクリート、ガ
ラスである。内装材は、イタリア産の大理石をふんだんに使用している。建築様式は過去の建築様
式を引用したポストモダニズム建築である5）。
　一方、写真２で示す梼原町地域交流施設は、森林率 84％で全国一の高知県の中でもさらに森林
率 91％の高知県梼原町にある。材料は梼原町の杉、檜で水盤を棚田、屋根の形態は雲をモチーフ
にした木質建築である5）。表１に示す M2 と梼原町地域交流施設の比較において、M2 と梼原町地
域交流施設との唯一の共通点は箱状でない形態を引用したデザインということである。但し、M
２はギリシア建築、ローマ建築、及びハイテク建築の建築様式の引用に対して、梼原町交流施設は、
自然の雲、及び風土・地形の棚田の引用である。建築は政治・経済・時代が反映するといわれてい
る。バブル景気が崩壊した後、都市部では建築が新築されにくくなった。マネー資本主義から里山
資本主義に代表される環境共生に配慮した建築が増え、地産地消を推進する行政の方針に従い、建
築材料はコンクリートより木材が多く使用されるようになった。

表 1　M2 と梼原町地域交流施設の比較

M2 梼原町地域交流施設

共
通
点

特異な形状
　左側：ハイテク建築
　中央：ギリシャ建築
　　　　イオニア式オーダー
　右側： ローマ建築風

特異な形状
　屋根：雲がデザインモチーフ
　水上舞台：棚田をデザインモチーフに

した水盤の上に設置

相
違
点

都心部の東京都世田谷区
新建材（鉄、コンクリート、ガラス、
防音壁等）
海外からの流通に頼る

山あいの高知県梼原町
梼原町の間伐材の杉を使用
職人による伝統技能の活用

　隈研吾はアメリカ・コロンビア大学建築・都市計画学科に留学したのち、1987 年の 33 歳の時
にパートナーである篠原聡子と東京都文京区に建築事務所を構える。その後の 1990 年、東京都港
区南青山に隈研吾建築都市設計事務所を開設し、1 年後にバブル景気崩壊を迎えたのである。M2

写真 1　M2 写真 2　梼原地域交流施設
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を設計するいきさつとその後の経緯を次のように語ったのである。
　M2 を設計するいきさつとして、ニューヨーク帰りの隈研吾が著した『10 宅論』を読んだという
大手広告代理店のプロデューサーが、コンペで一緒に組まないか、と隈研吾を訪ねてきた。「本を
読んだだけで僕のところに来るなんて、勇気あるなあ、との思い。彼らとは、すっかり意気投合。『や
りませんか』『やりましょう』と、時代の勢いも手伝ってつくりあげたのが M2 であった 5）。」と隈
研吾は語った。M2 設計後の経緯としては、当時の日本の建築は、巨大な吹抜けをもったオフィス
ビル、装飾過多とも思える商業施設など、不思議な建物が街中にあふれていた。そのような喧騒に
対して、隈研吾は皮肉をたっぷりと込めた建築をあえて手がけたのである。
　しかし、その皮肉はまったくといっていいほど人々に伝わらず、M2 は酷評された。そのことが
原因となり、東京での仕事は無くなった 5）。写真 2 に示す梼原町地域交流施設は真の交流を生み出
すことをコンセプトに設計した作品である。隈研吾は、「文化とは日常の当たり前の行為の中に、
本当の地域の文化を見いだすことができる。美術館や音楽ホールなどのショーケースの中にだけ、
ひたすら個性や地域性を求める浅薄な文化論者があまりに多いのである。」と語った。梼原町地域
交流施設は、自然と一体感のあるシンプルな形態である。梼原町特有の紙すき技術でつくった和紙
が宿泊施設内の随所に用いられている。また、レストランの前面の水上舞台では、町に伝わる神楽
が演じられ、訪れる者を楽しませてくれる。文化とは、ショーケースの中に飾られるものではなく、
日常生活の何気ない所作の中にある。梼原町地域交流施設は、単なる地域交流施設にとどまらない、
新しい文化施設、あるいは新しい公共建築のモデルになるものと確信して設計された 6）。隈研吾の
心の中に、M2 ではくやしさを、梼原町地域交流施設では自信を伺うことができる。

3. 2　梼原町における隈建築 6 作品群
　環境モデル都市を目指す梼原町は風力発電による売電益の利用、森林資源の循環利用、森林セラ
ピーの取り組み、モデル住宅による LCCM（ライフサイクルカーボンマイナス ･Life  Cycle  Carbon  
Minus）住宅の普及促進、町産材やエネルギーの積極的利用を計っている。隈建築群の建築分野に
おいても、材料は町産材だけではなく、自然素材の茅まで使用している。建築施工法としては木橋、
内部空間に木質材をふんだんに使用して森を連想させる創意工夫を行っている。

3. 2 . 1　梼原町地域交流施設
　写真３に示す梼原町交流施設の現在の呼称は、雲の上のホテル・レストランである。図１に示す
屋根の外部仕上げとして、梼原産の杉が柱、内部仕上げ、及び什器類と同様に用いられている。更
にこの建築において初めて、屋根構造部位に木製トラスが採用されている。屋根のフォルム（形態）
は、梼原の空に手に届く位にかかることもある雲をモチーフにしている。

  写真 3　梼原町地域交流施設 図1　梼原町地域交流施設  屋根部分詳細図 10)

―  42  ―

独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校学術紀要　第65号



3. 2 . 2　梼原木橋ミュージアム
　写真４に示す梼原木橋ミュージアムは、梼原町地域交流施設と、崖下の雲の上の温泉を屋内動線
でつなぐブリッジ状のギャラリー施設である。地元の木組み技術から、小断面の集成材を集積させ
るデザインが求められたため、両端から刎木（はねぎ）を何本も重ねながら持ち出して橋桁を乗せ
ていく、「刎橋」（はねばし）という架構形式の採用である。「刎橋」（はねばし）は、山梨県にある「猿橋」
のみが、鉄骨造ではなく木板貼りで唯一現存しているだけである。これを敷地の地形に適用させる
ために、鉛直荷重を受ける橋脚を中心として、やじろべえのように両端のバランスを取ることで、「や
じろべえ型刎橋」（はねばし）と言うべき新たな架構形式が出来たのである。刎木（はねぎ）の重
なりは、和様において軒の荷重を支える「斗栱」（ときょう）のシステムを思わせる伝統的な仕組
みである。それを橋のスケールまで執拗に繰り返し続けることによって、全体が「木の組積造」と
も言うべきものとなり、軸組形式では得られない具体性と抽象性を醸し出している。構成単位の集
成材そのものが、「木の組積物」という具体性と抽象性を併せ持った素材になる。その組積の構図
が単位から構成へとディメンジョンアップしてもなお続いている状態をつくることで、部材、物性、
情報、歴史といった全てにおいてノンヒエラルキーな建築を目指している。崖上の端部には、同様
の架構を逆さにしたような屋根形式の、アトリエ・ギャラリーが併設される。バリアフリーの屋内
動線として機能するだけでなく、梼原の大自然とその産物に囲まれた製作・展示空間である。アー
バンデザインと素材、地域文化の活性化とを合体する試みである 7）。図２は刎木（はねぎ）の重な
りを示すものである。梼原木橋ミュージアムで初めて採用されたことは、建築の基礎、及び土台に
該当するところが木で構成されているところである。ファスナー（金具）はスチールであるが、外
部からは目につかず、全てが木でできた土台・基礎の様相を呈している。

  
3. 2 . 3　梼原町総合庁舎
　写真５の梼原町総合庁舎は、木造 2 階建てのサステナブル生命建築 8）である。構造や仕上げに
町内産の木材を使用している。屋根に載る太陽光発電システムのほか、地中熱利用など様々な環境
配慮の仕組みがある。慶應義塾大学と共同したものである。高知県梼原町は林業の町であったが、
近年は風力発電、杉チップを用いたバイオマス発電など、環境をテーマとする新しい環境政策を積
極的に展開している。複合的機能をもつ「木の町役場」をこの町の交流の拠点として計画したので
ある。雨雪の多い気象条件への対応として銀行、農協、商工会などの施設を内包する半屋外の広場
を有す平面計画である。この広場は、格納庫用の大型の折れ戸で外部と仕切られ、年間の半分以上
の期間は、開放され、空調のランニングコストの軽減にも役立っている。この広場には、移動型の
ステージが設けられ、この町に伝わる「神楽」というパフォーマンスや祭りのための空間としても
機能する。屋上には太陽光発電パネルが設置され、地下にはクール・チューブが設けられた。図３

写真４　梼原木橋ミュージアム 図2　梼原木橋ミュージアム  木組部分詳細図10)
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の木組部分詳細図は、杉の集成材のダブルラチス梁構造を用いて 18 ｍという大スパンを可能とし
た。構造材は、できるだけ可視化したデザインである。このディテールが構成する内部空間は、森
の中にいる空間演出がされている。

  

3. 2 . 4　まちの駅「ゆすはら」
　写真６のまちの駅「ゆすはら」は、2006 年に町の核となる「梼原町総合庁舎」が完成したこと
により、さらに大きなネットワークをつくる計画が持ち上がり、梼原町地域交流施設（現、雲の上
のホテル・レストラン）や雲の上の温泉のある太郎川公園、国道 404 号周辺の商店街と、梼原町
総合庁舎を結ぶ観光資源ネットワーク基地として竣工したものである。道路から連続する 1 階部
分には太郎川公園の青空市場と連携を取るマーケットが配置され、その奥にはコミュニティ関連施
設が 3 層積み上げられる。二つの形態をひとつにまとめているのは屋根であるが、「梼原まちの駅」
においては、その存在は希薄である。屋根を支える杉の皮付き丸太柱は、外部空間から連続する杉
の生木の中に埋没し、屋根は上部を覆う枝葉の中に埋没する。材料として様々な利用がされる杉を、
ダイレクトに素材のまま建築化することで、杉の町としてのキャラクターを強固なものとする。図
４のファサード部分詳細図は、外壁仕上げ材である厚さ 345mm の茅ユニットを取り付けるための
ものである。外壁仕上げ材として茅ユニットを採用したのは、梼原町に昔からある茶堂の屋根に使
用されていた茅から発想である。街並みに新しいのだけれども懐かしい印象を抱かせる。

3. 2 . 5　YURURI ゆすはら
　写真７の YURURI ゆすはらは、梼原町複合福祉施設で共同住宅、老人福祉施設、及び集会場の
機能を有す。体育館・こども園が、芝生広場をはさんで向かい合う配置を利用して、多世代が交流

写真 5　梼原町総合庁舎 図3　梼原町総合庁舎  木組部分詳細図 10）

写真６　まちの駅「ゆすはら」 図 4　まちの駅「ゆすはら」ファサード部分分詳細図 10）
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するコミュニティのコアが生まれている。森の中の町、梼原にふさわしい、森のような空間、木漏
れ日のふりそそぐ室内を鉄と杉の混構造で実現している。梼原の和紙職人、ロギール・アウテンボー
ガルトによる梼原の木の皮を漉き込んだ和紙が多用されてあたたかく、「家のような」福祉施設が
実現できている。図５の外壁仕上げ材取付け詳細図は、梼原町産の杉と鉄で外壁が構成された仕上
げで、通りに林のイメージを与える。一方、インテリア空間は、森の中の町梼原にふさわしい、森
のような空間、木漏れ日のふりそそぐ室内を鉄と杉の混構造で実現している。

  
3. 2 . 6　雲の上の図書館
　写真８の雲の上の図書館は梼原町立図書館である。外壁は YURURI ゆすはらと同様である。内
部空間で新たな試みがあり、フラットな床ではなく、起伏のある森の地面をイメージした床とした。
盛り上がった森の地面はステージともなって、トークやコンサートなどの様々なイベントに利用す
る。図書館の中では皆裸足になり、杉を圧密して作った木の床のぬくもりを感じることができ、各々
の気に入った場所に寝転んで、本を読むこともできる。図６の地獄組部分詳細図は、水平、垂直で
はない木を組むための職人に伝わる手法である。地獄組 9）という呼称からわかるように一度組ん
だら二度と外れない謂れ（いわれ）のある木組である。図書館の内部空間に一本の柱である木から
枝分かれしたように枝が天井を覆い、森の中にいるイメージ効果を与える。

写真 7　YURURI ゆすはら 図５  YURURI ゆすはら
　　  外壁仕上げ材取付け詳細図 10）

写真 8　雲の上の図書館 図６  雲の上の図書館
　　  地獄組部分詳細図 10）
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3. 2 . 7　梼原町との最初の出逢い
　隈研吾が初めて梼原町を訪れたのは 1987 年
33 歳の時である。写真 9 で示す通り、木造芝
居小屋「ゆすはら座」の木に囲まれた空間を見
て圧倒され、この時、初めて木を大事にして生
きるということはこういうことであると悟り、
隈研吾の建築哲学のベースとなった。バブル景
気時の東京の建築は“形の建築”だったが、そ
れ以外のやり方を模索している時、梼原町でい
ろいろな職人や素材に出会った。隈研吾は『建
築の後ろには人間がいる。材料の後ろには作っ
ている人間がいる。そういう人間に梼原で出会
えたのは当たり前のことだけど、これは僕にとってはすごく大きな体験、東京の建築現場にはお金
の計算があるけれど、人間がいないっていう世界だったから、ちゃんと人間がいて、人間が作って
いるんだ。人間と人間の関係から技術がスタートする。技術が人間と人間をつなぐものになるって
ことを梼原で学んだ。』と語っており、それがバブル景気崩壊以降、90 年代の隈研吾の建築の原点
となった。現在、ゆすはら座は保存運動のおかげで、移築され現存している。

４．まとめ

　建築は時代を切り取り、翻訳すると言われる。M2 で酷評された隈研吾は 1987 年に高知県梼原
町のゆすはら座の保存運動の相談を記憶していた。東京で大規模建築、超高層建築がほとんど建設
されなくなったバブル景気崩壊後小さな建築を、地方都市を訪れて仕事をつかんでいた時の高知県
梼原の梼原町地域交流館であった。M2 で酷評され思い悩んだ時に、木の建築でかつ、日本の三つ
の和（ 1：自然との調和、2：和み、3：和風）を再発見したのである。材料としての木の建築か
ら空間としての森の時代まで設計手法を進化させている。その集大成が､ 2020 TOKYO OLYMPIC
のメイン競技場の新国立競技場である。
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