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福島県建築設計協同組合海外研修会 

ＲＣＲアーキテクツ建築視察ツアー（スペイン・フランス）報告書 

 

 

 

日  程：令和元年 10 月 5 日～10 月 13日（7 泊 9 日） 

（台風 19号による羽田空港閉鎖に伴い帰国日は令和元年 10月 15 日） 

 

参 加 者：10名 

斎藤 良治/(有)大野建築設計事務所   大橋 堅一/(株)ボーダレス総合計画事務所 

坪井 大輔/(有)山内建築設計工房    濱尾 博文/エーユーエム構造設計(株) 

高桑 正晴/(有)タック構造設計     渡辺 道直/(株)渡辺建築設計事務所 

嵐  繁雄/(有)嵐設計事務所      飯塚 静栄/(有)寿設計 

平子 恵俊/(株)永山建築設計事務所   佐々木孝男/福島県建築設計協同組合事務局 

 

 

 

 

ＲＣＲアトリエ（写真は視察資料より） 
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１．研修概要 

〇視察目的：ＲＣＲ作品群と歴史的建造物視察 

資料によれば今回の視察対象であるＲＣＲアーキテクツは、ラファエル・アランダ、カ

ルマ・ピジェム、ラモン・ヴィラルタの 3人の頭文字をとって設立した建築スタジオとあ

る。1960年代生まれの 3 人は同じ年（1987 年）にバルセロナのバイェス建築大学を卒業し

同級生の多くがバルセロナでキャリアをスタートさせる中、バルセロナから 150ｋｍほど

離れた故郷のカタルーニャ地方オロット村に根を下ろし共同での設計活動を始めている。 

その後、2017 年にそれまでの作品が評価されプリツカー建築賞初の 3 人同時受賞という

快挙を成し遂げている。彼らがプリツカー賞に値すると評価された理由の一つは、地方の

価値観と国際的な価値観を両立させることの可能性を示唆したことにあり、彼らの建築が

それぞれの土地のコンテクスト（背景・環境）に沿ったものとなるように、その土地と空

間が語り掛けるものにコミットメント（関係・関与）してきたことだという。授賞式は同

年 5 月に日本の迎賓館赤坂離宮で行われているが、これまでも来日の際は京都や吉野など

に足を運び日本の伝統・文化や地域の街並み・自然景観に触れているとのことである。世

界中をフィールドに各国のコンペ参加している彼らであるがキャリアの初期には長崎県の

商業施設コンペに優勝しているという。 

その彼らは 30 年にわたって地方に拠点を置きながらも、文化的施設や教育施設を中心

に身近なエリアを越えインパクトを与える制作活動を続けてきた。2008 年には町なかの旧

彫刻鋳造工場であった「バルベリ・スペース」へ拠点を移し、2013 年にＲＣＲ・ＢＵＮＫ

Ａ財団（日本語の「文化」に由来）、2017 年にはＲＣＲ・ＬＡＢ・Ａ建築研究所を設立する

などして、建築とランドスケープを基本ベースにアートや文化など、社会との関わりを促

進させる活動を続けている。 

今回の組合研修は、スペイン北東部からフランス南部に点在する彼らの建築作品群とバ

ルセロナを中心とした歴史的建造物の視察見学を目的とした海外研修である。 

 

〇2019.10.5（土） 

（羽田→ミュンヘン経由→バルセロナ） 

 さて、本ツアーであるが(株)トラベルプラン主催の建築ツアー（参加者 22名）に組合員

10名が参加したものであり、他の参加者は同ツアーに複数回参加している常連建築家であ

った。 

羽田発 12:35のバルセロナ行きはドイツのミュンヘンを経由し、乗り換え時間を含め目

的地までの所要時間約 16 時間、飛行距離約 1 万 km の長旅である。時差 7時間を巻き戻し

同日の現地時間 21:20 にバルセロナ国際空港に到着、空港に近いフィラ地区のホテル・ポ

ルタ・フィラ（伊東豊雄：2010）が最初の宿泊地である。ワインレッドを基調とした外観

の個性あるホテルにチェックイン、荷物の整理をしていたら就寝が現地時間 24 時となっ

てしまった。 

 

〇2019.10.6（日） 

（国際見本市会場、サグラダ・ファミリア教会、カタロニア音楽堂、ミース・パビリオン） 

 早朝 7 時に朝食を済ませ早々とホテルに隣接したオリンパス・オフィスビル（ＲＣＲ：
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2006）の外観等を見ながら、隣接する旧国際見本市会場エントランスホール・パビリオン

（伊東豊雄：2006～2007）周辺を自由散策した。パビリオンは外周部に曲線美を活かした

化粧壁を配していた。 

その後、専用バスでの市内見学である。車窓から街並みを見ながら添乗員の説明に耳を

傾ける。バルセロナは人口約 160 万人の都市でスペインではマドリードに次ぐ第 2 位の都

市、10 月上旬の気温は 15～24 度と日本とあまり変わらない。今は比較的雨が少なく紫外

線の強い時期とのことである。また、バルセロナの都市計画であるが、原型は 18 世紀半ば

の拡張計画案にあり 400ｍ×400ｍ単位のユニットで市街地街区が構成されており、400ｍ

を 3 等分したところに幅員 20ｍの通りを取り込んでいることから 1区画の一辺は 113.3ｍ

となる。当初計画では建築物の高さは 16ｍ4 階建てとし区画の 2 側面だけに建設を認め区

画内部は庭園空間を想定していたが、その後人口密度が高まりコの字型、最終的にはロの

字型になり中庭空間は消失する運命をたどることになったという。なお、街区交差点部に

隅切りがあるが、将来の新交通機関を考慮して導入した名残とのことであり今に生かされ

ている。ガイドの話では、中心部の建物は 1 階に店舗、2 階以上がアパートメントという

スタイルが多く賃貸より持家意識が高いが、賃貸の場合は家賃が 70～80 ㎡／戸で 10万円

／月以上となり大卒の初任給に匹敵することから共働き世帯が多いという。 

午前中にサグラダ・ファミリア教会（Ａ・ガウディ：1882～）、午後にはカタロニア音楽

堂（Ｄ・イ・モンタネール：1908）、カテドラル等の旧市街地を見学・散策の後、オリンピ

ック会場に近いミース・パビリオン（ミース・Ｖ・ｄ・ローエ：1929）を視察した。パビ

リオンの隣接地には磯崎新が手掛けたカイシャ・フォーラム（歴史的建造物をリファイン

した商業施設）もあった。 

新建築から歴史的建造物など盛り沢山の視察見学は夕方まで続きバルセロナのサンツ

地区中心部にあるホテル・バルセロ・サンツ（サンツ駅上部に位置する都市型ホテル）に

到着したのは 18 時過ぎである。この周辺はＲＣＲが 2009 年から再開発を手掛けているエ

リアとのことである。 

 

〇2019.10.7（月） 

（コロニア・グエル教会、ポンペウ・ファブラ大学図書館、ジョアン・オリヴェール公立

図書館） 

 9 時にホテルを出発。10時に郊外あるコロニア・グエル教会（Ａ・ガウディ：1915）に

到着した。公共交通機関が通らない場所に立地しており一般の観光では見学出来ない施設

である。この施設は計画の一部だけが建設された未完成施設ではあるが、全体計画図を見

るとその後に手掛けたサグラダ・ファミリア教会の施設づくりに生かされたガウディ建築

のヒントが見て取れる。 

約 1 時間の視察の後、バルセロナの中心部に戻り 12時過ぎから 14時まで旧浄水場管理

施設をリファインしたポンペウ・ファブラ大学図書館等を視察した。学食後の 15 時には中

心部のカタルーニャ広場に移動し、サン・アントーニ地区のジョアン・オリヴェール図書

館（ＲＣＲ：2007）見学組と世界遺産カサ・ミラ（Ａ・ガウディ：1910）見学組の 2 班に

分かれた。夕食後、組合員全員で同じく世界遺産のカサ・パトリョ（Ａ・ガウディ：既存

改修 1906）を見学した。 
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 旧市街地は新築物件が少なく再開発も既存施設再生型でリファイン、リフォーム中心に

進められている、一方で南西部の新市街地はバルセロナ・オリンピック等の誘致もあり各

種競技施設や宿泊施設、選手村（アパートメントに再利用）等の新建築が展示場のように

建設されている。 

 

 

 

〇2019.10.8（火） 

（サンタ・マリア修道院、リポイ地域文化センター、ペドラ・トスカ公園構造物＆管理事

務所） 

 8 時 30 分に専用バスでホテルを出発、移動距離約 110ｋｍで人口 10,600 人の山間の村

リポイに向かう。10 時に村の中心部にある歴史的建造物サンタ・マリア修道院（ロマネス

ク建築様式）と赤錆色のスティールを基調とした建築作品で有名なＲＣＲの地域文化セン

ター・ラ・リラ・シアター・パブリック・スペース（ＲＣＲ：2011）を見学した。少人数

のグループに分かれ昼食を含み 14時までの自由見学となったが、現地では 13時を過ぎな

いとレストランがオープンせず集合時間ギリギリの昼食となった。ちなみに、スペインの

昼食時間は日本と比較すると 2時間程度遅く一般的に 14 時前後、夕食は 20時頃からとな

る。日の出・日の入りも遅く 10 月末まで 1 時間遅いサマータイム制を取り入れている。日

本の夕方 19 時はスペインの正午 12時になる。 

 

 

 

 その後、移動距離約 35ｋｍで人口 34,000 人の町オロットに向かう。15 時 30 分にオロ

ットに近いガロッチャ火山帯自然公園内のペドラ・トスカ公園に到着、バスを降り 1ｋｍ

以上の距離を徒歩で現地施設見学に向かう。年配者には堪えるがこれも自然公園内の施設

見学の醍醐味か。入口の通路はスティール（鋼）と岩から構成されており、幅の狭いステ

ィール板は地上部に突き出た矢板のように岩を押し分け歩道スペースを作り上げている。

その荒々しさが斬新なランドスケープを生み出している。次に見た公園管理事務所もステ

ィールを主体とした施設で、自然の中に人工構造物がどのように対峙し存在していくのか

を問いかけられているような思いに駆られた。ＲＣＲ建築の余韻に浸りながら郊外にある

ホテルに着いたのは 17 時 30 分を過ぎた頃である。 
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〇2019.10.9（水） 

（バルベリ・スペースＲＣＲアトリエ、トゥッソル・バジル陸上競技場、ラス・コルス・

パビリオン＆レストラン、ＲＣＲ実験施設ラ・ヴィラ） 

 今朝はホテルが連泊となるので荷造りする必要がなく比較的ゆっくりとした時間を過ご

せた。10 時に専用バスでオロット市内にあるＲＣＲの事務所見学に向かった。所員の方に

案内いただいた「バルベリ・スペース」ＲＣＲアトリエ（ＲＣＲ：2008）は旧彫刻鋳造工

場の内部を改修して使用している建物であった。長方形の 2 棟の建物が接続したアトリエ

は前後 2 つの通りに面した区画街にあり、施設外観は彫刻鋳造工場そのままに設計事務所

と分かる看板はなく、連続した景観に目的地を見失ってしまう。残念ながら室内は撮影禁

止で写真紹介できないが、木製ドアを開けると前面に中庭が見えるホール、右棟に図書棚

を配したライブラリー、対面奥に当時のクレーンを配した作業場をそのまま活用したワー

クショップ用の集会室とスクリーニング室（映写室）、左棟奥の空き地にワークステーショ

ンを増設、手前左棟 1 階に学生主体の作業スペース（10 人程度）、2階が所員執務室（20 名

程度）となっている。道路向かいに隣接するＢＵＮＫＡ財団（ＲＣＲ：2013）では、ＲＣ

Ｒが取り組んできた施設の模型や図面、スケッチ等を見ることができた。 

 

 

「バルベリ・スペース」ＲＣＲアトリエ前で（スペイン：オロット市） 
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 その後移動し、11 時から郊外のトゥッソル・バジル陸上競技場（ＲＣＲ：2012）に点在

する管理棟、屋外照明、休憩所＆倉庫などの関連施設を 1 時間以上かけ歩いて見学した。

村の中心部までバス移動の後、昼食を兼ねて見学したのが宿泊施設のラス・コルス・パビ

リオン（ＲＣＲ：2005）及び農家をリファインしたラス・コルス・レストラン（ＲＣＲ：

2003）である。パビリオンにあるホテルを見学して驚いた。区画された各室内の床、壁、

天井はすべて緑色透明ガラスで家具、壁、床材はない。隣接するレストランは外観をその

まま残すことで周囲の景観に馴染んでいるが、内部空間は一変し、素材、色彩、インテリ

アを含めた現代的空間構成は来訪者を圧倒する。 

 

 

 

本レストランで昼食後、彼らがオロット郊外の村で進めているＲＣＲ実験施設「ラ・ヴ

ィラ」プロジェクト会場を視察した。こんもりとした森のある山、その間を小川が流れ、

農作業や酪農に使われた小屋が点在する 140ha の広大なエリアを「建築だけでなく、あら

ゆる種類のクリエイティビティを共有し実験を行う場」とするとの構想を描き、現在取り

組んでいるのは「紙のパビリオン」の建設で、日本の吉野杉や和紙を用いて人々が瞑想す

るようなスペースをつくるという。 

夕方にホテル到着、連日の専用バスでの長距離移動にも関わらず、自然景勝地の中での

視察見学が多い今回の建築ツアーは毎日が一万歩以上も歩くウォークラリーのようである。 

 

〇2019.10.10（木） 

（マス・エル・ヴェント・ゲストハウス、ベル・リョク・ワイナリー、ラ・アルボレダ公

園施設） 

 早い朝食を済ませ 8時過ぎに専用バスでホテルを出発し、移動距離 90ｋｍで地中海に面

した人口 18,000 人の港町パラモス（リゾート地）に向かう。10 時に内陸部の丘に位置す

る公園内のマス・エル・ヴェント・ゲストハウス（ＲＣＲ：2010）に到着する。広大な敷

地に集会場として利用されていた石造りの建物をリファインした施設は、外観を変えるこ

となく暖炉、階段、水回り等にＲＣＲ特有の赤錆がかったスティール素材を取り入れアン

ティークな建物として改修している。隣接して新設したバーベキューハウスはスティール

素材で組まれた「切り紙」のようである。 
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その後バス移動で約 30 分、駐車場からの徒歩移動約 20 分で 12 時となったが郊外に位

置するベル・リョク・ワイナリー（ＲＣＲ：2007）を見学した。既存の本館外観は一般的

な売店＆レストランであるがブドウ畑に隣接して地下に新設したＲＣＲ設計のワイナリー

貯蔵施設は想像をはるかに超えた独創性豊かな空間構成で創られていた。見学コースとし

て施設内を見ることができたが人工照明を一切使わず地上からの自然光で地下空間を見せ

る演出は圧巻である。 

 

 

 

 
 

ワインを試飲しながらの昼食の後、町なかにあるラ・アルボレダ公園内の管理施設＆レ

ストラン（ＲＣＲ：2005）を視察した。既にレストランは閉鎖され、町なかでの運営の難

しさを感じさせる施設であったが、独特な赤錆色の色彩は強いインパクトを残している。 

本日の視察見学はここまでであるが、すでに 16 時 30 分を過ぎている。ここから国境を

越えて本日の宿泊地ベジエに向かう。フランス南西部の地中海に面する人口 73,000 人の

都市ベジエは歴史遺産に登録されたミディ運河とオルブル川の交差点で交通の要地として

発展した都市である。移動距離約 200ｋｍで到着予定は 19 時 30 分の予定、連日、十分す

ぎる視察見学である。 

 

〇2019.10.11（金） 

（スーラージュ美術館） 

 昨日は中継地点のベジエ市に宿泊した。本日も早朝 8時過ぎにホテルを出発し、目的地

までの移動距離約 190ｋｍで内陸部に位置する人口 35,000人の町ラディスに向かった。海

沿いの都市からピレネー山脈の山間の町への移動は約 3時間である。車窓からの街並みの

変化を堪能しながら目的地であるスーラージュ美術館（ＲＣＲ：2014）に着いたのは 11 時
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過ぎであった。昨日最後の施設見学から 2 日で 400ｋｍの移動距離での施設見学は通常の

建築ツアーでもなかなか叶わない。そして本日はこの 1施設だけの見学である。見学時間

は館内及び昼食、周辺散策を含め 3 時間 30 分であったが美術館の内・外部見学だけでも 2

時間近くを要した。本美術館は地元出身で現代アートの巨匠ピエール・スーラージュが寄

贈した作品 500 点を所蔵する美術館で、「黒の画家」と呼ばれたスーラージュの版画、絵

画、ガラス、ブロンズなどの作品展示が、ＲＣＲが設計した広さ 2,500 ㎡の赤錆色のステ

ィールの建物とともに異彩を放っていた。 

 

 

 

 ようやく最後の施設見学を終え、空港のある人口約 45 万人の都市トゥールーズに向か

う。移動距離約 150ｋｍを 3 時間かけての最終移動はホテル着が 17 時 30 分であった。 

 

 

 

〇2019.10.12（土） 

（トゥールーズ→フランクフルト経由→羽田） 

 早朝 7 時に専用バスでホテルを出発し、近郊のトゥールーズ・ブラニャック空港へ移動

したものの、空港カウンターでフランクフルト発羽田行きの欠航を知ることとなる。昨夜

から現地ＴＶでも日本の台風被害状況が報道されており帰国できるのか不安視していたが、

結果として 10/12と 10/13 の両日ともに羽田・成田空港閉鎖とのことであった。 

出発は遅れたが予定どおり 9:45 発の飛行機でフランクフルトに向かった。11:45 に到着

の後、空港内の待合室で待機、本日の宿泊先と飛行機のチケット手配を待つことになった。

翌日の 11/13発のチケットは確保できないとのことで、ビジネスクラス申込者 3名とパリ

経由で別途帰国する 2 名を除き、添乗員を含め 18 名の帰国チケットは 10/14 以降となっ

た。夕方 16 時頃に斡旋された空港近郊のホテルに向かうことになった。ホテル到着後の夕

食時に組合参加者の帰国ルートが決まり一安心したが、少人数ごとの 4 班に分かれそれぞ

れ東南アジア経由での帰国となった。 

現地では海外旅行保険の補償内容が話題となったが、ホテルの宿泊費及び夕食（20 ユー

ロ限度）、朝食は航空会社が負担してくれた。 
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〇2019.10.13（日） 

（番外編：フランクフルト市内見学） 

 朝食後の午前中にホテルの送迎バスで再度空港に向かう。正午までに航空チケット及び

本日の宿泊先（昨日とは異なるホテル）が決まり 13時前に送迎バスでホテルに到着した。 

 ここからは気分を新たに市内観光である。ホテルからの送迎バスで再度空港へ、そこか

ら地下鉄で中心市街地に向うが切符を買うにも一苦労、現地の親切な紳士に団体チケット

を購入してもらい、感謝、感謝である。中央駅から 2 つ目の駅で下車し、旧市街地にそび

える聖バルトロメウス大聖堂を見学した。13 世紀から 15 世紀にかけて建築されたが火災

焼失、戦争による破壊の後、1950 年代に再建され現在に至るとのことである。その後に向

かったライン川に架かるホーエンツォレルン橋（再建：1948）では大勢の観光客が行き来

していたが、カップルによる「愛の南京錠」が橋の欄干にびっしりとかけられている様子

はインスタ映えする光景であった。帰り道に、ゴシック様式の木組みの建物が並ぶレーマ

ー広場を散策した後、ショッピング・ストリートの中にある近代的ショッピングモール・

マイ・ツェイル（マッシミリアーノ・フクサス：2009）を見学した。この施設はガラスの

チューブが建物内を貫く奇抜なデザインの商業施設で圧倒されたが、建築基準法や維持管

理を考えると日本では建設できないとの思いを強くした。 

 

 

 

〇2019.10.14（月） 

（フランクフルト→東南アジア経由→成田ｏｒ羽田） 

 ようやく組合員 4 班に分かれての帰国である。残念ながら日本への直行便はなく経由地

は香港、ベトナム、フィリピンとバラバラである。早い便は日本に到着後 10/15（火）に帰

宅できたが、遅い便は東京泊で 10/16の帰宅となった。後日、添乗員からの連絡で参加者

全員無事に帰国したことが確認できた。個性豊かなＲＣＲ建築物の視察見学もさることな

がら、異文化とのふれあい、組合員の交流、アクシデントの対応など実に内容の濃い海外

研修であった。 
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（あとがき） 

 本旅行記は同行した佐々木（事務局）が工程全般をまとめたものです。建築的視点での

報告は研修報告として、若手参加者が特に関心を持った建築家や作品の印象、評価、感想

等を紀行文としてまとめていただきました。 

なお、研修以外の時間でも食事や伝統・文化等を堪能させていただきました。 
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２．研修報告 

（研修報告１） 

初期の建築からみるＲＣＲアルキテクタスの空間理念 

(有)大野建築設計事務所 斎藤良治 

 

〇ホテル・ポルタ・フィラ、国際見本市会場エントランスホール・パビリオン 

バルセロナ国際空港に到着時には辺りはすっかり暗くなっていた。向かった先は空港に

近いフィラ地区のビジネス街、国際見本市会場（伊東豊雄 2007年）の向い側に位置する宿

泊ホテルへ到着時は周囲も暗がりで不規則な窓の明りが気になるところだったが、それよ

り内部の赤を基調としたカジュアルな雰囲気のエントランスが一気にスペインに訪れたこ

とを意識させる。この宿泊先は、「ホテル・ポルタ・フィラ」（写真中央）エンポリス・ス

カイスクレイパー賞（伊東豊雄 2010 年）を受賞しており当時「デザインと機能の面で最も

優れた新しい超高層建築物」である。スタイリッシュでミニマルな客室で夜を明かし、早

朝より周囲の散策をする。実はこのホテル、階層ごとに斜めに並べられた赤いパイプが有

機的な（不規則な窓明りの正体）印象を生む宿泊棟と、赤い差し色が印象的な直線的フォ

ルムのオフィスビルのツイン（コンビ？）ビルである。スペイン的赤が強く印象に残る建

築だった。その正面（写真左側）には国際見本市会場があり、こちらも、伊東豊雄的有機

デザインといった印象の建築。それ以外は少し凝ったガラスファサードのオフィスビルと

いった環境の中、小さいながら異彩を発し主張する黒い建築（写真右側）が今回ツアー趣

旨であるＲＣＲアルキテクタスの作品「オリンパス・オフィスビル」（2006 年）。この建物

が RCRの初見である。 

 

   

 

〇オリンパス・オフィスビル（RCR 2006～2011 年） 

都市計画条例による規定により、広場の同心円状の曲線に沿った構造となるように定め

られている為、高さ方向で３段階にセットバックし建築されている。構造材兼外皮のスチ

ールリブは、一枚ごとに角度が調整されており、広場の同心円状の曲線に沿って扇状に形
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作られている。このスチールリブを一枚一枚調整配置する等の手法は、RCR の建築では、

コルテン鋼板と共に多用されており、重要なエレメントになっている。また、リブとその

間のガラス面は、見る角度でそれぞれの材質ボリュームが変化し、様々な表情を見せる建

物となっている。黒く塗られたスチールの重厚なイメージが、見る角度を変えることで、

一瞬にしてガラス面にスペインの真っ青な空が映り軽やかなイメージに変化するはずであ

る。（当日は曇）ちなみに、当初、不動産会社のオフィスビルとして設計されていたが、途

中でテナントが集まるオフィスビルへとプロジェクトが転換されている。 

  

 

〇ラ・リラ・シアター・パブリック・スペース（RCR 2011 年） 

スペイン、カタルーニャ地方の街リポイの大屋根のある広場。（J. プイグコルベとの協

働）壊れた古い劇場を撤去し、再び人が集まる様にと建築された大屋根広場。かつて冶金

の街だった記憶からか、コルテン鋼板のルーバーを使い隣地境界を全て覆っている。ボイ

ド状にルーバーを配置し、空間を切り取ることでかつての劇場の舞台空間を連想させる。

ルーバーは不規則的で、同じ隙間や同じ幅のルーバーは無いように見受けられる。さらに、

コルテン鋼の質感により、より一層不規則なものとなるが、ルーバーを一枚一枚調整し配

置することで重厚すぎず破綻しない心地いい空間を作り出している。スチール板状（ルー

バー・リブ）を一枚一枚調整配置する手法をここでも採用している。テル川を見下ろすキ

ャットウォーク（橋）からは、広場の外に広がるヨーロッパ独特の乾燥した真っ青な空を

広場空間へ、また、人の営みが感じられる街並みの風景を引き込む。場所の空気という目

に見えない空間そのものを表現した作品となっている。ちなみに、１階はカフェ、Ｂ１階

は多目的ホールで、卓球が盛んなのか台が何台も置いてあった。 
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〇ペトラ・トスカ公園（RCR 2003 年） 

RCR の空間理念は建築だけにとどまらず、ランドスケープデザインの領域にも活かされ

ている。ラス・プレサスのガロッチャ火山帯自然公園内にあるコルテン鋼板と岩からつく

られた公園散策路の土留めを兼ねたオブジェ。スチール板状（ルーバー・リブ）を一枚一

枚調整配置する手法をここでも採用している。長短、広細のコルテン鋼板が岩を押し分け

小路を造っている。クロスカット火山の玄武岩帯、大地をならし岩を取り除いて農地を拓

き、その岩、石、砂などから小屋や墳墓を積み上げていった場所という地理的歴史的な要

因もあり、人為的に配置された連続するコルテン鋼板は、荒々しい自然の中に人が入って

いく為に設けられた障壁となっている。この通路をさらに奥まで散策していくと、時折人

工的に冷やしたかのような冷たい風がそよいでくる場所がある。その風を受けた時の驚き

が、人が自然の中では小さい存在であるということを改めて感じさせられる。自然のなか

で人がどう存在すべきなのかとか、自然の中に人が入り込むすべをどう作っていけばいい

のか等、いろいろと禅問答的に考えてしまう作品となっている。 

  

 

〇ファンダ・ダン・ジョルダのエントランス・パヴィリオン（RCR 1994 年） 

 RCR はパヴィリオンも多く手掛けている。カタロニア地方で最も有名な森林の玄関に位

置するこのパヴィリオンは、ペトラ・トスカ公園同様、広大な自然の中に入っていく為に

設けられた障壁か、または、鳥居や山門のように、人と自然の境界線のようにも感じる。

資料によれば 1990 年に来日し、高野山にある寺院で日本の伝統に触れている。そういった

ところが影響しているかもしれない。質素でミニマルな建築と空間演出は、日本の伝統に

通ずるもの感じるし、コルテン鋼等の鋼材で覆われた建築は自然的ではないが、かえって

想像力の入り込む余地を生んでいるように感じる。これは、RCR 的「わびさび」なのかも

しれない。この他にも初期のパヴィリオンを視察しているので、そちらも紹介する。 

  



 

16 

 

〇トゥッソル・バジル陸上競技場 （RCR 1991-2012 年） 

 

 RCRの代表作のこの競技場は、地形を利用して作ってあり、トラックの内側には寄せ植

風に残った木々が点在する自然と一体となった、ランドスケープデザインと建築の融合と

もいえる競技場。その中にある小さなパヴィリオンに注目した。 

 

〇トゥッソル・バジル陸上競技場 ２ｘ１パヴィリオン（RCR 2000 年） 

このパヴィリオンは、トラックの完成後にフットボール 

場が追加され、エリアのゲートウェイとして設けられてい 

る。現在では周囲の緑が深く、竣工当時の面影は残ってい 

ないものの、風景や自然と共存を意識する RCRの建築にと 

っては望む所なのかも知れないと勝手に思いをめぐらす。 

 

〇トゥッソル・バジル陸上競技場 水浴パヴィリオン（RCR 1998 年） 

 陸上競技場に沿って流れる川沿いを徒歩で１５分程の場 

所にあるパヴィリオン。湾曲した川筋と森林、すり鉢状の 

開けた芝庭が建物をはさみ込むことで、空間の対比が生ま 

れる。狭間にある建物は、境界をあいまいに、時に明確に 

し、この場に立つとこれ以上はないと思うほど一帯の空間 

に絶妙なバランスをもたらしている。 

 

〇RCRのつくりだす空間 

紹介したパヴィリオンは現在進行しているプロジェクト「紙のパヴィリオン」へ繋がる。

このプロジェクトは、吉野の杉を守ってきた日本の木造建築の文化に敬意を表したものに

なっている（詳細は割愛）。ながながと建物の感想を書いてみましたが、今回視察した RCR

の初期の作品を通じ、自然との融和、質素でミニマルといった日本の伝統に通ずるエレメ

ントが建築を含めた空間全体にちりばめられているのを、スペインという異国の地で間近

に感じたことに驚くとともに、場所の持つ力を引き出す RCR の建築は、歴史や場の空気と

いう目に見えないものを自在に操りながら空間を創り出していると感じた。 

  

〇さいごに 

今回の研修に参加出来たことはとても幸運でしたし、参加者のみなさんと楽しく素晴

らしい体験をすることができました。この場をお借りして皆様に感謝申し上げます。 
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（研修報告２） 

ガウディの魂にふれて ～２つの未完の教会建築～ 

(株)ボーダレス総合計画事務所 大橋 堅一 

 

〇私とガウディと外尾さん 

その昔、学生時代、私はガウディの建築があまり好みでは無かった。曲線だらけで何か

溶け出したかのような建築は、直線や幾何学を崇拝していた当時の私には理解できなかっ

た。また、今なお建築中で我々が生きているうちに完成はしないなどと教わり、建築を目

指す上で、参考になる事などあるものかと思っていた。 

ところが、あるテレビＣＭをきっかけに興味を持つようになる。それは「違いのわかる

男〜」サグラダ・ファミリアの主任彫刻家、外尾悦郎さんだ。チラッと流れる現場で指揮

をとる外尾さんの姿がものすごくかっこよかった。その後、テレビや雑誌の記事などで外

尾さんを見かける機会も増え、その“情熱”から少しずつガウディの建築に興味を持つよ

うになり、実際に自分が建築の仕事に就いてみると、外尾さんを通してではあるがガウデ

ィの考えに共感を持てるようになった。 

近年、建築技術やコンピューターの発展、資金面での安定もあり工期が大幅に短縮、な

んとガウディ没後１００年に併せて完成を目指すという。『２０２６年、サグラダ・ファ

ミリアが完成する？？』学生時代、生きているうちに完成しないと教わった建築がもう直

ぐ完成する！２０世紀に生まれ育ったものとして工事中に見ないでどうする！？気持ちば

かりが焦っていた私に朗報が！ 

「今年の組合の研修がスペインになったけど、どう？行きたい？」と所長から聞かれ、

「行きます！」と即答だった。「行きたい」ではなく「行きます」と‥‥あと先考えず。 

 

〇サグラダ・ファミリア贖罪教会（1882～ 建設中） 

１０月６日（日）バルセロナ 時折小雨のパラつく

曇天・・・“スーパー雨〇〇”と自負する方がいらっ

しゃったが・・・TV や写真では散々見てきたサグラダ・

ファミリアの前に遂に立った！ 

スケール感、こじんまり感を期待して行ったが、全

体のボリュームがそこそこ建ち上がっているせいか

結構大きい（現時点で 107ｍ）。とはいえ中央の塔は

まだ建っていない為、威圧感を感じるほどではない。

完成すると 172ｍとなり、教会建築として世界一の高

さとなる。 

ガイドツアーを予約していたため、待ち時間に現地

ガイドの案内で教会横の公園に入る。小さな池があり、

そこに写り込む“逆さ教会”が人気で写真を撮ろう

と観光客でいっぱいである。園内にはちょっとした遊

具も設置され、現地の子供たちが楽しそうに遊んでい

る。毎日世界遺産を眺めながら遊べるとは何とも羨ま
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しい。 

ワクワクが治まらず、1 辺が 133ｍの 1 ブロックを 1 周。４方それぞれ見え方が違って

おり、とても興味深い。南側（正面）栄光のファサードはまだ工事中で、ここだけ見ると

本当にサグラダ・ファミリアか？と疑ってしまう。 

そうしてようやく入場！となるが、空港のごとく

厳重な手荷物検査でまず止められる。持って行った

折り畳み傘が特殊な形状（ワインボトル型）をして

いたため開いて説明。スペイン人もビックリ！ 

何とかクリアし、ガウディが生きていた当初に手掛けられた東側“生誕のファサード”

の前に立つ。 

流石に黒ずみいい感じに日焼けしている。それ以外は比較的新しく、白っぽく、コンク

リートも結構多く使われている。批判的な見方をする方もいるようだが、100 年以上も前

から造り続けている中、図面や資料は内戦で焼けてしまったり、元々詳細図がなかったり

で、様々な時代の様々な担当者がガウディの考えを解釈しながら積み上げられている様は

サグラダ・ファミリアならではで、そこに面白味があると感じたし、ガウディは（時代が

解決してくれると思ったかは定かではないが）あえて詳細図を書かなかったのでは？と思

えてしまう。 

さてイヤホンを渡され英語のガイドツアーが始ま

る。聴き取れるか、不安はあったが丁寧な発音で聴

き取りやすい。模型を見ながらの工事の進捗状況説

明、ガウディ没後 100 年（2026 年）完成に向け進ん

でいるが、実は完成しない！？ と衝撃の告白。 

南側が正面になるがその入口へのアプローチを完

成させるためには向かいのアパートを壊さなければ

ならず、その了解が得られないとのこと。そりゃそ

うだ… とはいえ住人は今後世界中からのプレッシ

ャーを浴びて暮らすのかと思うとゾッとする。 

それはさておき生誕のファサードの説明に入る。イエスを取り囲む人々、ん・・何か見

慣れた感の顔立ち、彫りが浅くのっぺりした顔立ち、アジアンフェイス、そう、外尾さん

の作品だ。このファサード、特に門周りは外尾さんの存在が重要で、非常に多くの外尾作
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品に出会うことが出来る。初めは物議を醸したそうだが、全ての命の為の教会なのだから

様々な人種がいていいとなり、そのまま採用となった。様々な彫刻の動物たち。柱を支え

る亀、右が海亀、左が陸亀。変わらないものの象徴として一番下で支えている。トカゲや

クモ、トンボなどこの地に生息する全ての生物が集まってくる教会、何と壮大なのだろう。 

 

外尾作品の門をくぐり、いよいよ内部へ。真っ直ぐではない柱に囲まれた大きな空間、

天井が 45ｍととても高く、“森の中”と言っていたが、風の谷のナウシカに出てくる、“腐

海の森”の底を彷彿させる、壮大な空間が広がる。４色のグラデーションが鮮やかなステ

ンドグラスから降り注ぐ光がとても美しい。季節を表すと言っていたが、バルセロナにも

四季があるのだろうか。ひとつ残念なのは、照明が眩しすぎる・・。曇天の一日だったが

できれば日中は照明無しの状況を見たかった。ガウディが開発した集光装置もわからない。 
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人混みをかき分け、まだ完成していない南面、“栄光のファサード”の説明を受ける。

完成すれば教会のメインファサードとなる。ここに取り付けられる門扉の完成イメージが

原寸大で貼り付けられている。世界５０の言語が散りばめられ、日本語でも「われらの父」

と書かれている。 

ふたたび森を通り抜け、ステンドグラスの美しい光を浴びながら中央祭壇を眺めつつ、

西側の門へ出る。直線的で抽象的、一気に雰囲気が変わる。“受難のファサード”である。

十字架に張り付けとなったキリストを囲み、泣き悲しむ人々。小雨のパラつく天候も相ま

って重苦しい雰囲気が伝わってくる。 

そこから少し離れた場所に小さな建物がある。波打つ外壁と屋根、ガウディが私費で建

てたと言われる“学校”だ。教会の着工とほぼ同時期に建てられ、職人たちの子供を通わ

せていたという。職場環境にまで気を配り、子供たちの未来を思いやるガウディの心の深

さを感じ取れる場所だった。残念ながら、オリジナルは内戦等で焼失し、復元されたもの

である。 

時間の都合上、ガイドツアーは以上となり、地下のミュージアムを散策する。工事で使

われる道具や、様々なモックアップ、有名な逆さ吊りの模型“フニクラ”も展示してある。

その奥に彫刻部のアトリエがある。日曜で休みの為、作業は行われていなかったが、大き

めの３D プリンタなど最先端な設備も整っている。かつては外尾さんもここで作業してい

たのか、と思いを馳せる。 

 

そして次の日、私はガウディの真髄を思い知る！ 
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とその前に“カンプ・ノウ”へ。メッシ・スアレス劇場、最高でした！！ 

 

〇コロニア・グエル教会（1908～1916、未完） 

１０月７日（月）バスでバルセロナ郊外へ。 

ガウディが手掛けたもう一つの教会、コロニア・グ

エル教会。グエル伯爵が自社の工場で働く人たちの

ために作った小さな集落“コロニア・グエル”。モデ

ルニスモな建築が点在する家並みを散策しながら少

し小高い丘に建つ教会に着く。非常に小さい（未完の

為地下部分しかない）が、表面はレンガや鉄鋼スラグ

を積みゴツゴツと荒々しく、周辺に生えた松の幹の

ようにも見え、大地にしっかりと根差した大樹をバ

ッサリと切り落とし残った“切株”といったところだ

ろうか。未完ゆえの異様な面持ちであるが、垂直と無

縁なその佇まいは流石にインパクト絶大である。 

外観もさる事ながら、圧巻なのは内部の礼拝堂で

ある。切り出した玄武岩の柱から放射状に延びる無

数のアーチは、蜘蛛の巣のような、キノコのひだのよ

うな、はたまた何かの生物の体内に入り込んだような感覚にもなる。こじんまりした、優

しく包み込まれたような空間で非常に居心地がよい。バイオリンのような曲線の美しいイ

スにいつまでも腰かけていたくなる。ほかにも鳥の翼のように開くカラフルなステンドグ

ラス（実際は塗ったものらしい）など仕組みが面白い。地下部分でこれだけ見ごたえがあ

るのだから、上屋が完成していたらどれだけすごい空間になっていただろうと想像だけで

も興奮してしまう。 
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サグラダ・ファミリアの洗練された現代空間とは違い、荒々しくも厳かな、それでいて

ガウディの魂を感じ取れる素晴らしい空間である。郊外にあるためか見学者も少なく、じ

っくりと浸りながら見ることができた。 
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〇カタラン・ボールトについて 

スペイン・カタルーニャ 地方の伝統的な工法のひとつに“カタラン・ボールト”という

ものがある。薄焼きレンガを型枠無しで積み上げるため、比較的短時間で仕上げられ、経

済的な上、複雑な曲面も表現でき、ガウディをはじめ多くのモデルニスモ建築に取り入れ

られてきた。道中様々な場所で出会うことが出来た。 

 

〇ガウディの魂に触れて 

ガウディの 2つの教会を見学して、共に未完ではあるものの、ガウディの“考え”、“情

熱”をいたるところに感じることができた。身近にいる動物や植物を熱心に観察し、自然

から教わった形状や仕組みを建築に見事に反映し、この地球上に建つべき姿を見出した。

近年“バイオミミクリー”など囁かれているが、コンピューターも無い 100 年以上も前に、

ガウディはその研ぎ澄まされた感覚とセンスで既に取り入れていたのだ。このような考え

に基づく建築も、コンピューターや技術の発展で比較的取り入れやすくなって来てもいる。

安易に乱用し、複雑怪奇なものにするのではなく、その場に必要なボリューム・形状・機

能を見極めたもの造りをしていかなければならないと改めて感じさせてくれた。 

 

最後に、今回の研修を企画・実現して

くれた平子理事長はじめ委員会や組合

事務局、詰め込み過ぎな程これでもかと

すばらしい建築を旅程に盛り込んでく

れたトラベル・プラン中野氏、行って来

いと送り出してくれた職場や家族、そし

て旅を一緒に盛り上げてくれた同行者

の皆さんに感謝をし、この感じ学んだ経

験を踏まえて今後も建築活動に取り組

んでいきたいと思う。 
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（研修報告３） 

スーラージュ美術館 

 (有)山内建築設計工房 坪井大輔 

 

〇はじめに 

2019年 10月 11日にスーラージュ美術館を視察して印象的だったものをいくつかに分け

て記述していこうと思う。 

初めに旅行会社から頂いた資料等によるとスーラージュ美術館はフランス南西部ロデ

ズの中心部に 2014 年 RCR アーキテクツによって設計された。この美術館は、ピエール・ス

ーラージュという「黒の画家または光の画家」と呼ばれる彫刻家の作品が展示されている

という。 

 

〇建物外観等について 

外観は耐候性の高いコルテン鉄鋼といわれる外壁により、５つの大小様々なユニットで

形成されており、建物は美術館だけではく、レストランが併設されており渡り廊下と外部

からアクセス可能な構造となっているようだ。北側は斜面に面し、そこから建物を見ると

大きく跳ねだしされた建物で（写真①）非常にインパクトのある建物となっている。建物

南側のファサードに面する部分は（写真②）公園に面していることから自然に紛れ、北側

の印象とは異なり鉄鋼の建物が違和感なく存在しているように思え、公園からのアプロー

チは南東・南・南西といくつかあるが、どれも自然と建物に吸い込まれるような作りとな

っているようであった。また、建物北側は大きな FIX 連窓が用いられ、南側には窓が見え

るが歩く人の目線が建物と同レベルとなることから、ルーバーを用いて配慮がされており、

おそらくその中は美術館のオフィスであろうと思われる。 

 

   
写真① 外観北側        写真② 外観南側        写真③ シアタールーム 

 

〇エントランス周辺について 

玄関を進むとエントランスは少し小さいような印象を受けたが、エントランス左側に受

付と売店がある。また、館内鑑賞中は最小限の手荷物のみということで、エントランス右

側の渡り廊下を通った先にあるロッカールームに荷物を預けなければならない。この渡り

廊下の先にはレストラン、手前にトイレとロッカールームがようだ。渡り廊下の途中には

シアタールームも併設されており、内部は外から見えた大きな FIX窓をロールスクリーン

が覆い、その隙間から差し込む光がこのシアタールーム（写真③）の照明のようである。

そしてロッカールームに手荷物を預け、受付横の階段を下っていくと展示スペースとなっ

ている。 
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〇展示スペースについて 

写真④ 内部１ 

展示スペースは外から見たユニットの通りいくつかスペース

に分かれており、内装が天井・壁・床を黒で統一された部屋と白

で統一された部屋が交互に構成されており、高さ・幅・長さ様々

な構成となっていた。 

黒色で統一された展示スペースは大きく分けて３種類で構成

されている。１つ目は天井が高く細長い空間（写真④）に、大き

な絵画がいくつか展示してある。２つ目は１つ目より天井も高く

FIX 連窓がある大きな空間であり、１つ目のスペースと同様に黒

色をメインとした大きな作品や光沢のある黒のラインの作品が

多く展示されている。また、FIX 連窓が北面にあることから、そ

こからロデズの街を一望することができ非常に気持ちの良い開

放的な空間（写真⑤）である。３つ目は天井が低く、先ほどよりも小さな作品や黒色以外

の作品が多く展示（写真⑥）されていた。 

 

  

 写真⑤ 内部２                           写真⑥ 内部３ 

 

この黒色の部屋で気になったことだが、１つ目と２つ目の部屋の壁の仕上がりに所々む

らがあり、これがより一層スーラージュ氏の作品を際立たせているようにも見えた。絵画

のことは正直よくわからないが、スーラージュ氏の作品の筆使いと壁のむらが同調して、

壁自体がキャンパスであるかのような印象を受けた。      写真⑦内部４ 

次に白色で統一されたスペースについてだが、こちらも黒色

同様に大きく分けると３種類で構成されていた。１つ目は細長

く天井が高い空間（写真⑦）に、上部にはトップライトが設け

られており、黒色の部屋とはまた違い比較的明るい色の作品が

多く展示されている。２つ目はとても広い空間（写真⑧）に同

じくトップライトが設けているが、この空間には数点の作品の

みの展示であった。これにより他の部屋とは異なり、作品によ

り集中して鑑賞できる空間であった。そして、３つ目の空間（写

真⑨）は高い天井と低い天井が組み合わさった空間であるが、

最初に高い天井の空間から低い天井の空間を見たとき私には

少し窮屈な印象を受けた。しかし、実際作品を鑑賞すると作品
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が床に置いてあることにより目線を下に向けさせることで、思ったほど窮屈さを感じはな

く、これも設計者たちの狙いなのであろう。 

 

  

写真⑧内部５                  写真⑨内部６ 

 

〇おわりに 

最後にスーラージュ美術館には設計者ＲＣＲのアイデア・工夫・配慮等が非常に組み込

まれ、建物内部の壁仕上のむら・下がり壁、外部縦長の FIX 窓・ルーバー等すべてがスー

ラージュ氏の作品と同調し一体となっていると思える美術館であった。また、このロデズ

の街での視察時間は、3 時間 30 分であったが、スーラージュ美術館周辺にはロデズ大聖堂

等もあり、あっという間であった。私は今回の研修が初海外であったが、いままで海外の

建物・街並み・文化等はテレビ等でしか見たことがなかったが、やはり間近でみる質感、

雰囲気等どれも圧倒されるものばかりであった。今回の海外研修は様々なこと思考するこ

とができ、非常に有意義な研修であった。 
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（研修報告４） 

ミースのスペイン代表作とＲＣＲ作品で見たガラスの可能性 

㈱渡辺建築設計事務所 渡辺 道直 

 

〇ミース・ファン・デル・ローエ記念館（旧名バルセロナ・パヴィリオン） 

大学進学の 1999 年に建築専門書で初めて目にして 20年後、ついに感動のご対面となっ

た。足早に建物の周囲を歩き、出来る限り全ての方位から外観を楽しんだ。その全てが直

線で作られたシンプルで洗練されたミースの作品、バルセロナ・パヴィリオンだ。ミース

と言えば、建築を志す多くの人が知る 20 世紀モダニズム建築の第一人者であり、近代建築

の三大巨匠と知られるドイツの建築家。そんなパヴィリオンはバルセロナの街から南側へ

行ったムンジュイックの丘の麓に、1929 年のバルセロナ万国博覧会のドイツ館として建設

された。元々はスペイン国王を迎えるためのレセプションホールであり、博覧会開会の 1

週間後に国王を迎えてセレモニーが行われたそうである。 

トラバーチンの基壇を上がると、そこには空の光を照らす水面が広がる。パヴィリオン

の主要部分は、水平に長く伸びる薄い屋根を 8 本の十字形断面の鉄柱が支える構造である。

構造から独立した石とガラスの壁が自由に配置され、内部・外部にわたって流動的な空間

を形作っている。建築構成要素の全てがガラスの透過性により一層際立つ印象を受けた。 

 館内にはミースがデザインしたモダンデザインの傑作として知られるバルセロナ・チェ

アがあり、旅の疲れからどっしり腰をおろして座ってみたが、その座り心地は我が家にあ

るボロボロのリプロダクト製品とは違った感覚であった。 

 実はこのパヴィリオンのオリジナルは博覧会終了後まもなく取り壊され、鉄や石材は売

却されバルセロナ・パヴィリオンとしての役目を終えた。そして建設から 57年のミース生

誕 100周年にあたる 1986 年に博覧会当時と同じ場所に「ミース・ファン・デル・ローエ記

念館」として復元された。その際、屋根は鉄骨造から軽量コンクリートに、鉄柱はクロム

鋼からステンレスに変更された。また、スタッコ仕上げだった壁は、ミースの意図を尊重

し、大理石仕上げに改められたそうである。 

 曲線を特徴とするガウディ代表作のサグラダ・ファミリア教会（1882～）を同日の午前

中に視察し、その足で、直線を追求したミース代表作とを比較して楽しむことができた贅

沢な一日であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇Les Cols Pavellons（レス コルズ パベヨーンズ） 
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〇Les Cols Pavellons（レス・コルズ・パベヨーンズ）  

 スペインで日本を感じられる”禅”がテーマと言われるホテル「Les Cols Pavellons

（RCRアーキテクツ設計：2005）」は、フランスとの国境近く、スペインのカタルーニャ州・

オロットの静かでのどかな環境が広がるガロッチャ火山帯にある。床・壁・天井がガラス

で構成されたシンプルで洗練された 5種類の客室からは、枯山水のような溶岩の庭が眺め

られる。前述したミース作品と異なるガラスの表現性と多様性を感じられる作品である。 

 残念ながら宿泊していないので分からないが、陽の光、水の音、自然の緑を感じながら

温泉にも浸かり至極の休息を味わうことができると言う。挑戦的で、異世界のようで、と

にかく開放的で気持ちの良い空間であるが、個人的にちょっぴり恥ずかしさを伴うホテル

である、、、ちなみに一泊 4万円ほどで宿泊できるとのこと。 

 そしてまた、このホテルの隣には、カタルーニャ州の典型的なカントリーハウスを改修

して作ったミシュラン 2 つ星レストラン「レス コルズ レストラン（RCR アーキテクツ設

計：2002）」が併設されている。周囲の景観に馴染んだ外観とはうってかわったモダンな煌

びやかな内装の中でワインと食事を存分に楽しんだ。 
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〇あとがき 

比較的に天候に恵まれた視察旅行でした。恥かしながら、今回の視察旅行を機にその存

在を初めて知ったＲＣＲアーキテクツの建築に触れ、初めて訪れたスペインの歴史的建築

群や美味しいお酒と食事を堪能できました。機会をみつけてまた訪れたいと思います。 

ご一緒させていただいた平子理事長や佐々木専務理事をはじめ、組合メンバーの皆様に

は大変お世話になりました。特に同世代の方々と旅行中にいろいろなお話もできてとても

良い思い出となりました。全ての皆様にこの場をおかりして改めて御礼申し上げます。 
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（研修報告５） 

ＲＣＲ体験記 

(有)寿設計 飯 塚 静 栄 

 

〇はじめに 

RCR がホームにしているオロット（Olot）はバルセロナから車で内陸に２時間ほど行っ

たところにある火山帯自然公園に囲まれている人口３万人ほどの小さなまちです。RCR は

地方に根差しながらもグローバルに発信している建築家です。彼らの活動は地元の社会的

な背景やその社会が組み込まれているネットワークの中から醸成されてきたものなので、

その地に赴き、実際に経験をしなければその真意はなかなか見えず、建築雑誌や写真だけ

では RCR の作品はとても難解だと思いました。組合員以外の RCR を目的に参加された方々

に RCRの魅力やなぜ旅行に参加したのかお話をお伺いしたり、毎日 RCR の作品を見ていく

中で彼らの壮大な実験、一つの建物に収まらない地球規模の空間認識、彼らが使う奇抜と

思えるような材料たちも RCR を育んだ素晴らしい自然・風土・文化を感じ納得できるよう

になりました。 

 

〇Les Cos Restrant 2001-2002 

オロットにあるミシュランで星をいただいている人気のレス

トランです。このまちは火山地域の青々とした森林を特徴とし

たその山肌には私たちの予想をはるかに超えたテクスチャと光

による素敵な空間世界がありました。 

外のエントランスから見えてくる芝生の緑が美しい庭、そし

てその先には落ち着いた黒いレストランの空間この２つの対比

と調和が美しい入口となっています。そしてその内部に入ると

庭の明るい緑を暗い黒の空間からフレーミングされたガラス開

口越しから楽しむ空間となっています。庭を眺める空間から背

後に振り返ると、そこには黒とはまた対照的なゴールドのダイ

ニング空間が奥にのびています。特注で作られたひとつながり

のダイニングテーブルは圧巻です。もちろん家具のデザインも

ＲＣＲがおこなっています。そしてそのダイニングの先につな

がっているのがまた庭。その庭のほうか

ら建物を見ると、古いヨーロッパの外観

がそのまま残されていて、古い空間と新

しい空間が絶妙に調和しています。キッ

チンの中心には中庭があって、そこに配

されている水盤が自然光を取り入れる

空間となっています。食事をするテーブ

ルは農園のグランドレベルに目線を合

わせた設計がなされていて、食事をしな

がらその風景を楽しむことができます。 
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彼らの空間は、敷地から生まれるそこ特有の経験ができる場を作

り出しています。その空間は静謐（せいひつ）で、自然に対するとても

感覚的な親和性があり、それが自然の素晴らしさを表現する普遍性

にまで建築が高められています。自然からインスピレーションを受

け、その自然で育まれた材料からすばらしい料理を生み出すという

レストランのコンセプトに絶妙に調和しています。 

とてもタイトなスケジュールでじっくり味わって食事をすることはできませんでした

が、味わい深い空間や洗練された接客に加えとても美味しい素敵なお料理の数々でした。 

 

〇Les Cos Restrant Marquee 2007-2011 

レストランにある庭の先を少し歩くと、広大なテントのようなバンケットスペースが現

れます。半屋外となっていて、数百人規模の来客を収容できるセミオープンなイベントや

宴会ができる空間となっています。ここではピクニック気分で、周囲の火山が織りなす美

しい景色を楽しめる場となっています。空間の屋根が面白く、その覆われたカーブしたチ

ューブ状の屋根の素材は、非常に軽い透明素材になっているため、雨や日射からも防護さ

れながら、会場を使うことができます。このくらいダイナミックなルーフはこれしかな方

法が無いのかもしれませんが、高温多湿な日本ではなかなか実現が難しい空間かと思いま

した。間仕切りも樹脂製の半透明で、内部にしつらえられている家具も透明なアクリルか

らなっていて、風景に溶け込んでいます。さらに施工によって発生した石材は、壁や舗装

の一部として活用され、火山石が床や壁を覆い、敷地が景観と呼応した関係性を築いてい

ます。奥にあるバンケット専用キッチンは、これもレストラン本体のキッチンと同様に、

調理をしながら自然を感じられるようになっていて素敵でした。狭いところにとても機能

的に配置されていました。 

 

〇Pavilions Les Cos Restrant 2001-2002 

 レストランの隣には、パビリオンと称する宿泊施設が

あります。敷地は以前は果樹園として使われていた場所

で、この建物は植物が生い茂る高い壁によって囲まれた

孤立したエリアのなかに建っており、まちのなかにひっ

そりとある隠れ家のような場所となっています。建築は

その壁に屋根が部分的に架けられて空間がつくられ、そ

こには 5 つの客室(パビリオン)が設けられています。 
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パビリオンは外の世界、特に空との親密な関係性

をつくりながら夜を過ごす提案となっています。内

部は、垂直な 2 つの主軸空間によって構成されてお

り、 縦軸は長めの狭いダイニングエリアとなって

います。パビリオンにつながる野外廊下のアプロー

チは金属メッシュのカーペットで覆われ、竹林を思わせるスチールパイプが立ち並んで和

を感じます。客室空間は、夜空景色と楽しさが中心になる場が形成されています。お風呂

も幻想的で、壁面は反射と不透明なガラスが自然との境界面を消し、光と水が空間の中で

混ざり合っているような感覚があります。その自然の要素が空間的に感じることができ、

その非日常的な空間によって、忙しさから開放された休息の夜がもたらされています。微

妙な透明性、光と影が新しく、洗練された関係は不思議で魅力的なイメージでした。 

 

〇Pavilions Les Cos Servei d'Imatges de l'Arxiu Comarcal de La Garrotxa – ACGAX 

（映像写真ライブラリ）：おまけ 

夕方オロットのまちに点在する RCRの建築作品を探しながら組合員以外の方々と散策し

ていた際、添乗員の方もご存じなかったのですが多分 RCR の作品であろうと私たちで勝手

に決めた素敵な作品がありました。 

オロットはとても高低差が激しくその敷地をうまく利用した半地下の建築で自然と引

き寄せられた建物でした。古い街並みに溶け込んでいるその建物は建物周囲をめぐってい

るうちに気が付くと広々とした屋上へ出て、そこから見下ろすオロットの町はとてもきれ

いでした。旅行の途中、何度かこのような組合員以外の方々と行動させていただく機会が

ございました。北海道から関西まで様々に活躍されている方々とご一緒できたことはとて

も刺激になりました。日頃接することのない価値観に触れてとても楽しいひと時でした。 

 

 

〇おわりに 

報告書を作成しながら研修の思い出を振り返ると得難い体験をたくさんすることができた

と改めて感じます。組合員の方々と時間を気にすることなく様々なお話をすることができ、

いわき以外の方々とも親交を深めることができました。本研修におきましてご尽力いただ

きました方々に深く感謝申し上げますとともに、長期にわたる研修の中で参加者の方々に

大変お世話になりました。この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。本当にありが

とうございました。 
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３．資 料 

 

ホテル・ポルタ・フィラ（伊東豊雄）       オリンパス・オフィスビル（ＲＣＲ） 

 

 

 

国際見本市会場エントランスホール・パビリオン（伊東豊雄） 
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サグラダ・ファミリア協会（Ａ・ガウディ） 

 

 

 

 

バルセロナ市内（旧市街地、リファインした市場、カテドラル、城壁跡、建築会館、商業ビル(伊東豊雄)） 
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カタロニア音楽堂（Ｄ・イ・モンタネール） 

 

 

 

 

ミース・パビリオン（ミース・V・ｄ・ローエ） 
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カイシャ・フォーラム（磯崎新） 

 

 

 

コロニア・グエル教会（Ａ・ガウディ） 
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ポンペウ・ファブラ大学図書館（旧浄水場管理施設） 

 

 

 

カサ・ミラ（Ａ・ガウディ） 
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カサ・パトリョ（Ａ・ガウディ） 

 

 
 

サンタ・マリア修道院（ロマネスク建築様式） 
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地域文化センター・ラ・リラ・シアター・パブリック・スペース（ＲＣＲ） 

 

 

 

 

ペトラ・トスカ公園・構造物（ＲＣＲ） 
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公園管理事務所・売店＆トイレ（ＲＣＲ） 

 

 

 
 

バルベリ・スペース・ＲＣＲアトリエ 
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トゥッソル・バジル陸上競技場（ＲＣＲ） 
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ラス・コルス・パビリオン・ホテル（ＲＣＲ） 

 

 

 

 

ラス・コルス・レストラン（ＲＣＲ） 
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ラ・ヴィラ・プロジェクト会場（ＲＣＲ実験施設） 

 

 

マス・エル・ヴェント・ゲストハウス（ＲＣＲ） 
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ベル・リョク・ワイナリー（ＲＣＲ） 

 

 

 

 

 

 

 

ラ・アルボレダ公園施設（ＲＣＲ） 
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スーラージュ美術館（ＲＣＲ） 
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聖バルトロメウス大聖堂、ホーエンツォレルン橋レーマー広場、ショッピングモール・マイ・ツェイル 

 

 

 

 

 

レーマー広場、ショッピングモール・マイ・ツェイル 
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４．工 程   
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