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つくるガウディ 進行中！
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Ｉ Ｎ Ａ Ｘ ラ イ ブ ミ ュ ー ジ ア ム は 、 東 日 本 大 震 災 の 復 興 を 支 援 し て い ま す 。
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つくるガウディ 進行中！
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第1会場
「つくるガウディ−塗る、
張る、
飾る！」ドキュメント
特別展総合アドバイザー・第2会場で実測図を展示
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実測家 田中裕也、
ガウディを語る
開催報告

つ くる ガ ウ ディ
進 行 中！

2017

冬

大阪から来た子どもたち。特
別展「つくるガウディ」第2
会場、壁一面の手描きの実
測図に見入っています。
「ガ
ウディって知ってる？」
「知ら
ない」
「変わった形！」
。いつ
かスペインにガウディ建築を
見に行けるといいね。

INAXライブミュージアム10周年

「つくるガウディ」

特別展

特別講演会
「田中裕也−ガウディを測りつづける男」

INAXライブミュージアム10周年特別展

季刊

表紙写真

LIVE RE PORT
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タイルのおうちをつくろう
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陶と灯の日
旅するパーラー陶の森
光るどろだんご全国大会2016

（2016.11.20）
撮影：加藤弘一

フィンランドからサンタクロースがやってくる！
LIVE SCHEDU LE

09

これからの催し
お知らせ

窯のある広場・資料館の一時閉館
特別展
「つくるガウディ」
関連ワークショップ

ぼくとわたしのガウディ
特別展
「つくるガウディ」
関連講演会

「GROUNDSCAPE」
上映 常滑編

常滑から ※
41

60 年 前 の 常 滑 の 街

（『常滑とこしるべ』より掲載）
左上：一木橋／左下：一木橋からの現在の様子／右：一木橋の上から見た様子（昭和30年頃）

常滑には丘陵地が多く︑切り開

いて道を通したような地形がたく

※ INAXが生まれ育った常滑のやきものや土に関わる人、風景、できごとなどを、INAXライブミュージアムのスタッフが伝えます。

さんあります︒

また︑そこには陸橋のように橋

が架けられ︑丘の上の道と切り開

かれた下の道が交差する立体的な

年に架けられた一木橋が

10

ところがあります︒その代表とし

て大正

あります︒レトロなデザインの時

かつては︑一木橋がまたぐ道の

代を感じさせる印象的な橋です︒

両側には︑多くの製陶所が建ち並

び︑数十本の煙突が毎日石炭の煙

を立ち上げていたと聞きます︒製

陶所で生産されたやきものを古く

は 馬 車︑昭 和 に は オ ー ト 三 輪 が

日々運搬していた様子を写した古

︵1 9 5 5︶頃 の 一 木 橋 の
年

い写真があります︒この写真は︑

昭和

上から南方向に撮影されたもので

年の時間で︑変

す︒現在︑同じ場所からの写真と

比較してみると

貌した常滑の街の様子がわかり

ます︒
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小関 雅裕︵ものづくり工房︶

INAXライブミュージアム10周年特別展「つくるガウディ」がいよいよ始まりました。
第1会場の土・どろんこ館の展示室は、まるで建設中の工事現場。
ヘルメット着用で入場する来場者たちが興味津々、左官やタイル職人の仕事場・手仕事を間近で見ています。
刻々と変わっていく「ものづくりの現場」のレポート。
そして、特別展の総合アドバイザーである田中裕也さんへのインタビューです。

60
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基礎の鉄筋組み立て

今 回︑特 別 展 第 1 会 場 で 制 作 す る の

は︑ガウディが 年間の逆さ吊り実験で

建築構造を導き出しながら︑地下聖堂だ

けの建設となった﹁コロニア・グエル教会

︵1914︶
﹂の上部︒建築家・日置拓人さん

が︑ガウディの残したスケッチや実験資

料などから構造体を設計しました︒スケ

ールは4分の１︒ガウディがレンガを積

もうと考えていたのに対し︑今回は鉄筋

10

職人が、原寸で描いた図面どお
りに、手作業で鉄筋を曲げてい
く。鉄筋が伸びる性質を利用し
ながら曲げる職人技が必要だ。
さらに、
「図面どおりではうまく
いかないところもある。そこを、
現場で職人さんと話をしながら
つくっていく。まさに、職人た
ちと現場で話し合いながらつく
っていったガウディの作業を追
体験している感じだった」
と、日
置さん。作業期間は約１か月。

タ イルの 制 作

タイル職人の白石普さんが張るタイル

つくるガウディ 塗る、張る、飾る！

準備・搬入

会場の 4 分の 1 のスケールで見ても、
コロニア・グエルは大きい教会ではな
い。しかし高さは会場の天井いっぱい、
つまり実際には 16ｍで、現在の建物
では 4 階建以上になる。さらに、ガウ
ディは 34ｍの高さの塔をつくるつも
りだった。ミュージアムの窯の資料館
の煙突が 22ｍ。それ以上の高さを煉
瓦で積んでいくというのだ。「ガウデ
ィの求めるものは、スケールアウトし
ている。それも、今回の制作でわかっ
たことの一つ」と、日置さんは言う。
造形的にも美しい鉄筋の基礎。一つひとつ
違うアーチの形は、構造実験で紐を垂らし
た時にできる曲線。この形が建物を支える。

しています︒量産といっても︑型の作成・

vol.42

成型から釉薬をつけるところまで︑すべ

03

モロッコで隙間を埋めるために多
く使われる「ルーザ（＝木の実）」
という幾何学 模様を、白石さん
は丸く立体化した。「最初に形を
見た時にはあまりイメージできな
かったんですが、自分たちで数枚
作って並べてみると、白石さんの
考えていることが少し理解できる
ような気がしました」とスタッフ。

て手作業︒
﹁僕らの作ったタイルがどう活

立体的なタイルは多様に展開す
るだろう。さらにタイルは、一つ
ひとつ表情が違う。
「気持ちよく
色のばらつきが出るように工夫し
ています。釉薬のムラは日本的
な感じがすごく出ている。
『ゆら
ぎ』みたいなものもねらいの一つ
かなと。これはもうタイルという
より、やきもの、陶芸品です」
。

かされるか︑ワクワクしています﹂
と︑ス

最初に作ったタイルは 2 つの形。コバルトと
酸化銅の配合の違いで、7つのカラーバリエ
ーションを作る。さらに釉薬を表と裏に付け
分けることで、2倍のタイルの種類ができた。

タッフ︒タイルの制作も同時進行中です︒

「左官は自分で塗りながら建物の
表情を変える。職人としては理
想だね。そういうタイルを作って
みたかった」と、白石さん。その
言葉の意味は、白石さんの作業
が進むにつれてわかってくる。

はすべて︑今回のために作られたオリジ

イメージが決まり、準備ができ
れば一気に塗る。
「このくらいの
ものなら、特に指示はしない。み
んな技術を持っているからね」。
親方である久住さんのもと、職
人たちの動きは無駄がない。

ナル︒白石さんがご自分の工房で作った

外壁は愛知県の豊田と兵庫
あさ
県淡路の土。中の壁は、浅
ぎ
あ ずき
黄色・小豆色など、日本の土
が持つ色を塔ごとに塗り分
ける予定。 仕上げについて
も、さまざまな構想を持って
いる様子だ。

試作品をもとに︑ものづくり工房で量産

テストピース

タイ ル

と金具の基礎︒それが塗り壁やタイルで

11月1日

装飾され︑ガウディとはまったく異なる

制作開始

［第1会場］

造形が展示室に広がっていくはずです︒

つくるガウディ 塗る、張る、飾る！

基礎構造体の周りに丸太で足場を組み︑

軽量モルタルで下塗りが終了︒いよいよ︑

土などの材料をすべて用意して来
た久住さんは、現場を見ると、予
定していた外壁の色を変更。急き
ょ、トラックで土を買いに走った。
「土・どろんこ館の版築の壁のよ
うな色を考えていたけれど、日本
らしさを出しながらタイルを活か
す、ちょっとくすんだ白色にしよう
かなと。その時、いちばん良いと
思った仕事をしたいじゃないです
か。ライブミュージアムは自由な
場所やから」と、久住さん。

左官職人の久住有生さん︑タイル職人の

白石普さんが登場しました︒

左官
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「今回のタイルは、裏を丸くしたこ
とによって、いろいろな張り方が
できます。平らにしたり、尖った
感じにしたり、動きが出せる。左
官が土の表情を変えるように、タ
イルでも表情が変えられる。さま
ざまな立体感も出せる。それはこ
のタイルならでは。張っていると、
もっとこのタイルの可能性を考え
ることができる」と、白石さん。

特 別 展﹁つく る ガ ウ ディ﹂の 会 期 終 了

一枚一枚、ていねい
に、白石さんがタイ
ルを張っていく。命
を吹き込むと言った
ら大袈裟だろうか。
でも、張られたタイ
ルたちが雄弁に語り
始めるのは確かなこ
とだ。

は3月 日︵金︶
︒ガウディの﹁コロニア・

たのです︒

る︒偶然にして︑そのやり方が正解だっ

をたどっていけば全体の空間が把握でき

それをアイソメ図や立面図にする︒階段

てきて︑内部空間が立ち上がっていく︒

測っているうちに︑動線や間取りが見え

いつも階段から︒この階段︑次の階段と

ラダ・ファミリアと実測を続けました︒

サ・バトリョ︑カサ・ミラ︑そしてサグ

らいの面白さがありました︒その後︑カ

ってきた︒嫌いなことを変えてしまうく

ちに絵が大嫌いだったのが︑その気にな

してスケッチして︑何度も描いているう

なと︑測り始めたのが︑その階段︒実測

うがない︑測ることくらいならできるか

階段に座って悩んでいました︒まあしょ

い︒しばらくはグエル公園に毎日通って︑

現地に行ったものの言葉もわからな

階段から始まった実測

てみようと︑スペインに渡りました︒

ば︑この最大級におかしな建築を追求し

ても︑ガウディが頭から抜けない︒なら

うと思ったほど︒でも︑その後何年たっ

チャーショックでした︒もう建築やめよ

感動というより︑打ちのめされた︒カル

初めてサグラダ・ファミリアを見た時︑

ガウディ・ショック

左官

実測家・建築学博士

こから目地と窓の関係を把握することに

ッチすることで建物の様子をつかみ︑そ

の曲線と影のかたちを同じ時間帯でスケ

識を越えた建物です︒そこでファサード

ミラ︒どの面もすべて曲線︒測るには常

ら見えてきたことです︒たとえばカサ・

な工夫をしている︒それも実測と作図か

ガウディは︑内部の生活空間に細やか

えるためです︒そうやって内部空間を心

でしょう︒部屋によって影の落ち方を変

はね出しの部分︑互い違いになっている

がら焼けない仕組みを考えた︒壁面の︑

日焼けを避けるため︑明るさを確保しな

る︒スペインの日射は強い︒ガウディは

ちているから︑やわらかい光になってい

大きいからすごく明るい︒だけど影が落

が落ちますね︒実際部屋に入ると︑窓が

があって︑ガウディは装飾をつけた︒ガ

歴史を物語る︒きちんとしたストーリー

造的な意味を持ち︑ある物はその地域や

イデンティティを指し示し︑ある物は構

きない意味あるもの︒ある物は施主のア

ば︑そこにある装飾は取り払うことがで

装飾は単なる飾りではない︒言い換えれ

の本心に気付きました︒
ガウディにとって

実測をすすめるうちに︑僕はガウディ

在かもしれません︒

いつも傍らにいる無二の親友みたいな存

みつけますよ︒僕にとってガウディは︑

ウディ・コード︒まだまだ新しいものを

のですから︒ガウディが建築に込めたガ

建築は決して一人でできるものではない

とを生き甲斐とする多くの職人がいた︒

げた︒そこにはガウディと仕事をするこ

ィも格闘し成長しながら作品をつくりあ

は思わない︒一人の人間として︑ガウデ

ガウディは天才でしょうか︒僕はそう

まだ見ぬガウディ・コードを追って

た︒そんなふうにやり続けてきたのです︒

ることで︑さらに実測のパワーを得てき

ィが散りばめたコードを発見し︑発見す

の一つひとつを実測することで︑ガウデ

では語りきれない物語がある︒僕は︑そ

ウディの建築には︑単に建築論︑空間論

した︒目地をたどって影のかかり具合を

装飾の真の意味とは

田中裕也 たなか ひろや

地よくしたのです︒

状が見えてくる︒へこんでいればより影

タイルの色は、ブルーからグリー
ンのグラデーション。「やきもの
で一番きれいな色」だと言う。

観察して立面図にすれば︑外壁や柱の形

実測・作図から見えてきたもの

実測家・田中裕也︑
ガウディを語る

特別展﹁つくるガウディ﹂総合アドバイザー・第２会場で実測図を展示

制作の現場を見に来てほしい︒

からどのように展開していくか︒ ぜ ひ︑

グエル教会﹂から着想した作品が︑これ
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左官の学校に通いながら工務店
で働いているという、左官見習い
の女性
（25 歳）がやってきた。
「ガ
ウディと聞いて来たら、久住さん
がいた」と喜ぶ。「現 場がすごく
きれい。いい仕事をするために
はこういうことが必 要なんです
ね。それに、仕上げがものすご
くやわらかい」
。久住さんから「家
でパネルを作って練習することも
できるよ」とアドバイス。
1952 年北海道生まれ。3
年間の建築事務所勤務の
後 1978 年バルセロナに
渡り、ガウディ建築の実
測を開始。現在に至るま
で主要な建築物の実測図
を描き続ける。実測図面
は展示や著書などで公開
され、その功績はスペイ
ンで高く評価されている。
著書に『実測図で読むガ
ウディの建築』
（彰国社、
2013）ほか。

タイ ル

