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1．  地域像を練り上げていく、
私たちのエスキス

エスキスという言葉は、多くの方々にとって耳
慣れない言葉かもしれない。この言葉は建築分野
では、計画案を与条件の変化や現状に対応させな
がら、練り直していく作業そのものを指す。設計
図や企画案を、何人もの人々で議論し、修正・刷
新し、実際の場所の状況に合うようにもっていく、
そしてその知見を再びフィードバックする・・・
そんな営為のくり返しがエスキスなのだ。そうだ
とすれば、地域の現場と学問の現場の往還を通し
て、地域像を練り上げていく地域研究者たちの姿
勢は、まさしくエスキスである。
2013 年度の地域研ワークショップでは、地域研
究者たちの分析手法や思考の構築作業をエスキス
という観点で捉え、そこから描き出される地域像
を持ち寄った。当日は、地域研の柳澤、谷川、山本、
福田、村上の 5人が発表を行い、それぞれ地図や
建築、映画や体操、モニュメント彫刻などを対象
にして、形態（カタチ）の読解とそこから浮かび
上がる地域像を提示した。
本ディスカッションペーパーは、2013 年 4 月 27

日になされた上記ワークショップの記録である。
当日は 100 人を越す参加者（地域研ワークショッ
プ史上最高）を記録し、発表はもちろん、その後
は大変に充実した議論を行うことができた。参加
者の誰しもがある種の達成感を持って帰って下
さったように感じている。以下少し内容や視点を
記しておきたい。

2．  カタチの読み解きと溝を架橋する言葉
―発表内容

本ワークショップにおいて、全体を貫く視点が
エスキスだとすれば、各発表者が報告で扱う具体
的な対象は、非文字資料としてのカタチである。
①必ず具体的な図像を発表の中で示し、②そのカ

タチが持つ謎や問題を最初に提示し、③プレゼン
テーションを通じてカタチの読み解き方をできる
だけ分かりやすく開示して見せること―この三つ
が、事前準備の段階に、発表者間で決めていたこ
とだ。ご存知の通り、地域研究という研究分野は、
地域研究を専門とする者だけではなく、様々なディ
シプリンを持つ人々が寄り集まってできている。
地域研究に所属する研究者たちは、一見同じ研究
分野にいるようだが、実はそこには、専門分野間
に横たわる深い溝とまったく同じ深さの溝がある
ことは少なくない。各自の背景となるディシプリ
ンの中では、あたりまえのことも、少し場所が違
うところにいる者からすれば、全然知らない未知
の情報であり、手法である場合が多いのだ。
そう考えれば、むしろ対象ではなく、手法を具
体的に示して、お互いがそれを批評することから、
協力したり、あるいは共通の議論のプラットフォー
ムになるような視点を見つけたりできるかもしれ
ない。
こうして、まさしく自分自身を掛け金にして発
表したことが、以下で見る通り、このワークショッ
プを大変魅力的なものに変え、そして様々な分野
からの来場者たちと充実した議論を導く重要な
ファクターとなった。
例えば、柳澤発表では地図を対象に議論を展開
した。氏は、地域研究者が作る地域区分図は、テー
マ別に作成された主体図の単なる総和ではないと
いう点を強く主張する。地域区分図を作成すると
いうことを、作業ではなく、アートとして見ている、
そうした意見である。言い換えれば、地域研究者
をデザイナーと見ているわけだ。おそらくフィー
ルドに出ている地域研究者の多くは、こうした作
業を半ば無意識のうちにしているのかもしれない。
この主張に私は大変共感する。しかも、氏はディ
スカッションを通じて、フィールドに入っていく
地域研究者が、対象地域と関係を紡ぐことの面白
さを強調された。地域区分図などをデザインして
いく際に、そうした人間関係や社会とのつながり
の中で、地域研究者が揉まれていくわけで、それ
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は単に地域区分図という成果物に影響を与えるだ
けではなく、研究と社会のつながりまで含めた関
係性を再編成していくという意味であろう。いわ
ば地域区分図は、地域の人々と研究者が合同で行
うエスキスの賜物なわけだ。この視点に留意しな
がら、ぜひ柳澤氏の発表記録をご一読頂きたい。
ここですべての発表を紹介すると本文を読む面
白みが半減してしまうため、もう一つの研究発表
の紹介に留めておきたい。どうしても触れておき
たいのは、村上氏の発表である。
村上勇介氏による発表「パチャママの涙と夢―
ペルー社会の亀裂克服の試み」は今回のワーク
ショップの趣旨に最も合致したものであったと
いってよい。村上報告では、ペルーにある一つの
モニュメント彫刻を対象に、背景となる現代史や
社会的な事件、それに附随する記憶の分析がなさ
れた。そして、このモニュメントをペルー社会の
「涙」として読み解きつつも、それが新しい社会の
創造の過程にある、いわば未来への「夢」として
位置づけられるという建設的な結論を導き出して
いる。村上報告は、背後にある膨大な地域社会の
情報と照らし合わせながら、一つのモニュメント
の形態の読み解きを通して、現在だけではなく未
来の地域像を描き出そうとした点で、大変興味深
いものだった。こうした発表は一つの地域像を練
り上げる際のモデルともなり得る予感がしている。

3．  カタチを読解する、誤読する、「捏造」する
－コメント

このような各発表に対して、三名のコメンテー
ターをお迎えした。ドイツ現代史研究者の川喜田
敦子氏、映画監督の深田晃司氏、そしてランドス
ケープ・デザイナーの石川初氏である。3人の方々
からのコメントを通してエスキスという言葉がわ
かりやすく定義されたと同時に、その後のディス
カッションの方向性が整理され、充実したことは
言うまでもない。
コメントのセッションでは、川喜田敦子氏より、
形態を現実の象徴と見なして読み解くことは、カ
タチを絶えず変わりゆく実態のデフォルメとして
読み解くことに他ならず、時に実態を固定的なも
のとして理解しかねない二面性をはらんでいるこ
とが示唆された。映画監督の深田晃司氏は、今回
の各議論が一つの主観と主観のパッチワークであ
り、ズレを補正しながら、皆で世界観を変容させ
ていく作業だったと位置づけた。フィルムを繋ぎ

ながら創造を行う、まさしく映画監督ならではの
言葉だろう。
ランドスケープ・デザイナー・石川初氏からは、
自分の考えを他人の目で読み直す機会、つまりエ
スキスの必要性が、氏の具体的な経験を元にして
示された。固定的になりがちな形態のアイデアや
イメージを、バトンを渡すように異なるものへと
変化させるための動的な理解と創造の場が、エス
キスであるというわけである。石川氏のこのコメ
ントはディスカッションを通じて重要な視点に
なったため、もう少しここで論じておこう。
氏はちょうどワークショップ前年に『ランドス
ケール・ブック―地上へのまなざし』（LIXIL出版、
2012 年）を上梓された。私にとっては、この本は
カタチの読解方法を提示しており、目から鱗の連
続であると同時に、その言葉使いが、かゆいとこ
ろに手が行き届いたすばらしい本であった。ワー
クショップの趣旨にぴったりと合い、この人しか
いないという確信を持った。同書の中で、氏は住
宅周辺に植えられた樹木を次のように見ている。

造園植栽にも「定番」と「流行もの」が存在する。流行した
樹種は、たとえば洋館の玄関前のシュロやソテツやユッカの
ように、ある特定の時代の雰囲気を帯びていることがよくあ
る（同書、124 頁）。

住宅周辺に植えられている樹木は、特定の建築
様式やスタイルなどと密接な関係を持っていると
同時に、それを丁寧に観察することによって、そ
の敷地に手が入った年代判定ができる、というわ
けだ。そして氏は、おそらくこうした視点をもと
にして、ワークショップのディスカッションにお
いて、ご自身がランドスケープ・デザイナーとし
て樹木を植える手続きのことを、以下のように述
べた。

私の専門だと樹木を使ったりしますが、すでにどこかで 20 年
かけて大きくしてきた木をそこに植えるのは、言ってみれば
歴史を「捏造」しているのです。20 年たった大きな木をそこ
に植えることによって、その場所は向こう 100 年ぐらいいい
環境だと保証しているようなところがあります。そういう意
味では、造園係は、空間を動的にしていく役目がある。

カタチを読み解く術を持つ者は、カタチを使う
ことにも非常に敏感だ。現場を読み解き、そこに
ふさわしい樹種を選択し（例えば過去の洋館であ
ればシュロのように）、そしてあたかも昔からその
木がそこにあったかのように、歴史を「捏造」する。
いわば世界はこうした創作に満ちているわけだが、
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ランドスケープ・デザイナーが、こうした場所に
意味を付与し、場所そのものを造り出していく行
為は、私にとっては地域研究者が地域を語り、そ
の姿を描き出す行為と非常に近い関係にあるよう
に感じてならない。この時、もしかして、読者の
方の中には、この「捏造」という言葉にひっかか
る方がいるかもしれない。だが、この言葉の背後
には、本ワークショップのディスカッションでも
話題になったカタチのズレや「読み替え」、「誤読」
といったもう一つの興味深い私たちの行為がある。
樹木を見た時に、「この樹木は樹齢 20 年だから、
この場所は少なくとも 20 年間は、安全な場所だっ
たと考えられる」と、散歩しながらいちいち考え
る人はいないだろう。いわば無意識のうちに「木
があって落ち着く」といったような曖昧な感情で
それを感じ取っていると思われる。よくよく考え
てみて、その樹種が日本古来の樹種でなかったり
することは、「正当」な歴史や環境からはズレてし
まっており、おかしなことであるが、専門家でも
ない限り、そこまでは考えないはずだ。私たちは
無意識のうちに、「落ち着く」環境として、誤読し
ているのだ。
本ワークショップの発表は、特に上のズレ、捏造、
誤読というキーワードで捉えて読んでみて欲しい。
ズレに翻弄された建築家たちの話（谷川発表）、映
画を通して未来を「捏造」した（視聴者に誤読さ
せることで、未来の可能性の幅を広げた）映画監
督の話（山本発表）、そして誤読させることで世界
を変えようとした独裁者やナショナリストの話（福
田発表）という風に読めば、どの発表もカタチの
読み解きを通して、地域の未来を語るという方向
性で、極めて一致していることが分かるだろう。

4．  分野を横断し、地域の未来を語る
―地域研の挑戦

地域研究として、ある社会の現状を分析し、批
判することはたやすい。それはカタチを対象にし
ても同様だろう。しかしながら、あらゆる世の中
のカタチは単純に生み出されたものではなく、ど
のカタチも、人々の試行錯誤や何らかの思惑が重
なり合って形作られたものである。それを読み解
いた上で、批判にとどまることなく、そこから積
極的に評価できる点を見出し、建設的な未来の地
域像を描こうとする態度こそ、地域研究者に求め
られていることではないだろうか。
また、読み解きの際に発生するズレや誤読、「捏

造」は、私たちに委ねられた自由な態度の異なる
表現の一つだと考えている。誤読する権利とでも
言おうか。こうした誤読があることが、次なる地
域や次なる社会を構想するときの、一つの大切な
きっかけになりはしないだろうか。時に起こる誤
読や「捏造」までも含み込みながら、動的な地域
や社会を考えていくこと―誤読や「捏造」を恐れ
ず積極的な姿勢として時にとらえていくことは、
過去や現在、未来を扱うすべての研究に当てはま
る姿勢だと私は考えている。
最後に、これまでは専門毎の名人芸として、ブ
ラックボックスとなってきたそれぞれの形態に対
する読み解きの手法をわかりやすく開示し、カタ
チの読み解きとその知見の共有を目指したことは、
主に文字情報を蓄積してきた地域研にとって大き
な挑戦であった。新しい挑戦を重ねながら地域研
究をブラッシュアップすると同時に、異分野間で
積極的に未来を議論する、そんな場所が地域研ワー
クショップだ。本ワークショップに賭けた意気込
みと、当日の会場の熱気を、このディスカッショ
ンペーパーから感じとってもらえれば幸いである。




