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建築学生考

Recent Students 

吉田哲

Tetsu YOSHIDA 

建築学科の学部生、修士／博士課程の大学院生達の最近の様子

をお伝えしたい。

当方、大学入学とともに京都に来てから過ごした年月がそれま

での年月を追い越そうかという些かトウのたった古株である。

京都に来て最初の 9年を学生として、残りを助手として過ごし

てきたので、人生およそ半分は京都にいることになり、そのほ まずはとりもなおさず皆よく頑張る。設計演習や卒業設計、
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ぽ半分ずつを学生と助手として過ごしてきたことになる。で、 修士／博士論文、各種学会に提出する審査論文の締切間際に見

以下に書き綴るのは助手として過ごしてきた中で接した学部生、 せる粘り強さとジャンプアップの様にはいつものことながら驚

大学院生、アジアを中心とする諸外国からの留学生達のことで かされる。これを毎度見ながら、果たして自分はこの時期の頃

あるから、身近にいる計画系の学生達と考えてほしい。 にこれだけの粘りを出せていたのか、そして今の自分はこの粘

りを出せているのかという、いささか面倒な自問自答をせずに

はおれなくなる。これを見ることができるのは非常にスリリン

グなことなのだが、各人のポテンシャルの高さもさることなが

ら、成果物の陰に見え隠れする、作業のために積み重ねられた

時間やブラッシュアップの厚みこそが、個人的には見ていて最

もうれしく感じられる。これを見ることができる間は大丈夫、

と安心してしまえるのである。提出までの過程では、演習であ

れば学生各自が説明に用いる言葉と描かれた計画や図面との

乖離に気づくまで（その多くは、言葉ばかりが過剰で、描かれ

たものがまった＜追いついていないことへのつまらない指摘に

終始してしまうこととなるが）冷たいセリフを吐き続ける。論

文であれば一査読者として、自らの知識や経験を総動員して、

「何が新しいか」「それは分析するに足る面白い事象なのか」「そ

の分析や記述で十分であるか」などに徹底して回答を求める。

当方はシニカルに徹底し、決して学生の味方にはならない。学

生側としては無理難題を吹っ掛けられて、とんでもないのに当

たったと内心舌を出しているのは見え見えなのであるが、お互

い素知らぬ顔をして、毎度の発表に備える。小刻みな応答で改

善されていくさまを見ることが出来るのであればそれに越した

ことはないのであるが、学生諸君、なかなかそうは動いてはく

れない。最後のジャンプアップこそがこの学生達の取り柄でも

あり、この学科の強みであるようだから、と、内心不満ながら

も、各人のバネの縮みを促すことに務めている。最後の伸びを

信頼する、もしくは期待する、からこそのやり方なのだが、お

互いタフなつくりをしていなければ身が持たないのも確かであ



る。バネが縮みきるまで力をためて、と言えば聞こえはよいが、

要は、極限まで締切が押し迫ってからでないと、作業を始めな

いというかネジが巻かれないのは建築学科の学生の特質なのか、

計画系にいる人間の特質なのか（とすると「計画」的ではない

人間がそういうところにいるということなのか？）は、判然と

しないが、学生の作業の過程を横で見ていてひとりヤキモキし

てあれこれ応答を求めることにはあまり生産性がないことに、

最近ようやく思い至ることができたので、あれこれ細かな口出

しをするのをなるべくなら控えるようにしている。作業過程で

は、逐一、手取り足取りの二人三脚をするわけではないから（そ

うしてもらった覚えもないし、学生の側で第一そういうのは御

免被りたいようである）、アイデアを提供して（これには教官側

のアンテナの感度が問われるわけでもあるので迂闊なことも言

えない）以降は、論文などでは特に、新しい分析の視点や手法

を取り入れて、創造していくたくましさや情報収集を進める上

での図太さも必要となってくる。また、何でもかんでもを待ち

の姿勢では、課題の期間や卒業の年限はすぐにやってきてしま

うことは、言わずもがなで本人達も理解しており、いずれ幾ば

くかの応答を繰り返すうちに作業の要領を覚え、あれやこれや

に消耗気味のオッさんを放っておいて自ら走り出すようになれ

ばしめたものである。毎年そうやって、締め切られた課題や演

習の成果物を見て、また、提出された論文やこれに用いたプロ

グラムや資料を眺めては、負けてられんわなあ（何せ良くでき

る学生は手強いのである）、と思いを新たにする機会というか、

切っ先をのど元に突きつけられるのは、確かに大変である。で、

ほめてばかりもいられない。ここ数年の傾向として理解不能な

のが以下である。これを世代の違いとしてしまって、そこで思

考停止してしまっても能がないのでこの際、じっくり考えてみ

ようかと思う。

さて、当方、 CADはそれなりに使うのであるが、手になじん

だ道具とはなっていない。また、専門として日々研究する内容

もそこから離れているので、思考のための道具にはなっていな

い。鉛筆で下書きしたものをインキングして、そこにガタガタ

とコンプレッサーを動かして、マスキングに時間をかけた本図

面に決死の覚悟で着色して、そしてその結果に一喜一憂してい

た最後の世代である。学生の間お世話になっていた設計事務所

では、日がな一日図面に向かって線を引き、模型を作ったりで、

計画や設計が進行する間には延々手戻りを繰り返しては同時並

行作業がいくつも進んでいることを頭の中で、というよりは身

に染みてそういうものだと体で覚えていった。研究を進めてい

ても、データを集めるときですら種々の制約事項にしばられて

思うようなフォーマットや量では集まらず、また、思うような

結果が出てこなくてプログラムを修正していくさなかで、作業

開始時点で思い描くことが、幸運にも最後まで生き残っていく

部分の方が少ないことにも思い知らされていく。それでも、そ

ういう消耗の繰り返しの中で何らかの成果を上げようとすると、

ひたすらしぶとく手を替え品を替え、で、その中で、それでも

言えること、を見つけていくのであるが、そういう良く言えば

トライアンドエラー、身も蓋もなく言ってしまえば長期消耗持

久戦を何度か繰り返しながら場合によっては見当違いの方向へ

葡匈前進を繰り返していくのが、日々の作業であると考えてい

る。ところが、である。設計演習を進めるときでも、卒論や修

論を進めるときでも、「もしかしたら（とすら思わないのかもし

れないが）自分だけはそういうトライアンドエラーをうまく避

けて通れてしまうのではないか」と考える学生がやたらと多い

のである。 トライアンドエラーを避けて通る、との認識以前に、

そもそもそういうトライアンドエラーなどというものがこの世

に存在しているということすら認識の俎上には上っていないよ

うな学生も多いようである。
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入試に合格するまでの勉強は、すでに模範解答が用意されて

いる問題をいかに効率よく解くか、を競うものである。そのた

めの解答の仕方までがほぼフォーマットになっていて、いかに

それを効率よく暗記して、出題のされ方の緩急にいかに柔軟に

対応できるか、が勝負の分かれ目と言える。大学に入って、あ

れこれ研究したりするときの道具を身につけているかどうかが

試されるわけであるから、道具をいかに使えるかを問うている

のと、本質的にそう違いはないはずである。で、この受験勉強

を上手に通り抜けてきて何の迷いもなかった学生に先のような

勘違いが多いように見えるのである。つまり、設計演習の課題

や研究のテーマや進め方に、どこかに用意された満点の解答が

あって、それを見つけさえすれば（それに思い至ることができ

れば）、後はスイスイと作業を進めることができるし、面倒な

質問や、嫌がらせとしか思えないような質疑を受けることもな

いはずである・・・・・・。本人達に確かめたわけではないが、彼らの

行動パターンを理解しようと努力すると、どうもそう考えてい

るようとしか説明がつかないのである。最終的に一発逆転をね

らえる起死回生の 100点満点の案がどこかから降りてくるとの

妄想を抱いて、設定やストーリー展開をその根本からコロコロ

まったく変えてしまって平気なのである。これは CADを使い

始めた学生の悪いところかもしれない。指摘されたことに対す

る解答を用意する過程で自ら調べたことで、少しずつ積み重ね

て徐々に改変を重ねていくうちに、全体を貫くアイデアが整理

され、こなれていくとは考えないのである。コロコロとスター

ト地点（！）を変えていけばそのうち聞いている側の応答の

仕方が激変することがあると考えているようである。そのよう

な、積み重ねのないアイデアの横滑りが、ここ何年かの学生を

見ていて年ごとに顕著になっていっているような気がする。最

初に出てくるアイデアを褒めるだけでは次のステップに行かな

いし、いかんせん最初を褒めたところで、次のステップでは進

め方に対する質問や方法上の疑問などはいずれ問い重ねていく

訳なので..…と考えるこちらとの間で距離は開いていくばかり

なのである。一人っ子で育って、かわいがられ褒められること

に慣れているから、直載な疑問をぶつけられたり、その方向は

違うんでないかい、という指摘に応答する形での対応ができな

いのである。「選んだテーマを変えればすべて（何がすべてかは

不明だが？）丸く収まる」との思いこみというのか妄想が広い

範囲で影を見せるのである。そうやってタイムアップの時間ぎ

りぎりまで出発するホームを取り替えては電車に乗り遅れてい



くので、作業を進める時間は当然のごとく短くならざるを得な

い。それでも持ち前の馬力で火事場の底力を発揮する者もいる

のではあるが、目につくのはその時間の使い方の計画性のなさ、

なのである。少しずつでも積み重ねていこうとするのはジジむ

さい考え方なのか、そうする学生は少ないし、出足のよかった

学生も途中で長期の思考停止にはまりこんでしまうことも多い。

質問をぶつける側としては、「そこを調べてくればええのに」「そ

の部分の計画をどう考えるかを詰めてくればええのに」と、問

題の所在がはっきりすれば次の作業もやりやすくなるだろう

し、何をテーマにしたところでそういう疑問は常に向こうから

やってくるわけであるから、そういうのはできる限り早い段階

で出してもらっておく方が助かるだろうに、と考えるのである

が、何らかの疑問をぶつけられた側はそうは考えないようであ

る。スタート地点の横滑りが起こっているうちはいいのである

が、何を持って行っても疑問をぶつけられるばかりで焦り出す

と、次は批評されることを先延ばしにするようになる。最終の

間際まで見せないでいると、何とかごまかせてしまうと考える

のであろうか。いずれ、それらの疑問に対して何らかの解答を

探さなければならないし、そうこうしているうちに分析なり課

題は進んでいくのであるとこちらは考えるのだが•••。これに自

覚的であるか否かは不明として、その峠というか壁をブレーク

するようになればもとが地力のある分だけ、解答として求め

られている「何か」を探すことに全力を尽くしてくれるように

もなり、あとは安心して見ていればよいような気がする。

ここで更に問題となるのが、優秀であればある分だけそれま

での経験の中で全力で何かに取り組んだことのない学生である。

そこそこの体力と時間をかければ、とりあえずのいろんなこと

に合格の 60点を取ることのできたであろうような場合ここか

らさらに問題を生じる場合があるのである。狙って最小限の労

カで様々の難関をパスしてきたわけであるから、そもそも作業

に余分なエネルギーをかけることをしない。おおよそそういう

学生は自分で何かを考えることを放棄してしまっているようで

ある。「何をやればいいんですか？」と、臆面もなく作業計画を

立てることをそもそも放棄してしまったかのような発言をして、

それが失言であるとも気がつかない。設計演習や論文は、学生

にとってその一つ一つが単位や時間をかけて取り組む「課題」

であるので、「こういうことを課題にして、こういう方向で進め

ようと思うが、もしくは、そう考えてやってきた作業がこれこ

れであるが、それについてどう考えるか？」との学生側の自己

申告に対して、こちらの知識や経験との整合性をとる作業によ

って少しずつ進めるのがありうべき理想である。考えることを

放棄して、つまり、アイデアを生み出して、そして練り上げて

いくことをせずに、指示された作業だけを進めれば課題がクリ

アされるとの認識は誤解以外の何物でもない。そのようにして

いると、既に自分が課題に対して手を抜いてしまっているとい

うことにまったく気がつかないのである。当然、不愉快なこち

らはこれに対してまったくの無反応を決め込むのであるが、そ

こで自ら何かを考え、作業を始めるようであれば救いもあるの

だが、「まあ適当でええか」と考えたとの自覚もないままに 60

点を狙う＜らいの作業をぬけぬけと続けてくるようになると目

も当てられないのである。必死で考え、作業した結果が 6割に

しかならないのであれば、最初から 6割を狙った作業などとい
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うのは良くて 3割6分（よく分からないかけ算ではあるが）の、

評価以前のつまらないものにしかなっていないとは夢にも思わ

ないのである。のれんに腕押しというか、それじゃあダメだとの、

何がダメなのかの根本に考えが至らないまま、これまた時間だ

けが無駄に過ぎていくのである。泥臭くモノを考え、作業をす

ところから始めるのはみっともないことなのだろうか、さら

と流すように作業を進めるのでなければ許されないかのよう

な態度なのである。一体この人達は何かよく分からないことを

してモノを考えるということが求められているというこ

とに思い至らないのか、そうするのが面倒なのか。建築にまつ

わることについて考えたり、計画・設計したり、分析したり、が、

ついでに言うと、もしかしたら、建築そのものについてもあま

り好きではないのではないか、のようにも見えることもあるの

である。大好きとはいかなくとも、製図室や研究室で作業をし、

ともに同じ時間を過ごしていることを楽しんでいるようには見

えない学生が少なからずいるように見えるのである。

50 

そういえば、筆者、学生の間、何はなくとも製図室や研究室

で過こす時間が長く、あれやこれやと首をつっこんで（もしく

は割り振られてしまって？）は、そこで何が考えられようとし

ているか、とか、何が課題となってコトが進んでいるかを知ろ

うとしたように思う。そういうのをするところが大学であると

は、今思い返せば無意識に考えていたことであるが、ここ何年

か、建物全体にどうも人が少ないような気がするのは気のせい

であろうか。面倒なことをガミガミ言う筆者の行く先々、人が

避けて通っているのかもしれないが、少し寂しい気もする。ベ

ったりと建物にいる時間の長いのは作業効率が悪いだけかもし

れないが、そういう泥臭い作業なり、こなしていく課題に対して、

自分は関係ないと無関係を決め込むことのできる当事者意識に

欠ける人はとりもなおさず増え続けているようである。

研究が何をすることであるのか、を理解させることも大変で

ある。研究課題に対するこちらの理解に対して、つまり、研究

というのは、そもそも他人のやらなかったことを対象としなけ

ればならず、しかし、まった＜相反する要求事項としてその研

究のなされてきた系譜をふまえて（もしくは対立して）新しい

発見を含むものでないといけない、ということになかなか理解

が追いつかない。どこかで見たような聞いたような何かをなぞ

る、似たようなことであれば何か安心する、他からの賛同を得

られる、との、学部生のレポートの延長では研究は始まらない

とは考えつかないのである。設計そのものは、作品を紹介する

文章がどれだけ古い作品と同じ文言が用いられていても、そこ

に成立する計画なり空間や試みが新しいものであればそれでい

いように思う。また、作品の紹介に作品そのものとは地続きで

あるようでいてその実そうではない文化論をぶったところで、

できあがった空間が素晴らしければそのこと自体は不問に付

されてよい。で、そういう文化論や、今はもう古くなってしま

ったような話を同じように繰り返すだけでは研究は始まらない

と、なかなか思い至ってはくれない。祖国の大学で計画系＝設

計をして大学院に進み、留学してくる学生や、学部を卒業設計

で卒業した学生•••読んできたものが建築系の作品紹介の雑誌が

中心で…に研究というものを理解させるのに途方もない労力を

要するのである。計画系の学生はとりもなおさず皆頑固であり、



留学生の場合は歳もこちらと上下逆転している場合もあり、言

っても耳を貸してもらえないことも多い。これは、設計演習の

エスキースチェックについても言える話であるが、エスキース

チェックに出席して、大半は似たようなことを言われている他

人の発表を聞いているはずなのであるが、これまた、自分はま

ったく無関係であると幸せにも考えることができるのか、自分

はその他人とは描いてきたものが違うと思えるのか、他人とま

ったく同じ失敗をして平気な学生が多くなっている。これを繰

り返しそのたび指摘することほど徒労を感じることはない。ま

たか、なのである。自分が生み出した文章なり作品なりに対し

て覚めた他人の目をもつことの難しさも手伝い、同じことは毎

度生じるのである。そして、毎度同じ言い方であれやこれやと

指摘をするのであるが、これほど非生産的、かつ後ろ向きな時

間はなく、できることであれば前向きのスリリングな会話を楽

しみたいのであるが、なかなかそういう機会を得ることは難し

い。一皮むけば優秀なはず、そして一番アタマの柔らかく回転

の速いであろう時期にいる学生達に期待するところであるのだ

が。

と、ここまで書いて、ボヤキの多い某監督のようになってい

るようで情けなくなってくる。講演会に呼ばれて「指導者」た

ちから教えを請われ、チヤホヤされることの多い彼も、大リ

グで野手として活躍し、昨年から日本にいる某選手の指導には

失敗しているのである（そもそも指導など必要のない人材だっ

たのかもしれないが）。新しい思考回路でモノを考える新しい人

たちのもつ能力やポテンシャルを十分に引き出せてやったか、

を考えるときに、つまらぬ小言ばかりで育つのは、というか、

ついてくるのはもしかしたら聞き分けのよいだけが取り柄の人

なのかもしれない。某監督の講演する「指導」が世間受けして

いた（といっても筆者はその指導論を何一つ知らないのではあ

るが）のは、指導者側から見た望ましい指導論であって、組織

にいる人間のポテンシャルの総和を十分に引き出して活用する

指導のあり方ではなかったのかもしれない。北の地でイキイキ

とプレーする某選手とその能力の高さ、フザケているようでい

てその実トレーニングを欠かさないでいるようであるのを見る

につけ、あれを引き出してこそだはなあ、とため息をつくこと

しばしなのである。そもそもできる学生は自由にものを選んで

いくのであろう。細かいことにいちいちカリカリしてもできる

学生を伸ばすことにはならないことは肝に命じなければならな

い。かと言って、ある種の寛容さを見せる（成果物のレベルを

問わなければこれほど楽なことはない）ばかりでもまた、これ

から先に伸びるであろう能力を摘んでしまうであろう。あれこ

れやらないことの理由を見つけるのは簡単なのだが、ガミガミ

言って萎縮させてしまう（嫌われる？）ばかりなのもまたつら

いところではあるし、そのバランスは難しい。
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