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アトリエ・ワン：いきいきプロジェクト in 金沢
2007.4.1−2007.9.17

アトリエ・ワンは、東京を拠点とする、塚本由

る約1600軒の建物を対象とした。江戸時代に

それを、使う人の工夫に満ちた創意が表現され

晴、貝島桃代による建築家ユニットである。本

は、町人の住む地域と武士の住む地域がはっ

たものとして読み解き、町家の系譜の中で評価

プロジェクトは、半年間にわたって、金沢21世

きりと分けられ、町人の住む地域は、間口が狭

する視点が示された。本ガイドマップはロング

紀 美 術 館 のプロジェクト工 房と長 期インスタ

く奥に長い町家が、隣と壁を共有して並んでい

セラーとなり、2012年時点で4版を重ねている。

レーションルームを拠点に、金沢の街を調査す

た。現在、そのほとんどは建て替えられている

もう一つは、街で活動するグループに関する

るものであった。金沢工業大学建築学科建築

が、現在でも町家の特徴を一部残す建物も多

調査「ひと調査」である。
「ひと調査」では、同好

系の研究室に協力を依頼し、金沢工業大学、金

い。調査では、プロジェクトスタッフが分担して

会、スポーツクラブ、NPO団体など、金沢市で

沢美術工芸大学、福井大学、筑波大学、東京工

1600軒すべての建物の外観を写真に撮り、そ

活動するグループを対象に、プロジェクトスタッ

業大学の建築を学ぶ学生を中心に29人がボラ

れを24のタイプに分類した。分類にあたって

フが活動場所を訪ね、構成員、活動内容、活動

ンティアの「プロジェクトスタッフ」として参加し

は、町家の原型に対して、どのように改造、建て

歴、活動場所、活動資金などについて聞き取り

た。アトリエ・ワン独自の視点を通じて、金沢の

替えが行われているかを指標とした。調査結果

を行った。聞き取りの内容は、取材したプロジェ

街を再発見することが、本プロジェクトの目的

は、分類された各タイプを命名し、図示するガイ

クトスタッフが各3分程度の映像に編集し、長期

であった。

ドマップ『アトリエ・ワンと歩く 金沢、町家、新

インスタレーションルームで上映した。また、プ

陳代謝』
（アトリエ・ワン編著、金沢21世紀美術

ロジェクト工房では、取材内容の発表会を公開

調査を行った。一つは、空間的な観点からの

館発行、2007年）にまとめられた。それにより、

で行い、情報を共有した。さらに詳しく知りたい

調査、
「まち調査」である。
「まち調査」は、江戸

たとえ改修や改築によって町家の原型からは

活動については、グループの方にプロジェクト

時代に町人が住んでいた地域に現在建ってい

形状や素材が著しく異なってしまった建物でも、

工房に来てもらい、活動内容を紹介してもらっ

プロジェクトで は、二つ のテーマを設 定し、
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た。長期インスタレーションルームでは、最終的

エ・ワンは、本プロジェクトでの調査を踏まえ、

に、計14グループへのインタビュー映像が並ぶ

「 金 沢 アートプラットホーム2008」
翌2008年、

1. アトリエ・ワン《スクールホイール》とプロジェクトスタッフ
（プロジェクト工房前）
Atelier Bow-Wow, School Wheel and project staff

ことにより、多くの人々が仕事と家庭以外に社

（pp. 50−53）の参加作家として、金沢市横山

会的な活動の場を持っていることが示された。

町にある築約120年の町家を、ゲストハウスと

2. ロゴ logo

さらに、
「ひと調査」で調査した活動グループ

して改修した。さらに、これらの金沢での経験

3.「まち調査」
（高木糀商店）

の活動場所を改善することで、その活動が活性
化すると考えられる場合には、
「まち調査」で調
査した空き町家などをグループの活動場所とし
て活用する提案を行った。プロジェクトスタッフ
の提案をアトリエ・ワンが講評するという形式
で行われ、最終案6案を、長期インスタレーショ

を展開し、2008年から2010年にかけ、東京で、
「まちや」という名前を冠した住宅の3連作を
実現している。

(in front of Project Room)

“town survey” (Takagi Koji Shôten)
4.『アトリエ・ワンと歩く 金沢、町家、新陳代謝』表紙
Walking with Atelier Bow-Wow Kanazawa Machiya
Metabolism, cover

（鷲田めるろ）

5.『アトリエ・ワンと歩く 金沢、町家、新陳代謝』部分
Walking with Atelier Bow-Wow Kanazawa Machiya
Metabolism, detail

ンルームに模型や図で展示した。
本プロジェクトを通じ、行政が保存の対象と
したり、観光ガイドに登場したりするような古
い町家だけが街にとって重要なのではなく、金
沢の多くの人々の活動と家々こそが、街をいき

［参考文献］
鷲田めるろ「視点を生む、人をつなぐ：金沢21世紀美術館で
のアトリエ・ワンのプロジェクト」
『地域開発』521号
（2008年2月）、19−25頁

いきとさせていることが示された。また、アトリ
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Atelier Bow-Wow: Iki-Iki Project in Kanazawa
April 1, 2007 – September 17, 2007

Atelier Bow-Wow is a Tokyo-based unit

Two topics were set for research in this

of taking pictures of the exterior of all 1,600

of architects: TSUKAMOTO Yoshiharu and

project. One is a research through the spatial

houses and classified them into 24 types. As

KAIJIMA Momoyo. This half-year project

perspective, that is, “town survey.” Targeted

for the classification, how the houses were

based in the Project Room and the Long-

for investigation in this “town survey” were

remodeled or rebuilt compared with the

Term Project of 21st Century Museum of

approximately 1,600 buildings, which were

prototype was observed as an index to the

Contemporary Art, Kanazawa aimed to in-

in areas where townspeople used to live

survey. The results of the survey were sum-

vestigate the city of Kanazawa. With the co-

in the Edo period. In the Edo period, areas

marized in the guide map with the name of

operation of Department of Architecture and

inhabited by townspeople were clearly sepa-

each type, Walking with Atelier Bow-Wow:

Buildings Engineering of Kanazawa Institute

rated from that of samurai’s. In areas where

Kanazawa, Machiya, Metabolism (authored

of Technology, 29 students from Kanazawa

townspeople lived, machiya (townhouses)

and edited by Atelier Bow-Wow, published

Institute of Technology, Kanazawa College of

with narrow frontage and long depth were

by 21st Century Museum of Contemporary

Art, Fukui University, Tsukuba University and

connected to the next side-by-side sharing

Art, Kanazawa, 2007). This guide map pro-

Tokyo Institute of Technology participated

a wall. At present, most of them have been

vides the viewpoints to understand and

in the project as volunteer “project staff.”

reconstructed, but even now there are still

evaluate the ingenious creativity of people

The project objective was to rediscover the

many buildings, which show some of the

who use those buildings, even though the

city of Kanazawa through the perspective of

preserved features of the townhouses at

shapes and materials of them are very differ-

Atelier Bow-Wow.

the time. The project staff shared the work

ent from the past machiya prototype due to
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7.「ひと調査」
：草笛同好会への聞き取り
（プロジェクト工房） “people survey”: Interview with Grass Whistle Group (Project Room)
8.「ひと調査」
：かなざわ夢紙芝居への聞き取り “people survey”: Interview with Kanazawa Yume Kamishibai
9. 調査結果の発表会（プロジェクト工房） presentation of the survey (Project Room)
10. 提案の発表会（長期インスタレーションルーム） presentation of the proposals (Long-Term Project)

repair and renovation. This map has become

For further information on their activities, group

This project has revealed that what is

a long-time best seller and entered its 4th

members were invited to the Project Room

important for the city is not only old machiya

edition in 2012.

to talk about what they were doing. In the

buildings as cultural assets designated by the

The other research topic is to survey

Long-Term Project, interviews to a total of 14

government or as introduced in guide books,

groups of people working in the city, that is,

groups were introduced, which showed that

but the city is actually made alive with activ-

“people survey.” As for this “people survey,”

there were many people involved in social

ities of many people in Kanazawa and those

the project staff visited groups operating in

activities in addition to their work and home.

buildings where they work and live. Based

the city of Kanazawa, such as sports clubs,

Additionally, when the groups’ activities

on this project survey, Atelier Bow-Wow par-

other circles and NPOs, and interviewed

were considered enhanced by improving

ticipated in “Kanazawa Art Platform 2008”

them inquiring about members, activities,

their place of activity in the people survey,

(pp. 50–53) the following year, restoring a

activity history, activity location and funds.

the staff proposed that unoccupied machiya

machiya about 120 years old in Yokoyama-

The staff, who conducted interviews, edited

buildings investigated in the town survey be

cho in Kanazawa as a guesthouse. What is

videos down to about 3 minutes each to

used as their better activity location. Atelier

more, expanding their experience in Kanaza-

screen them in the Long-Term Project. At

Bow-Wow commented on those staff’s pro-

wa, Atelier Bow-Wow presented three serial

the same time, the contents of the interview

posals, and the six chosen proposals were

work of housing with the name “machiya” in

were presented in the Project Room in

exhibited in the Long-Term Project in the

Tokyo from 2008 to 2010.

order to share information with the public.

form of models and illustrations.
( WASHIDA Meruro, translated by NISHIZAWA Miki)
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