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１．はじめに
小野弘人氏は、1994 年 4 月、青木淳建築計画事務所（以下、青木事務所と略します）に入社
し、1998 年 3 月に退社しました。彼は、青木事務所のスタッフのなかでも、特に優秀な働きを
して くれた 人の 一人で したし 、独立 後も、 彼は 独自の 世界を 開花さ せてき まし た。私 は、そ うい
う彼 を在籍 時に も評価 してい ました し、独 立後 も、彼 の活躍 が喜び でした 。ま た、彼 とは、 会っ
て会話をかわせば、忌憚なく、意見をぶつけあえる友人でした。
その 小野 氏が「 アル マジロ 人間」 に関 して、 「家 の？」 は彼 の著作 権を侵 害し ている ので 、そ
の出 版を差 し止 めよと いう内 容など の仮処 分申 立を起 こしま した。 しかし 、東 京地方 裁判所 が申
立却下決定をしたのに続いて、知的財産高等裁判所もまた抗告却下の決定を下しました。つまり、
両裁判所が、法律的に、「アルマジロ人間」が青木事務所の著作物であることを認めました。
私は 、こ の件に つい て、公 表を避 けて きまし た。 それは 、第 １に、 この件 は、 個人と 個人 との
間で 解決で きる し、ま たそう すべき 問題だ と思 うから でした 。第２ に、い った ん法的 手段が とら
れた 以上は 、裁 判の場 で議論 すべき ことが いた ずらに 広がり をもっ てしま うこ とを恐 れたか らで
した。
しか し、 そうし た私 の思惑 に反し て、 巷間に は、 「法的 には ともか く、芸 術家 の倫理 とし てこ
んな ことが 許さ れるの か」と いう主 旨の批 評が 散見さ れるよ うにな りまし た。 しかし それら の批
評は 、そも そも 「アル マジロ 人間」 が、そ れを 含めて 青木事 務所の 作品と して 発表さ れるこ とに
なっ ていた 図面 に描き 込まれ たもの である こと 、そう いうも のとし て私が チェ ックし て採用 され
たものであること、それ以降も「アルマジロ人間」はずっと青木事務所の作品「U」を構成する本
質的 要素で あっ たこと などに 、必ず しも基 づい ていま せん。 そのた め、こ れま で公表 を控え てき
た私 として は全 く不本 意なこ とです が、こ こで 、「ア ルマジ ロ人間 」に関 する 私の捉 え方を 、最
低限必要であると思われることに限って、公表することにします。
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２．「O」
青木事務所は、住宅「O」を、1994 年 4 月に設計をはじめ、1996 年 12 月に完成させました。
担当は小野氏でした。1996 年 12 月、雑誌発表のための図面制作もまた小野氏が担当しました。
小野氏が「アルマジロ人間」をはじめて描いたのは、「O」の世界を読者に伝えるための、その図
面の なかで した 。その 図面は 、建築 の形態 なり 空間を ただ伝 える以 上に、 そこ に流れ ている 空気
をよ く伝え るも のでし た。ユ ニーク な表現 の樹 木が描 き込ま れ、私 には犬 に見 える人 物が描 かれ
てい ました 。彼 に、こ れは犬 なの？ と聞く と、 「犬で はなく 、アル マジロ 人間 です」 という 答え
が返ってきました。私は、面白いネーミングだな、と思いました。

「O」・1 階平面図

「O」・断面図

「O」のテーマは、私がその発表に際して書いたエッセイ（「境界面・絶対フィクション」）にあ
るよ うに、 「表 の世界 」と「 裏の世 界」が たえ ず入れ 替わり つづけ ること で生 れる、 現実と フィ
クションとの境界が曖昧になった「絶対フィクション」の世界でした。そのテーマは、「O」に先
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立って設計された「遊水館」にはじまるものでした。
小野氏が試みに描いたこの図面を、私が採用したのは、こうした「O」のテーマが巧みに表現され
てい ると感 じた からで した。 なかで も彼が 「ア ルマジ ロ人間 」と呼 ぶ、現 実と フィク ション との
境界が曖昧な人物像が描き込まれた表現は、「O」の空気をうまく表わしていると思われました。
「O」はその図面を伴って、「新建築」誌と「建築文化」誌で、青木事務所名義で発表されまし
た。しかしその図面は、その後は使われませんでした。それはひとつには、「O」は実現された住
宅で あり、 その 空気を 伝える ものと して、 写真 の方が より的 確であ り、そ れを 図面で 反復し て表
現することは冗長だと思われからであり、またその表現は、続く「U」に、よりフィットしたから
でした。

３.

「U」（「住宅プロジェクト 1997」展、「GA JAPAN25」）

年が明けて、1997 年 1 月、住宅「U」の設計がはじまりました。「U」は、1997 年 3 月 15
日から 4 月 13 日を会期とする GA ギャラリーでの「住宅プロジェクト 1997」展で出品、また「GA
JAPAN25」 に掲載す ることを 目的とし て制作さ れました 。「U」 は、「O」の設計 過程で着 想を
得ら れ廃案 にな った、 道から 延長す る公の 世界 と、庭 から延 長する 私の世 界を 交替さ せると いう
アイ デアを 展開 しよう とした 架空の プロジ ェク トでし た。表 と裏の 交替と いう テーマ から、 実現
に向けて展開されたのが「O」であるのに対し、そのテーマが純粋に架空の世界に向けて変奏・展
開されたのが「U」でした。「O」と「U」は双子の関係にありました。
「U」を担当したのは、小野氏と採用されたばかりの高橋堅氏でした。高橋氏が提案した「ウロ
ボロ スの蛇 （自 分の尻 尾を飲 み込も うとす る蛇 ）」的 空間と いうア イデア など 、私た ちの間 での
交わされた豊かな議論をもとに、私は、1 月 7 日、「U」の基本的骨格を思いつき、それをノート
に描 き、こ れを 基本案 とする ことに しまし た。 それは 、メビ ウスの 輪のよ うに 、表と 裏がい つの
間に か反転 する 構成を もつも のでし た。公 （道 路の延 長）の 領域に いると 思っ ている 人が、 その
先に 進むと 、い つの間 にか私 （庭の 延長） の領 域に入 ってし まい、 さらに 進む と、公 （道路 の延
長）の領域に戻ってしまうという構成でした。
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基本 的骨 格に基 づき 設計が 進むな かで 、トイ レの ことが 問題 になり ました 。担 当者た ちな りに
とり あえず 納め た案に 、トイ レがな かった から です。 私たち は、ど うした らト イレを 挿入す るこ
とが できる か、 あるい は浴室 に単純 に便器 を置 くべき か、図 面に現 れない とこ ろに実 はトイ レが
ある という こと にする べきか 、など を議論 しま した。 そして 、私は 、その どの 方法で あって も、
デザ インと して の完成 度が崩 れてし まうと 考え 、むし ろ、ト イレが ないこ とこ そが、 この住 宅が
実際 に建て られ ること を目標 としな い架空 プロ ジェク トであ ること をかえ って よく表 現して いる
ので はない かと 思い直 し、ト イレが ないこ とを 選択し たので した。 （もっ とも 、小野 氏の陳 述書
を読 む限り 、彼 はその ときの ことを 失念し てい るのか 、なん らかの 思い込 みに 囚われ ている よう
です。）
「U」の完成間際には、大きく 2 つのことが議論されました。ひとつは、庭に U の形をしたテ
ラス を追加 する という 高橋氏 の提案 と、そ の図 面や模 型に「 アルマ ジロ人 間」 を入れ るとい う小
野氏の提案で した。私は、その両方 を採用しました。U の形 をしたテラスは、この 住宅のメビウ
ス的 構成を 強め るもの と思わ れたか らでし たし 、その 図面や 模型に 現実と フィ クショ ンの境 界線
上を生きる架空の「アルマジロ人間」を入れるという表現は、実現された住宅「O」以上に、架空
の住宅「U」にこそふさわしいと思われたからでした。どちらの提案も、「U」の本質をよく捉え
たものでした。「U」はこうして完成し、青木事務所の作品として発表されました。

「U」・断面図 1
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「U」・断面図 2

4.

「U」（1999 年から 2004 年まで）
いったん確立された、架空の人物「アルマジロ人間」がそこに住む架空の住宅「U」という表現

は、その後も踏襲されました。
1999 年 11 月号「建築文化」、「青木淳

1991-1999」での「U」は、そのなかを歩き回った

り、 お風呂 に入 ってい る「ア ルマジ ロ人間 」の 様がよ く感じ られる ように して 、とり あげた もの
でし た。写 真は 、模型 のなか の「ア ルマジ ロ人 間」が しっか りとフ レーム に納 められ たもの に撮
り直されました。図面は頁いっぱいに、大きく扱われました。

「U」・模型写真 1
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「U」・模型写真 2

2002 年 10 月 29 日から同年 12 月 23 日まで東京国立近代美術館での「連続と侵犯」展では、
私は作 品「Ubis」 を発表しま した。展 示室という 表の空間と その展示 室をつくる 仮設壁の 内の裏
の空間を設け、その表と裏がメビウスの輪のように反転関係に置くことを試みた作品でした。
「Ubis」は、タイトルの「 bis」（「くりかえし」）に示されているよう に、「U」のテーマの美
術作 品とい う形 式での 変奏・ 展開で した。 その ため、 「アル マジロ 人間」 を登 場させ るとい う構
想もあり、そのスケッチはカタログに掲載されました。（もっとも、このプロジェクトは「U」そ
のも のはな く、 その基 にある テーマ の展開 であ ったた めに、 最終的 な展示 から は「ア ルマジ ロ人
間」は外されました。）

2004 年には、私の事務所の最初の作品集、「青木淳 COMPLETE WORKS１1991-2004」が
刊行されました。そこでの「U」は、他の作品との整合性から、図面は「アルマジロ人間」を省い
た抽象的な表現に描き改められました。しかし、写真は、先の特集号と同じく、模型のなかの「ア
ルマジロ人間」をしっかりとフレームに納めたものが使われました。

５．「家の？」
「家 の？ 」は、 住宅 につい て、建 築家 として こど もにも わか る表現 で書き 表す ことが 求め られ
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た本でした。私は、その企画を受け、「U」を題材に、それを絵本として変奏・展開しました。
「U」を題材に選んだのは、これまでに青木事務所が設計した住宅のなかで、もっとも私の住宅
に対する理想がピュアに出ているのが「U」だからでした。また、実際に建てられることのない架
空の 作品を 、も し「建 てる」 という かたち 以外 の方法 で完成 させる とすれ ば、 それは 架空の 世界
を扱える絵本という形式がもっともふさわしいと思われたからでした。
「家の？」でも、「U」は、それまでの発表、変奏、展開と同様に、架空の人物「アルマジロ人
間」がそこに住む架空の住宅「U」、という表現で、翻案、脚色され、2006 年 3 月終わりに出版
されました。

「家の？」・図面

「家の？」・模型写真
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これまで述べてきたように、「U」は、つねにそこに架空の住人「アルマジロ人間」が住んでい
ると いう表 現で 、発表 、変奏 、展開 、翻案 、脚 色され てきま した。 その間 、「 アルマ ジロ人 間」
は、最初の「O」での発表を除けば、「U」の世界から一歩も出ることはありませんでした。
「U」のそうした表現は、青木事務所の作品として発表されてきました。また、それを題材に、
変奏、展開、翻案、脚色したのが青木事務所（つまり、所員を含めた集団としての活動であれば、
とい うこと です が）で あれば その名 義で、 それ を行な ったの が私個 人であ れば 私の名 義で発 表さ
れてきました。
小野 氏は 、「家 の？ 」が出 版され るま で、そ れに ついて 一度 もクレ ームを つけ たこと があ りま
せんでした。

６.

建築設計界の慣習

「Ubis」のスケッチでは、また「家の？」では、その題材になっている「U」が青木事務所の作
品で あると いう 表記を 欠いて 、発表 されま した 。それ は、青 木事務 所は、 最終 的には 、私個 人が
その 責任を とる ことと 引き換 えに、 私個人 に帰 属する ものと して評 価・批 判さ れる作 品をつ くる
こと を目的 に、 運営さ れてき たアト リエ事 務所 だから です。 アトリ エ事務 所と 組織事 務所の 区分
は多 くの点 で相 対的な もので しょう し、そ の定 義は人 それぞ れで異 なるで しょ うが、 私が考 える
アト リエ事 務所 とは、 特定の 人（そ れが個 人で あれ、 複数の 個人で あれ） が責 任をと る事務 所の
こと であり 、組 織事務 所とは それを 組織と して とる事 務所の こと、 という 区分 です。 いずれ にせ
よ、 そうい う意 味での アトリ エ事務 所の作 品が 、組織 名では なく、 特定の 個人 名で語 られ、 評価
され批判されるのは、往々にしてあることですし、またそれが建築設計界の慣習です。
たとえば、私は、フランスでの展覧会＜Archilab2006＞に作品を出品しましたが、青木事務所
名義 でとの 私の 依頼に 対して 、主宰 者から は、 慣習ど おり個 人名義 で、と の返 答が届 きまし た。
こういうことは、日本特有の慣習ではなく、世界的な規模での建築設計界の慣習であるようです。
たし かに 、世の 中に は、た とえば 、「 両親の 家」 につい て、 模型も 図面も 、現 場監理 も、 そこ

8

に一 体化さ れた どのア イデア を出し たのも 、全 てコル ビュジ エ一人 が行な った ことと 捉えて いる
人が 少なか らず いると は思い ます。 しかし 、常 識的に 考えて 、優秀 なスタ ッフ がいて 、彼ら ある
いは彼女らもまた、「両親の家」の図面を描き、模型をつくり、採用されたかどうかは別として、
自分 なりの 構想 を持っ たはず です。 にもか かわ らず、 「両親 の家」 は、ご く普 通のこ ととし て、
それを主導したコルビュジエ個人の作品として語られ、評価されます。
コルビュジエはその「両親の家」を題材に、「小さな家」（「小さな家」森田一敏訳、集文社、
1980 年）という美しい本を著わしました。完成した「両親の家」の写真も掲載されています。著
者は 、コル ビュ ジエ、 です。 しかし その本 には 、その 元にあ る「両 親の家 」が 、「ル ・コル ビュ
ジエとピエール・ジャンヌレによる設計に基 づいて、1923〜24 年に建造された」とはあるもの
の、 スタッ フの 協力を もった アトリ エの作 品と してつ くった もので あるこ とに ついて は、何 の記
載もありません。

7．内容証明書
「家の？」についてのクレームは、小野氏本人からの電話でも手紙でもなく、5 月初旬、突然、
小野 氏代理 人の 弁護士 より届 いた内 容証明 書か らはじ まりま した。 その内 容は 、「ア ルマジ ロ人
間」 は小野 氏の 著作物 であり 、にも かかわ らず 「家の ？」が 出版さ れたこ とは 、明ら かな著 作権
侵害 である ので 、即刻 「家の ？」を 回収し 破棄 せよ、 という 有無を 言わさ ぬも のでし た。法 律上
での クレー ムに 対して は、法 律上で の返答 しか できま せん。 最初か ら、個 人と 個人と が腹を 割っ
て話 し合い 解決 する道 は閉ざ されて いまし た。 私は顧 問弁護 士に相 談しま した 。そし て、事 務所
の仕 事とし て期 待され ていた ことを 行なっ てで きたも のは事 務所の 作品だ 、と いう私 の素朴 な捉
え方 は、法 律的 に言え ば、「 法人著 作権」 を持 つ、と いうよ うに翻 訳され ると 教わり ました 。そ
して 顧問弁 護士 は、業 務上作 成した もので ある これが 「法人 著作物 」であ ると いうこ と、そ れゆ
えそれをあたかも「盗作」であるかのように喧伝してはならない、という主旨の返答をしました。
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8.

仮処分申請
顧問弁護士が送った回答に対して、5 月 16 日、小野氏側弁護士から、再度、「アルマジロ人間」

はあ くまで 小野 氏個人 の著作 物であ る、と いう 内容証 明書が 届きま した。 事情 を知っ ての上 で、
それ でもそ れは 法人著 作物で はない 、とい う主 張でし た。青 木事務 所の顧 問弁 護士は 、著作 権法
に詳 しく通 じて はいま せん。 そこで 、私は 顧問 弁護士 に代わ って、 著作権 法に 明るい 弁護士 に相
談す ること にし ました 。私は 「アル マジロ 人間 」が私 の事務 所の法 人著作 物で あるか 、小野 氏個
人の 個人著 作物 である かとい う法的 議論に いた ずらに 時間と 労力を 割くこ とを 望んで いませ んで
した 。そこ で、 弁護士 には和 解の方 向での 回答 をお願 いしま した。 私は、 初版 を最後 にして 増刷
をし ないと いう ことで も構わ ない、 という 姿勢 を表明 しまし た。そ れは、 法律 上での 争いで はな
く、 彼と私 との 個人的 な解決 が望ま しいし 、和 解案の 提示は 、そう した対 話の きっか けにな ると
考えたからです。
しか し、 次に小 野氏 側弁護 士から 送ら れてき たの は、「 これ まで、 回答が 筋道 の通っ たも のな
らば 、訴訟 前の 友好的 な解決 も可能 でした が、 貴殿の 一連の 対応に よりそ の可 能性も 閉ざさ れま
した 。よっ て、 やむを 得ませ んが、 法的な 手段 に進む ことを ここに 通告し ます 」とい う通知 でし
た。
2006 年、6 月 8 日、ある新聞メディアから、この問題について事務所に弁明を求める電話がか
かり ました 。記 者の言 葉から 、その 日、小 野氏 側が「 家の？ 」の仮 処分申 請を 行ない 、記者 会見
を行なったことを知りました。6 月 9 日には、いくつかの新聞で、「自作キャラ『アルマジロ人
間』無断使用、芸術選奨受賞した建築家の絵本、販売中止求める」と報道されました。
裁判所からは、まだ何の資料も送られてきていなかった 6 月 13 日、私は小野氏が開設した HP
「ほ んとう のア ルマジ ロ人間 」の存 在を知 りま した。 小野氏 はそこ でこの 裁判 のため に陳述 した
書面 を公開 して いまし た。そ してそ れによ って 、私は はじめ て、小 野氏に とっ ては、 他人に よっ
て「アルマジロ人間」がいじられることは、彼本人が蹂躙されたときに感じる感情と同じだった、
ということを知りました。幼少の頃から愛着のある動物がいることは珍しいことではありません。
そし て、猫 好き の人が 長じて 建築家 になっ たと すれば 、図面 のなか に猫を 登場 させる ことも ある
かも しれま せん 。しか し、彼 にとっ てのア ルマ ジロは そうい う一般 的な次 元の 愛着を 越えて 、彼
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そのものだった、というのでした。それは、私の想像を大きく越えた感情でした。
小野 氏が 裁判所 に差 し止め の請求 をし たのは 、「 家の？ 」だ けでは ありま せん でした 。彼 は、
「アルマジロ人間」が一構成要素となっているそもそもの「O」や「U」の図面や模型の使用（複
製、翻案又は複製許諾）まで、差し止め請求しました。
6 月 22 日、第１回審尋が開かれました。裁判官が冒頭に質問したのは、「和解はできないので
しょ うか？ 」と いうこ とでし た。私 の側は 、「 小野さ んにと って、 そんな にこ だわり のある キャ
ラク ターな ので あれば 、今後 一切、 展開し ない と約束 するし 、彼が このキ ャラ クター を使う こと
に何 ら異議 は述 べませ ん」い う和解 案を提 示し ました 。しか し、小 野氏側 は、 「あく までア ルマ
ジロ人間は小野氏の著作物で、青木がその権利を侵害したことを認めない限り、和解はできない」
と拒 否しま した 。私は 裁判の 場でで きるか ぎり の誠意 ある態 度を示 したつ もり でした が、小 野氏
側は一顧だにしませんでした。

9.

青木事務所
青木 事務 所が、 最終 的には 、私個 人が その責 任を とるこ とと 引き換 えに、 私個 人に帰 属す るも

のとして評価・批判される作品をつくることを目的に、運営されてきたことは、先に述べました。
ここでは、その運営の内容を、より詳しく述べたいと思います。
私は 、建 築を、 個人 の「内 部」の 単純 な吐露 だと は捉え てき ません でした 。建 築は、 それ がつ
くら れる場 所の 条件や クライ アント の要望 に応 えるも のです 。すで にその 時点 で、建 築は建 築家
の「内部」の単純な吐露ではありません。「外部」を相手にしています。
クラ イア ントの 要望 の本当 のとこ ろは 、その クラ イアン トに しかわ かりま せん 。建築 家が でき
るこ とは、 その 「外部 」を自 分なり に解釈 する ことに よって 受け入 れるこ とだ けです 。また 建築
家は 、たい てい の設計 で、構 造家と 協働し ます 。構造 家が提 案する 構造形 式に は、そ の構造 家な
りの 個人的 な思 い入れ がある ことで しょう 。し かし、 その思 い入れ の内実 もま た、本 当には わか
りま せん。 設備 設計事 務所が 提案す る設備 シス テム、 施工会 社が提 案する 工法 や詳細 、メー カー
が開 発した 素材 にも同 じこと が言え ます。 スタ ッフの 提案も また、 その提 案の 個人的 理由が 伺い
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知れ ないと いう 点で、 建築家 の「外 部」に あり ます。 人それ ぞれが 、それ ぞれ の生を 生きて いま
す。 「外部 」は ないと 錯覚す ること からは 、建 築は生 まれま せん。 建築と は、 それと は逆に 、そ
うし た多く の「 外部」 をその 建築家 なりに 解釈 するこ とによ って受 け入れ （あ るいは 拒み） 、そ
の解 釈に基 づい て、そ れらを 矛盾な く内包 でき るひと つの物 理的な ものに 統合 すると いう行 為で
あり、その行為に対して建築家の名前が署名される、と私は考えます。
たしかに、私は、私だけでなくスタッフにも、つねに、どうすればいいのかを自分なりに考え、
それ を具体 的な かたち にして 提案す ること を求 めてき ました 。提案 をぶつ けあ い、そ の是非 につ
いて 議論し なが ら、案 を練っ てきま した。 しか し、そ れは「 共同設 計」と はま るで異 なるも ので
した。スタッ フと私とは対等ではあ りません。スタッフなり の真摯な思考から、た とえば、U の
かた ちをし たテ ラスを 追加す ること 、犬の よう に見え る人を 描くこ と、ト イレ をつく らない こと
など 、私に はそ の個人 的な内 実を知 りえな いア イデア が提案 され、 議論が つく されま す。そ の議
論の 場は、 臆す ことな く、思 うとこ ろを交 換す る場で す。し かし、 その採 択は スタッ フの判 断で
も、多数決でもなく、解釈と統合の目処を前提とした私個人の判断によるものです。
議論 を招 きうる 提案 をつね に提出 しな ければ なら ないス タッ フは、 いつも 精い っぱい です 。私
もま た、ス タッ フの提 案を越 える案 をつく るこ と、あ るいは 、スタ ッフの 提案 をひと つの作 品と
して 統合す るこ とで、 精いっ ぱいで す。も し、 青木事 務所の 作品に クリエ ティ ビティ が生れ ると
すれ ば、そ れは スタッ フと私 との間 に、こ うし た緊張 を強い る関係 がある から だと思 います 。も
し、 青木事 務所 を経て 独立し たスタ ッフた ちが 、すぐ にも自 分の道 を歩い てい くこと ができ ると
すれば、それもこの関係のなかでの成長があったからだと思います。

10.

終わりに

小野氏は、青木事務所がそのような場所であることを知っていました。その上で、彼は「O」や
「U」の表現として「アルマジロ人間」を描き込むことを提案しました。にもかかわらず、それか
らほぼ 10 年が経ち、実はそうではなかったと糾弾することは、まるで小野氏らしくないことのよ
うに、私には思われます。
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私は 、こ うした クリ エィテ ィブな 働き をして くれ るスタ ッフ たちに 感謝の 意を 表わす ため に、
作品の発表時に、できるかぎり、それに関わった担当スタッフの名前を挙げてきました。それが、
「家 の？」 では 落ちて しまっ たのは 、私の 不注 意によ るもの です。 そして 、そ こに担 当スタ ッフ
の名前を挙げるであれば、建築設計界の慣習がどういうものであれ、彼らが担当した「U」が青木
事務 所の作 品で あると いう正 確な記 載も必 要だ ったと 思いま す。私 は、こ の点 に、自 分の至 らな
さを感じます。
今の 私は 、小野 氏が 「アル マジロ 人間 」に託 す強 い感情 を知 るに至 りまし た。 だから 、裁 判の
過程でも述べたように、もはや私には、「アルマジロ人間」を含んだ「O」や「U」の更なる展開
を行 なうつ もり はあり ません 。小野 氏が「 アル マジロ 人間」 を使う ことに も、 何の異 議もあ りま
せん。
私が 願っ ている のは 、小野 氏も私 も、 それぞ れの 本業に 専念 するこ とがで きる ように なる こと
です 。私た ちの 仕事は 、前に 進むも のです 。昨 日より 今日の 方がい いと思 える ものに 案を鍛 練さ
せて いくこ とに 集中す るもの です。 そうや って 、私は もっと いい建 築をつ くっ ていき たいし 、小
野氏の新しい建築をはやく見てみたいと思うのです。
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