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TIME SPACE EXISTENCE 
ヴェネツィア・ビエンナーレ 2021

PALAZZO MORA - ECC イタリア

遠野未来
再⽣ 森-�⾃然�JINEN

地球のグリーンリカバリーのための脱炭素社会実現に向け 

未来のための様々な課題解決の糸口として
循環する土の建築を世界に提案します 

                                                                      2021.04.21



www.yourcompany.com 2

建築エキシビジョン 

 開催場所

ECC European Cultural Centreは、オランダに本部を置く
非営利団体です。国際的なネットワークを駆使した文化的
プラットフォームとして国際文化交流を後押しし、美術館
や文化財団と言った数多くの文化・教育に関わる政府また
は非政府組織との繋がりも広げ続けています。 

遠野未来
“再生する森 - 自然 JINEN”開催場所

ヴェネツィアビエンナーレ2021

ECCヴェネツィア展示会場

開催場所: 　ヴェネツィア、イタリア 

Palazzo Bembo, Palazzo Mora, Giardini della Marinaressa 
ウェブサイト: !""#$%&&'(()*"+,-.'/&'0!*1*"*23$&/#(24*35

　ECCイタリアは、ヴェネツィアに支部を構える欧州で最
も大きな文化センターとして、アート・建築・デザイン分
野にて、幅広いテーマでダイナミックなエキシビジョン・
スペースを作り出しています。 

　ECCイタリア主催のエキシビジョンは、ヴェネツィア・
ビエンナーレ期間中に同時開催され、“もう一つのビエン
ナーレ”としてヴェネツィア市内に設置されたECC所有の展
示会場にて行われます。 “Personal Structures”と題したエ
キシビジョンをアートの年に開催し、 “Time Space 
Existence”と題した建築をテーマとしたエキシビジョンと
毎年交互に展開しており、2019年度の来訪者は約60万人に
ものぼりました。
　E C Cイタリアによるエキシビジョンは、P a l a z z o 
Mora(モーラ宮殿), Palazzo Bembo(ベンボ宮殿), Palazzo 
Michiel(ミキエル宮殿)の三箇所と、Giardini Marinaressa(マ
リナレッサ庭園)内の二箇所にて催されます。 

開催期間: 2021/05/22 - 2021/11/21

Palazzo Moraは、サン・フェリーチェ教会とリオ・ノアーレの間に位置しま
す。16世紀に建設され1716年にモーラ家に買収されたこの館の2階部分に
は、バロック最後期の画家ティエポロによるフレスコ画が今も残っていま
す。展示スペースは2階、中2階、3階及び入り口の庭部分となります。人通り
の多いヌオヴァ通りに面したこの宮殿は、毎年多くの来訪者で賑わいます。 

"TIME SPACE EXISTENCE"

PALAZZO MORA テラススペース

https://ecc-italy.eu/exhibitions/upcoming
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 作品コンセプト

再生する森 - 自然 JINEN 
「自然 JINEN」とは「おのずから成る」を意味する東洋的思想。 

ヴェネツィアという作為的に構築された場所に遠野未来がJINENの森を生成させる。 

“「自然(Jinen)」は「自ずからなる」 である。
自然の成り行きにまかせる、 

   あるいはその動向を察知して
これに従うのは日本での固有な人生観で、

これを「日本的なもの」 と名指すことができる。” 

 建築における「日本的なもの」    

      磯崎新 著

再生する森 - 自然 JINEN 
今回ヴェネツィアで発表する遠野未来の新作に込められた「自然(Jinen)」の生き方は、本来日本のみに限
らず、自然の恩恵を身近に感じながら自然と密接に繋がって生きていた時代には、世界中に見られた普遍
的なもので、この作品ではその土地にある土や環境を学び、共に創り、自然の変化を体験し、最後に解体
し、素材となった土を肥沃なものにして土地に還し新たな生命へつなげるという、一連の循環を建築とし
て表現します。 

土に還る「生命体」としての建築
かつて日本においては土に還るというのは終わりでなく、新しい命のサイクルの始まりでした。特に建築に
おいては、湿気も多く朽ちやすい我が国の風土に即して、自然に還る土や木などの自然素材を使用し、定期
的に人が手を入れ作り替えることで変化に柔軟な住まいを可能にし、かつ常に新しさを保つための様々な技
術や知恵が継承されて来ました。これは「常若 (とこわか) 」と呼ばれ、伊勢神宮 などの1000年以上続く遷
宮の習慣にも明らかです。 

遠野未来は約20年、地域の土・木・人で大地を建築するをモットーに、まさに「常若 (とこわか) 」 の精神
で土から生まれ土に還る「生命体」としての建築をつくることに取り組んできました。太陽・ 風・水・土・
空気による光と熱のエネルギーを出し入れする、呼吸する有機的な細胞をもつ彼の建築は、人の精神に安ら
ぎと動的なエネルギーを与える生命力を持ち合わせています。それは完成までのプロセスと運動を表し、風
景とともに古び朽ちていきます。その土地に依存し風景と共振し適応する 「生命体」としての建築は、成
長し変化し少しづつ更新され、場と人に力を与え、自然の再生と循環の中に生きることができるのです。 
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作品コンセプト

その土地の「土と木」を使い、目に見えない自然の有り様を形にする

自然の恵みを活用するということは、その土地や風土を知るとともに、自然
と親しみ大事にする心と、自然に対する細やかな観察眼や繊細な感性から得
た人間の経験と知恵に即した「手入れ」が重要 で、この手入れによって自然
を壊すか生かすかが決まります。本作品のコンセプトでもある「自然 
(Jinen)」というのは、ただ放っておいても勝手に成るということではなく、
自然という素材と手 入れという人の仕事が、互いに活かしあえる共生関係を
生む、ということを遠野未来の建築は体現しています。 

木も土も可能な限りその土地や地域の山の土を探して使い、森を維持し、そこ
でしかでき ない色味や風合いを出します。また、丸みを帯びた動きのある独特
な形状の壁は、人を包みこむ優し い空間を醸し出しますが、これは土壁と漆
喰という手入れ可能な伝統的左官技術を駆使しつつ、単な るデザインではなく
どうしたら人間にとって心地よい空間ができるかを考えた結果として自然と生
ま れました。 

「自然(Jinen)」というアプローチに加えて、通常の建築作品と大きく異なる点は、その土地固有 の目に見
えない自然のちからを現代の美しいデザインに表現するところにあります。その土地の素 材・人・伝統技
術を活かすだけでなく、形状・方角・地盤などの歴史的・文化的・社会的環境や条件も考慮し、哲学的・
感覚的な力も活かすことで人に大きなエネルギーを与える建築を作り出す手法 は、ローマ神話に登場する
土地の守護聖霊、ゲニウス・ロキに耳を傾け、その土地にあるべき姿を生成することと同じです。想像力
豊かで革新的な、自然と共生する土の建築が遠野未来作品の特徴で す。 

ヴェネツィアの街ができたプロセスを視覚化 
ヴェネツィアは、大陸からの川の流れに乗ってくる土砂と
アドリア海の波と風の力によって作られた湿地帯です。
干潟に建物を建てるため、大量の丸太の杭を打ち込みそ
れを建物の土台としています。地中に丸太が乱立するがご
とく大 量に打ち込まれたため、“ヴェネツィアを逆さま に
すると森ができる”と言われています。 現代のヴェネツィ
アは、他地域への人口流出、水害・塩害・地盤沈下、大
気や水の汚染、建造物の老朽化など多くの問題に直面し
ていますが、作品の素材となるヴェネチアの地元の土
を、建築するプロセスの中で日本古来の炭を使った土壌
改良技術やベルリンの研究所による最先端の 再生技術を
駆使し、より良い状態にして地域に還すというプロジェ
クトも実行していきます。遠野未来がこのヴェネチアの土
地のゲニウス・ロキ、歴史や成り立ちと環境的な課題に
向き合い、“再生する森- 自然 JINEN”をECCのPalazzo 
Moraのテラスに作り出します。 
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 WORK CONCEPT

作品の構造と建築の循環アート

JINOWA - Root & Circle to Earth -　

ヴェネツィアの街を支えるカラマツの丸太の杭を象徴的に使用
し、土と木の建築をつくることで、かつての森にあった生態系を
小さな形で復活させます。日本の伝統的左官技術を使用し、円形
に組み立てた7本の木杭の外側に柳や竹の細木を巻きつけそれに土
を塗り、銅板の屋根にも土をのせ、あとは建築との境界が曖昧に
なるよう「自然 (JINEN)」の生き方でおのずから成る状態へと導
きます。 時間と共に緑をたずさえた円形の土壁作品と共に、対に
な る苗木の丘が小さな森を再現します。 

地球全体で自然が破壊され、土に還ることのない廃棄物による環境負荷が課題となる今、展示期間中に本作
品を中心に土、食、循環経済などに関するテーマで開催されるワークショップやシンポジウムを通して、地
域に即した自然のめぐみを活用し循環させる日本人の常若 (とこわか) の思想を提案し、地球環境に負荷をか
けないだけではなく、再生と循環によりプラスを生み出す生き方へと地域を変革する人を育て、土という切
り口で脱炭素社会そしてSDGs達成に向け、バランス崩壊が生み 出した地球規模の課題を調和へと促す様々
な試みに取り組んでいきます。 

作品に使用された丸太は日本の左官職人とイタ リアのデザイナーにより新たなプロダクトとして再生され、土
は単に地面にばら撒くのではなく、作物の成長を促し汚染水を浄化する手段として注目されている生物資源を
加熱して得られるバイオ炭と日本の伝統的 な炭の技術を融合させ、作品の素材である土壌を改良し、その土
を使用して植物を育てるというサイクルを作り出すイノベーティブなプロジェクトを実験的に進める予定で
す。地球上の大気の炭素の約半分は土壌から放出されていると言われるなど「土を大切にする」地球温暖化対
策の必要性が問われ 始めるなか、脱炭素社会に向けた土建築の発展への貢献を目指します。単なる原点回帰
ではない、新しい形での人間と自然の共生、再生と循環の未来を美しく模索します。 

内部には人が1人座ることができるベンチがあり、天窓から降り注
ぐ光を感じながら街を展望できます。それは天と地、ヴェネツィア
の歴史と未来ををつなぐ「光の井戸」。 天から降り注ぐ雨が滑ら
かな屋根を伝い苗木の丘の植物を潤し、その恵みが土を通してや
がて大地に還り森を育めるように、この建築作品は展示期間を終
えると解体され全ての素材はヴェネツィアの地で新たな再生と循
環の命が 宿ります。 

自然の価値を知り自然の恵みを最大限に引き出して、各地域
が、そして世界中が、それぞれに応じた「自然 (JINEN)」の営み
をしていくならば、世界各国の経済格差も環境問題も教育のゆ
がみも、おのずから解消されていくのではないかと考えます。
JINOWA～Root & Circle to Earth ～とは、地球上のJinenな循環
体験をさまざまなプラットフォームで語り学び広めていくプロ
ジェクトを推進するコンソーシアムです。
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遠野未来
Earth to Earth

伝統的な素材「土」を使い、 人間に安堵と前向きなエネルギーを与える 

有機的な形を特徴とした作品を作る、現代建築家遠野未来は、 

国内外で多くの賞を受賞しています。 

●プロフィール 

1962年 仙台市に生まれる 

1988年 早稲田大学建築学科大学院修士課程修了 設計事務所勤務 

1995年 遠野未来建築事務所設立 
2008- 2018年 前橋工科大学非常勤講師。 土建築の共同研究 

●受賞歴 

2020 第15回 木の建築賞(モリノチカラ建築賞) ▶Shell House 

          Build Award 2020 ▶Shell House 
2019 A+Awards 2019 Private House Jury Winners ▶Shell House  
         第14回長野建築文化賞 住宅部門 最優秀賞(県知事賞)▶Shell House 

2018 第50回 中部建築賞 住宅部門 特別賞 ▶Shell House 

         ウッドデザイン賞2018 ▶Shell House 

2016 国際土建築賞 TERRA AWARD Honoroble Mentioned 優良賞 ▶神田SU 

2013 日本漆喰協会作品賞 ▶ 矢向つぼみ保育園
2011 日本漆喰協会作品賞 ▶ 森風エコキャビン 

         こども環境学会賞デザイン奨励賞 ▶矢向つぼみ保育園 

          新たな伝統構法の家 実作部門1位 ▶みらいのいえ  

2006 エコアート大賞特別賞 ▶ 神田SU  

2004 リフォーム・リニューアル&コンバージョン設計コンペ最優秀賞 ▶神田SU 

         インテリアプランニング賞入選 ▶ 神田SU  

2000 国際交流基金 欧州派遣助成 ▶ nest=0 

プロフィール

More info:  https://www.tonomirai.com/?lang=ja

Photos by takeshi noguchi

https://www.tonomirai.com/?lang=ja
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東邦レオ
Living Environment Organizer 
https://www.toho-leo.co.jp
NI-WA
Creative Green Platform
https://ni-wa.co.jp/concept/

本プロジェクトは、コンセプトに賛同しこれからの都市
のあり方をリードする企業スポンサー様より、原材料の
提供、文化・教育をテーマにしたワークショップの企
画・運 営、再生プロジェクトへの寄付など様々な形での
スポン サーシップを受け付けております。 

作品哲学を考慮し、グリーンビジネス、サーキュラーエ
コ ノミー、SDGsの一部を成す脱炭素社会のための環境
再生・循環プロジェクト等にご関心がおありであれば、
企業様の分野は問いません。スポンサーシップにご興味
をお持ちいただいた場合は、下記担当者までご連絡くだ
さい。よろしくお願いいたします。 

広報担当：田中悠香織

yukari@jinowa.org

【他スポンサー】

【協力】

▶︎連絡先 

田中悠香織
yukari@jinowa.org

▶︎遠野未来建築事務所
〒389-0115 

長野県北佐久郡軽井沢町大字追分961-27 

 https://www.tonomirai.com/?lang=ja

MatteoBrioni SRL I Bambuseto I Fornace Bernasconi 

【世界初となるオンライン配信の“JINEN上棟祭”開催 

山形県鶴岡市 出羽三山神社からの祈り】

スポンサーシップ

【企画監修/問い合わせ先】
JINOWA ~Root and Circle to Earth~ by 株式会社GEN Japan  https://www.gen.education
遠野未来建築事務所 イタリア窓口  https://www.tonomirai.com/?lang=ja
特設ウェブページ http://rootandcircle.com/JINEN

University Ca' Foscari of Venice Dept. of Environmental 
Sciences, Informatics and Statistics I  GREEN WISE 
ITALY SRL I GLIDER I KTH Royal Institute of Technology 
Department of Fibre and Polymer Technology Division of 
Biocomposites Wallenberg Wood Science Center  I 
Rossella Siani Architect I Stefan Pollak Architetto

• 2021年5月15日（土） 16:00~1700   

• 英語・イタリア語による逐次通訳あり

• 参加無料 

• 参加登録後リンク (https://jotosai_jinen.eventbrite.it)

 JINENを建てる際には、土地
の霊や自然に宿るちからを敬
う日本の文化に習い、地鎮
祭・上棟式をヴェネチアで行
います。

 ご神事は古くから山岳信仰の
場で、伊勢神宮と並び東の聖
地として信仰を集める山形県
の出羽三山神社の協力の元、
オンラインで世界同時配信さ
れます。

 JINENは地球全体の環境の再
生を願い、地球の平和への祈
りを込めて建つように、本ご
神事へ世界中からたくさんの
方のご参加を心からお待ちし
ています。

【メインスポンサー】

ROSSELLA

SIANI
ARCHITECT

建築・施工ディレクター
アントニオ・サルヴァトーレ

PROJECT TEAM

広報
田中悠香織

ヴェネチアビエンナーレ 遠野未来作品 
JINEN 上棟祭  出羽三山神社                                               

https://www.toho-leo.co.jp
https://ni-wa.co.jp/concept/
mailto:yukari@jinowa.org
mailto:yukari@jinowa.org
https://tonomirai.com
https://www.gen.education
https://www.tonomirai.com/?lang=ja
http://rootandcircle.com/JINEN

