
国際助成プログラムの助成を受けた関係者同士、そして財団プログラムオフィサーとの対

話を行う「Dialogue with the Asian Neighbors」第 2 回目のプログラムは、多様な分野から

の参加者を招いて、タイのバンコクで開催されました。   
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藤澤 忠盛 昭和女子大学生活科学部環境デザイン学科 准教授（2016: D16-N-0033） 

古山 裕基 逝き方から、生き方を創る東北タイの旅主宰者（2015: D15-N-0027） 

 

 
 

 

共感へのプロセスとは？ 

 

プロジェクトに多様な人を巻きこむとどんな良

い影響があるでしょうか？ 

また、プロジェクトの過程で普及・発信が含ま

れていますが、いろいろな層の人々の関心を

引くために苦労したことはありますか？何か有

効な手法があれば教えてください。 

 

 

「まず優れた教科書をつくること、そ

して次に様々なセクター、世代の人と

一緒にワークショップを行うことが重

要。直接コミュニケーションをするこ

とが有効です。」 

 

http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D17-N-0049
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D16-N-0162
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D16-N-0033
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D15-N-0027


村松  

私たちの場合、インターネットやワークシ

ョップを通して普及活動をやっています。

日本では毎年、学生たちを小学校に連れて

行って、子ども向けプログラムをたくさん

実施しています。今回ハノイでは、大学生を

交えて活動しました。ジャカルタやヤンゴ

ンでも同様です。ワークショップのテーマ

は近代建築ですが、現地パートナーが全然

違うタイプの学生を巻きこむこともありま

す。ワークショップでは、近代建築の重要性

について議論をしますが、そうすると“近代”

の意味も文化によってばらばらだというこ

とがわかるんですよ。 

 

古山 

私のプロジェクトは終了してから約２年た

ちますが、今振り返ってみるとチームメン

バー間の共感が不充分だったのではないか

と感じています。実は助成が終わった後で

初めて、なぜ自分がこのプロジェクトを始

めたかという、個人的な思いを口に出して

伝えられるようになったんです…きっかけ

は実の母の看取りでした。母が老いていく

ことへの私自身のネガティブな感情の動き

を言葉にして周囲に伝えることは恥ずかし

いと思いましたし、抵抗感がありました。で

もそこを乗り越えて率直に告白して初めて、

相手からも共感を持って受け止めてもらえ

たように思います。 

プロジェクト期間中は、各々の経験や発見

を立場を超えて共有するという点ではよい

試みができたと思っていますが、それは裏

を返せば、最後まで「立場」を離れた関係に

はなれなかったということだったのかもし

れません。医師は医師として、僧侶は僧侶と

して、プロジェクトに参画していました。 

 

村松 

うかがっていて、「哲学カフェ」を思い出し

ました。そこは先生というのはおらず、だれ

でも平等に発言する場なんです。いわば合

意形成の場だと思います。正しい答えがあ

るのではなく、その場にいる人同士で誰か

が質問し、誰かが答える。誰も相手の意見を

否定する権利はないわけです。 

 

コッチ 

多様な人たちを巻きこむのは大きなアドバ

ンテージだと思っています。私は自分が教

えている学生からも学ぶことがあります。

例えば気候変動についてデザインを専攻す

る学生に教えるというのは、まだ確立され

ていない新しい知識で教科書もありません。

近代建築も決して誰もが知る分野ではあり

ませんから、学生のファシリテーションも

同時に行っているということになりますね。 

 

村松 

コッチさんはジャカルタとペナンのパート

ナーはどうやって見つけたんですか？テー

マ（地球規模の気候変動対策）がすごく大き

いと思いますが、最終的なプロジェクトの

ゴールについてはどうお考えですか？ 

 

コッチ 

実はこの助成プログラムに応募したことが

海外とネットワークを作る大きなきっかけ

でした。バンコクだけでなく東南アジアレ

ベルまで専門性を広げたいと感じています。 

この助成のおかげでプロジェクトに生徒た

ちや地域の住民の方を巻きこむことができ



ます。 

 

古山 

プロジェクトの終盤で、ファシリテーショ

ンの専門家の女性にコンタクトを取り、ワ

ールドカフェ形式のワークショップの進行

を依頼しました。彼女自身にとっては、「安

らかな死に方」というトピックを扱うのは

初めての経験だったそうですが、これをき

っかけにプロジェクト期間終了後もご自身

の地元の尼崎で死を考えるワークショップ

を開き続けてくれているんです。彼女のワ

ークショップでは、みなさん自由に、平等

に、死について語っていらっしゃいます。こ

れはプロジェクトの初期には全く想定して

いなかった副産物で、私にとっては達成感

を感じられるうれしい成果です。 

自分自身のプロジェクトを実施する前は、

死には「よい死」と「悪い死」があると思っ

ていましたが、今は死に方へのこだわりは

ありません。いずれにしても私たちは死を

迎えるわけですし、いつ・どこで・どうやっ

て死ぬかを選ぶことはできませんから、生

きている間に死について考え、語り合うこ

とが最も大切なことなんだと今は感じてい

ます。 

 

プロジェクトがうまくいくとは？ :継続

性、インパクト、評価の視点から 

古山さんの場合、プロジェクト終了後に想定外

のことが起こっていて、それも助成金がトリガ

ーとなった成果の一つといえるのではないか

と思います。我々はどういう視点でプログラム

の長期的なインパクトを図ることができるでし

ょうか？つまりうまくいったプロジェクトとはどう

いうものだと思いますか？ 

 

藤澤 

私のプロジェクトでは今年の９月にカンボ

ジアのプノンペンで展覧会を予定していま

す。これはトリエンナーレとして開催を続

けていきたいと考えています。会場はオリ

ンピックのように立候補形式で持ち回りに

していきたいのですが、まず次回の会場と

しては東ティモールが有力です。今年のカ

ンボジアが初回ですからこの助成金がキッ

クオフとして大いに役立っているというこ

とですね。 

定量的な指標としてはウェブサイトへのア

クセス数がわかりやすいのではないかと思

います。プロジェクト終了までには 20000

を超えるアクセスを見込んでいます。 

 

村松 

長期的なインパクトという観点でいえば、

私自身がトヨタ財団のプログラムの成果か

もしれないですね。1980 年代に私の先生が

財団から助成を受けて、日本の近代建築の

調査とアーカイブ化を始めたのですが、こ

れが日本で近代遺産の価値が評価されるき

っかけを作ったのではないかと思います。

その後私は東南アジアをフィールドにした

別の助成を受け、博士論文を書きました。 

今は、自分が代表者としてプロジェクトを

まとめる立場ですが、そのメンバーには多

くの若手研究者や学生が含まれています。

私の先生、私、私の生徒へと引き継がれてき

ているわけです。個人的にトヨタ財団には

とても感謝していますし、率直に言えば金

額としてはそれほど大きなものではありま

せんが、とても重要なプログラムを行って

いると思います。 



 

今のような長期的なインパクトはどうやって測

ることができるでしょうか？研究分野では学術

的な価値も評価の対象ですが、教育的な価値

も同様に重要視されるものですか？  

 

村松 

関係各国で育った研究者の数というのもひ

とつの指標になるのではないでしょうか。

人材は定量的・定性的両方のインパクトが

あると思います。 

私たちは活動を通して各国で近代建築の歴

史を論文にまとめ、その保全のための政策

にも貢献しています。信頼と尊敬を得てい

る活動だと思っています。私自身のためで

はなく若い後継者のために継続的にファン

ドが得られればと思っています。 

教育的なインパクトを測るのは難しいです

ね。イベントが終わって私も参加者も楽し

かった、という結果に達するのは簡単です

が、数値的な成果を聞かれると、例えば参加

者を何人集めたか、何紙のメディアで取り

上げられたかといったことをクリアしなく

てはいけない。でも、戦略的にスポンサーが

欲しいと思っている数字を出すことはある

種のテクニックなので、そんなに難しいと

は思いませんが。 

 

コッチ 

その場で直接的に測れるインパクトばかり

ではないですよね。例えばワークショップ

に参加した人が自分のコミュニティに戻っ

て何か始めるかもしれません。 

助成金の場合は、多くの応募者の中から競

争を勝ち抜いて獲得するわけですから、や

はり成果に対する何らかの評価を行うべき

だと思います。評価についての専門家にア

ドバイスをもらいながら実践していくのが

よいのではないでしょうか。 

 

村松 

うまくいっているかどうかは、現場では手

ごたえでわかるものだと思います。そこは

難しくない。方法として有効なもののひと

つは事前事後のアンケートやインタビュー

ではないでしょうか。 

 

レポートだけではわからない定性的な効果も

感じたいので、助成対象者と直接コミュニケー

ションをとるように心がけています。 

 

村松 

トヨタ財団のプログラムオフィサーは若く

て、率直で、柔軟性があり、専門領域も持っ

た方たちですね。他の組織ではそうではな

いことの方が多いですよ。財団の PO は信

頼してコミュニケーションが取れる存在で

す。 

 

藤澤 

そうですね、ワークショップやシンポジウ

ムに PO が来るので、それは自分自身やメ

ンバーにとって直接意見交換ができる貴重

な機会になっています。メンバー間でも折

に触れてコンセプトを確認するための良い

機会になります。 

 

プロジェクト期間中に行われたことを評価する

のは大切なことですが、例えば期間後ある程

度長期にわたってインタビューなどでフォロー

アップを行うとしたらいかがでしょうか？例え

ば、3年後、5年後、10年後というぐあいに。 



 

コッチ  

とても重要なことだと思います。特に財団

が成果を測りたいのであればやるべきです

ね。プロジェクトは長く続く旅のようなも

ので、私の運河のプロジェクトもこの先 5

年かかるかもしれないし、2 年で終わるか

もしれない。でも少なくともそのキックオ

フはトヨタ財団のプロジェクトとして始ま

っているわけですから、成果についてもト

ヨタ財団のプロジェクトの成果として部分

的であれ当然認知されるべきだと思います

よ。  

 

もし事前に、例えばプロジェクト開始の時点で、

長期的なフォローアップの予定をお伝えしたら、

プロジェクトの実施に何らかの影響があると思

いますか？ 

  

村松 

近現代建築（modern architecture）というの

を長年やっているので、ネットワークとか

パートナーはアジア各国にいます。いわゆ

る一般の方々はあまりご存じないトピック

かもしれませんが、近現代建築の重要性と

いうのは、この 2～30 年でだんだん理解を

得られてきていると思います。 

最初のプロジェクトを始めたのは 1988 年

頃です。東アジアの急速な経済成長の前で

すね。とてもいい建築がたくさんあったの

ですが、その重要性というのは無視されて

いました。例えば上海で、我々が大事だと考

えたいくつかの建築を選び出して、リスト

化、データベース化しました。いま、それら

の建築は国家の遺産ですよ。  

 

コッチ 

価値を理解するのに、建築家の役割は重要

ですね。 

例えば市民教育に役立つような、わかりや

すいガイドラインを作っていく、というや

り方も考えられるのではないですか。 

 

村松 

学際的なプロジェクトを行う国立の研究機

関にいたことがあります。専門家と一般の

方々、地元のローカルなコミュニティとグ

ローバルな状況を結びつける、ということ

をやります。 

トヨタ財団に聞きたいのですが、同じよう

にアジアをカバーしているその研究機関と、

どう棲み分けますか？そこと比べると、ト

ヨタ財団の助成はそこまで大きな規模では

ありませんから、何かコラボするとか、やり

方を考える必要があるのかな、と思います。 

 

コッチ 

トヨタ財団はプロジェクトに投資するのか、

人に投資するのか、をうかがいたいですね。

トヨタ財団のフィロソフィーというか、考

え方についてです。 

プロジェクトというよりも人にフォーカス

しているのであれば、説明はもうちょっと

簡単かもしれません。でも「この人に投資す

るんだ」という考え方であれば、なんという

か、より洗練された言い方がある気がしま

す。 

トヨタ財団が持つ東南アジアのネットワー

クはすごいですよね。しかもトピックが多

様で、いろいろつなぎあわせることでダイ

ナミクスを生んでいる。 

トヨタ財団には、これからも人と人とのつ



ながりの部分をサポートしてもらいたいで

す。自分のプロジェクトが終わっても、他か

らインスパイアされるかもしれません。10

年後、私からトヨタ財団にもう一回アプロ

ーチするかもしれませんよ。 

 

 

 

マルチセクターの相互交流というアプロ

ーチをどう支援するか 

 

採択に至るのはプロジェクトを実施するスキル

があるから、というだけでなく、そのプロジェク

トに先見性や可能性を感じるからです。マルチ

セクターの相互交流、というアプローチを支援

していくのであれば、それについての知見をト

ヨタ財団もさらに蓄積していく必要があります。 

 

村松 

プロジェクトの開始前に、トヨタ財団が講

師を呼んでトレーニングセッションを設け

る、というのはどうですか。 

 

「多様な文化のなかでのファシリテー

ションスキルのトレーニングは役立つ

と思います。」 

 

コッチ 

リーダーシップトレーニングとか？多様な

文化のなかでのファシリテーションスキル

を磨くトレーニングは役立つと思います。

それに加えて、何か特殊なスキルも必要で

しょう。例えば古山さんのプロジェクトは

非常にスピリチュアルかつセンシティブな

ので、ソフトスキルが重要でしょうね。 

 

藤澤 

「死」は他人には触れがたいテーマですが、

古山さんがプロジェクトを進める上で、何

か役立つやり方とかテクニックってありま

すか。 

 

古山 

プロジェクトを終えて感じたのですが、他

のプロジェクトの方と一度議論すればよか

ったな、と。助成を受けるのが初めてだった

こともありますし、プロジェクトをどう進

めていけばいいのか、わからないかった部

分があります。そういう機会がなかったの

で、このダイアローグが僕にはとても重要

なんです。 

 

プロジェクトのどういう場面で、そういっ

たスキルの重要性に気が付くのでしょうか。 

特に初期段階では助成を得た喜びや準備が

あって、ファシリテーションがどんなに大

事か、実感としてわからないかもしれませ

ん。その段階でトレーニングをやることが

効果的かどうか。 

 

コッチ 

1 年か 2 年の短いプロジェクトなので、最

初にやるといいと思います。私もすごく興

奮していましたけど、気持ちを落ち着かせ

る機会になるかもしれません。できれば中



間地点でも、プロジェクトを振り返るセッ

ションとして行うといいのでは。そこでパ

ーフェクトならそれで良し。プロセスを振

り返って何ができたかを考えてみると、よ

り良いプロジェクトにできると思います。 

 

まだ自分たちのプロジェクトを始めて間も

ないですが、他の方たちにも、これまでの学

びをシェアしたいですね。トピックは違っ

ても、例えばワークショップのやり方とい

ったことは他の方の意見が参考になります。 

それから、できるだけ早い段階で様々な人

を巻き込むことの重要性も学んでいます。

コラボレーションするということが、プロ

ジェクトの成功と、インパクトにつなげる

ための鍵ですね。この学びをプロジェクト

にどうやって活かしてくかを考えています。 

 

 

 

助成の多様性と、「オープン領域」の重

要性 

 

助成分野のひとつである「オープン領域」につ

いて、もちろん我々がすべての課題をカバー

できるわけはありません。それでも「オープン

領域」を設けているのは、財団だけでは気付

けない課題もあるはずだ、という考えによるも

のです。助成をする方々から、こちらが学びた

い、という姿勢でいます。 

 

「多様性を尊ぶことがトヨタ財団のア

イデンティティ」 

 

村松 

ちょっと申し上げたいのは、20 年前のトヨ

タ財団はとってもユニークだった、という

こと。普通の人たちの、小さなプロジェクト

に資金を出していた。多様性を尊ぶことが

トヨタ財団のアイデンティティ、というこ

とを示していた。最近はもっと大きなもの

に出しているようだけど。 

 

コッチ 

人と人との関係を築ける、というのが素晴

らしいです。他のプロジェクトの方をもっ

とよく知りたい、と思っています。その点

で、「オープン領域」はよいやり方ではない

でしょうか。私が取り組む気候変動はもち

ろんグローバルに大きなトピックです。で

も例えば移民について、タイでは大きな課

題になっていますが、日本でもそんなに大

きな議論になっているなんて知りませんで

した。 

 

藤澤 

おっしゃるとおりですね。私の場合、準備し

ている展覧会に、別の助成対象プロジェク

トの方を招待しました。助成金贈呈式とい

う場で出会えたことがきっかけですが、そ

ういった横の関係が築けることは、トヨタ

財団の助成での大きなメリットだと思いま

す。 

 

コッチ 



（A 領域の）高齢化のような特定トピック

や、（B 領域の）文化などに取り組んでいる

方々にとって、ネットワーキングを推進す

ることの重要性は明らかです。「オープン領

域」については明らかとまでは言えないか

も。ただ、この点はトヨタ財団の一番特徴的

な部分です。歴史と気候変動とか、異なるト

ピックをつなげるための玄関口、というの

かな。 

何かに特化した会議を開催するよりも、シ

ンプルに「トヨタ財団フォーラム」みたいな

ギャザリングをするのもいいと思います。

気候変動と移民のトピックが結びついたり、

アートと文化と高齢化が結びついたりする

場になります。それも相互の学び合いです。 

 

「オープン領域」が重要だ、ということですが、

あるトピックや、そのインパクトに特化すること

とのバランスはどうお考えですか。あるいは、

「オープン領域」と、セクターを超えた協働にサ

ポートする、ということへのご意見を聞かせて

ください。 

 

村松 

あなた方のビジョンによりますよ。 

他の日本の様々な財団も見ていますが、た

いてい何かしらのトピックに特化している

でしょう。環境、とか、技術、とか。トヨタ

財団はそうではなくて、非常に幅広いエリ

アをカバーしていて、歴史もあります。そう

した多様な人たちに助成する、ということ

が、トヨタ財団の独自性、アイデンティティ

ではないですか。 

 

コッチ 

募集要項を読んでいて、どんな助成プログ

ラムかはだいたいわかっていたつもりでし

たが、採択後に他のプロジェクトからのプ

レゼンテーションを聞いて、トヨタ財団の

国際助成プログラムが何を目指しているの

か、よりクリアになりました。 

あるトピックに特化しているわけではない、

ということはもっと前面に押し出したほう

がいいですよ。 

「相互の学び合い」は、課題解決につながる

ものですし、そのインパクトをどう測って

いくのか、アセスメントは重要ですね。 

 

村松 

古山さんのプロジェクトは実にユニークで

しょう。トヨタ財団にとっても意味がある

ものではないですか。20 年後にはものすご

く大きなものになっているかもしれない。 

 

古山 

これはライフワークですね。社会に何らか

の変化を生み出すきっかけになると確信し

ています。 

 

 

人と人のつながりをサポートすることの

重要性 

 

トヨタ財団としては、過去 20 年 30 年と前任者

が築いてきた信頼感というか、レガシーのよい



ところを享受している、といえます。当時のプ

ログラムで助成を受けた方たちのプロジェクト

による直接の成果というよりも、彼らが助成を

使って得た知見等をもとに各地で成長し、いま

トヨタ財団に感謝の念を伝えていただくことが

あります。そのつながりが活きていて、我々が

彼らに相談をするようなことがあります。 

 

コッチ  

3～4 年後に私たちが何を成し遂げたか、あ

るいは成し遂げなかったか、ということも

シェアできると思います。15 年後だって大

丈夫です（笑） 

財団側からだけでなく、ここにいらした皆

さんのプロジェクトの話から多くを学びま

した。私たちのプロジェクトは始まったば

かりなので、勇気付けられる思いです。 

資金を出すだけでなく、他の方法でも人々

のネットワークに投資することが大切です。

国際的なプロジェクトをやろうと思ったの

は、まさにそれが理由で、タイのなかだけに

閉じたくなかったんです。 

 

今回皆さんとお互いによく知り合えたので、

この先何か困ったときに相談できる相手が

増えました。 

ただの友人関係、と言われるかもしれませ

んが、そうした関係が大事ですよね。 

 

助成対象者同士がつながったり、新しい動き

が生まれるのは我々も大歓迎です。 

 

コッチ  

トヨタ財団のイニシアティブは重要です。 

助成金は 2 年で終わったとして、助成を受

けた人たちはその後も何かできないか、と

いう期待を抱いているのではないですか。

財団側がきちんとそのネットワークを維持

していれば、何年経っても他のことで貢献

してくれると思います。 

 

村松  

トヨタ財団のネットワークのなかでは、助

成を受けた側も自分たちのプロジェクトテ

ーマに固執しすぎずに、オープンでいる必

要がありますね。 

 

アジアで共有するもの 

 

トヨタ財団の国際助成プログラムはアジアをタ

ーゲットにしていて、皆さん、アジア的なものの

見方のようなものをお持ちの気がします。 

 

この対話セッションの締め括りとして、アジア

の隣人として私たちは何を共有しているかに

ついて、ご意見をください。  

 

藤澤 

僕らのプロジェクトでは、まずアジアのデ

ザイン・アート・コンソーシアムというのを

立ち上げ、それをベースに展覧会を開催し

ます。第一回はカンボジアのプノンペンで、

2018 年 9 月を予定しています。 

 

学生には、テクノロジーはデザインの父、ア

ートはデザインの母、と言っています。テク

ノロジーはロジカルで、理論があり、データ

に基づきます。アートは人の感情と、周囲の

環境に左右されます。この関係が重要で、循

環しているというか、お互いに関係しあっ

て日々変化していると言えるのでは。 



 

 

 「何よりもメンバー全員アジアが大

好きです。We love Asia!」 

 

コッチ 

西洋に対抗したい、という感じですか？ 

 

藤澤 

そういうわけではないですが、デザイン・ア

ートの世界では欧米がメインストリームな

のは確かです。ヨーロッパ製の鞄がどうし

てあんなに高いんでしょう？ブランドの力、

でしょうか。よいデザインや、クオリティの

高い製品はアジアにもたくさんあります。 

 

僕らはまず、アジアではそういった製品が

どうやって人々の目に留まっているのか、

情報を集めてまとめて発信しようと思って

います。たぶんそれが「デザイン・アートの

世界のアジアの価値」みたいなものにつな

がるんじゃないかな、と。 

まずは何よりもメンバー全員アジアが大好

きです。We love Asia！ですよ。 

 

村松  

僕の場合、「アジア人」というときに「欧米

人」に対してのもの、という意図はないです

ね。アフリカ、北米、南米といろいろ地域は

ありますが、ただ多様なだけ、です。日本が

アジアをリードする、みたいな話がありま

すが、「なんで？」 と思いますね。 

 

コッチ 

「アートは美術館で展示されるもの」とい

う考えには少し違和感がありますね。アジ

アでは、いえ少なくともバンコクでは、人々

の生活と一緒にあるものです。「デザイン・

アート」の定義から議論しないといけない

けど。 

 

「皆さんのことは最後までわかりませ

んでした。（略）この「わからないこと」

に関心を持って学び続けることが大事

なのでしょうね。」 

 

村松  

正直言って、皆さんのことは最後までわか

りませんでした。意味がなかった、というこ

とではないですよ。専門や暮らしてきた文

化、それに世代も異なる人たちとの対話は

刺激的で、この「わからないこと」に関心を

持って学び続けることが大事なのでしょう

ね。 

 

このダイアローグ企画全体を通して、理解を

超えて共感をもたらすものは何か、という問い

があります。少なくとも私たちは違いがあるこ

とを認識して、何がその違いにつながっている

のか、というところに強い関心を持っている、と

言えますね。 

今回は皆さんにご参加にいただきありがとうご

ざいました。引き続き対話を続けていきましょ

う！ 

 


