
日時：5/30 5:30～
　5/30 のスケートボーディングによるリサーチ。今回はソフトピアから南から西南の
リサーチを行った。スケーターとしての私は基本的に滑りやすい道を見つけ前進する。
スケートボーディングするいい環境や材料が見つかればそこで、スケートボーディン
グする。
　前回同様、どの道が滑りやすいのか材料が /どういう環境、材料がスケーターにとっ
てアクティビティを生み出すのかをリサーチした。その中で絶好のスケートスポット
を発見した。それは大垣競輪場の側面にある大垣東公園。ここの存在は全く知らず、
周辺にある石畳の滑り心地が良かったことから、中に入っていった。中には石の椅子
がありそのにはボードスライドしやすいよう油が塗ってあった。他のスケートボー
ダーたちがスケートボーディングした跡だろう。確かに領域として囲われていてス
ケートボーディングしやすい環境がある。ここの場所を見つけたスケートボーダーは
私と同様滑りやすい石畳に誘われて奥まで来たんだろう。スケートボーディングの環
境を見つけ、材料を見つけ空間を生成していく建築の本質としての行為は、現代にお
いては本リサーチで行ったような行為となる。
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日時：5/31 10:30～
5/31( 水 ) のスケートボーディングによるリサーチ。基本的にアスファルトのテクスチャに関して本日滑ったところ
は悪くなかった。ただ要所で舗装されておらず滑ることができない箇所がある。（10,24,33 など）また、斜壁、綺
麗な縁石、ポールなど街の楽しいエレメントはあった。ただ選べるほどじゃない。基本的にはだだっ広いアスファ
ルトと大道理には縁石がある程度で、どういうところに限って車通りは多く危険。滑ることを楽しむことはできる
かもしれないし、平面でトリックするぶんには楽しめるが物理的な街のエレメントを活用したトリックを存分に楽
しむことは難しい。
　舗装された道路に関しても斜線中央でアスファルトの質が分断されることは多々ある。（3,4,14,31）つまりアスファ
ルトも一つの街のエレメントと考え滑る場所が規定される。
基本的に私が滑るとき、滑りやすそうなアスファルトがある道を進む。11,12 や 18,19 や 37,38 はアスファルトが
汚いがために道を選ぶ象徴的な選択だった。あとミクロなエリアによって歩道のタイルの種類が違うことから、滑
りやすいタイル・滑りにくいタイルがある。



日時：6/1 10:00～
 6/1 のスケートボーディングによるリサーチ。これまで行ってきた三日間のリサーチを経て、スケートボーディングのさらにミクロな視点を捉えていく
ために、短い距離ではあったが日常的に行っている敷地でリサーチを行った。
　なぜ周囲の多くの路上があるにもかかわらず日常的にこの場所でスケートボーディングを行うのかといえば、車が通る危険性も少ないので万が一危険
があった時には囲われているため回避できる（スケートボードが飛んでいったりする）石畳の路面もしっかりと敷き詰められているため、滑りやすい。
　3では既存の段差にデッキをスライドさせる技を行っている写真だ。段差は 46.5cmの高さがあり、国土地理院からダウンロードした図面にも点線で
記載されている。３の写真でもわかるように歩いていては見過ごしてしまうような空間を既存のラインを活用して作り出す。この段差におけるラインの
高さをティム・インゴルドの言葉を借りれば、地図で引かれたラインから生まれる「空虚な表面」と言うことができるだろう。つまり物理的な物によっ
て高さが生まれていても、それは権力者によって引かれたラインから生まれる空虚な表面なのだ。
　また 7の写真は、カラーコーンの上を飛んでいる写真である。6の写真を見るとわかるが、カラーコーンが置いてあるところには敷地図面に追記した
黒い点線で表現した石畳の継ぎ目のようなラインが存在する。つまりこのカラーコーンは偶然引かれたラインに擬似的な表面を作ったことになるだろう。
本質的には引かれたラインの奥の空間へ進んで行くことになる。

追記：6/3の実践では北方面の同じような敷地でのスケートボーディングによるリサーチを行った。本リサーチを行った場所よりも広いのだが、私はスケー
トボーディングを行う上でここの敷地の方が好きだ。理由は段差のある位置と 5の写真でもあるような造形の位置がちょうど八の字を二回書くことがで
きる。つまりスケートボーディングをする上で「戻る」行為がなくなる。6/3 に行った敷地ではUターンを意識的に行っていたが、この敷地ではカーブ
した流れで次に向かうことができる。この連続する感じ、途切れない感じがスケートボーディングをする上で気持ちが良い。



日時：6/2 11:00～
6/2 のスケートボーディングによるリサーチ。今回も前回に引き続き、ミ
クロな要素を捉えるため近場ではあったが、スケートボーディングをする
上で楽しみとなる材料を発見しアクティビティを行った。
　一般的には駐車場として利用されている場所である。2で撮った写真が
全体図となる。奥の駐車スペースに行くには中央に作られた道を通り、そ
の道の左右にも駐車スペースがある。
　私がここで目をつけたのが、奥の駐車スペースに行く道を作るために引
かれたラインによる段差だ。奥の駐車スペースの路面は通常多く見られる
ようなアスファルトで中でも滑り心地は良いとは言えない。アスファルト
が多少粗めで結構ガタガタする。まあ車がそこまで多くなければ広々した
空間があり、しっかり助走も取れるので、ここでスケートボーディングを
行った。
　基本的には奥の駐車場でオーリーなどの基本となるトリックを行って体
を温め、ある程度アスファルトに慣れてから段差があるアクティビティス
ポットに向かう。3～5の写真ではアクティビティを行う瞬間を記録した写
真だ。5の写真で板が傾いているのが見て取れるが、ここで段差の飛び越
えに失敗した。やはりアスファルトの粗さやオーリーの入りのすぐ横にあ
るフェンスなど環境が変わるといつも通りのオーリーができなくなる。細
かく言えば、奥の駐車場に行くための道と奥の駐車場のアスファルトの粗
さの質がさらに変わっていて、奥の駐車場から道に入るとよりガタガタし
てオーリーに集中できない。結局できなかった言い訳なので、また再度挑
戦しに行くつもりだ。
　ただここでおこなったスケートボーディングもあるラインを越えていく
ことである。ラインには表面である縁石が立ち上がっているが、これすら
も空虚な表面であると言えるだろう。さらにここで気づいたことがある。
道のアスファルトと奥の駐車場のアスファルトの違いである。物理的にラ
インは引かれていないが、アスファルトの違いでラインを感じた。これは
アスファルトを敷く工程の影響なのか？ただアスファルトの質が違うため
に、同じアスファルトが敷かれたとは考えずらい。多分物理的には見るこ
とができないが、スタディなどで引かれた権力者による意識的なラインが
数多く存在する気がする。今後意識していきたい。



　6/3 のスケートボーディングにおけるリサーチ。6/1 に行った敷地と同じような敷地である。
　石畳のタイルの種類も同様だが段差の数と配置は同じ形ではない。双方の敷地を意識的に比較した。ここでのスケートボーディングを終えたあと、本リ
サーチで行った敷地の方が広々と大きいのにもかかわらず、なぜ 6/1 に行った敷地でのスケートボーディングが日常的に行っていたのか、を改めて考えた。
　おそらくそれは敷地と段差の関係にあると考えた。結論から言うと私
は 6/1 に行った敷地の方が好みである。なぜかと言えば連続的に身体的
な技（トリック）を行うことができるからだ。6/1 の敷地では段差を避
けるように八の字を書きながら進むことができる。つまりこの敷地でス
ケートボーディングを行う時には「戻る」行為を意識的に行うことはな
い。一方で本リサーチにおける敷地は戻る行為を意識的に行う。戻る行
為はスケートボーディングをする上で私にとってはあまりしたくない行
為で、そのため 6/1 に行った敷地の方がストレスなくスケートボーディ
ングをできるのではないかと考える。本リサーチにおける敷地にも八の
字を書くことができるかもしれないが、広すぎるために様々なところで
アクティビティが起こる。よってアクティビティを終えた後に戻る行為
をすることが本敷地で行うスケートボーディングの方が多い気がする。
　このことから、私が 6/1 に行ったリサーチの敷地の方が好む理由は「戻
る」行為にあると考えている。スケートボーディングにおいて戻る動き
におけるトリックなどはなく、基本的に進んでいる。前に生成的に動い
て自らで見出す空間を活用していることにスケートボーディングにおけ
る建築としての要素があると考えられる。

6/1 の敷地 本リサーチにおける敷地



日時：6/4 13:00～　
　6/4 のスケートボーディングによるリ
サーチ。本日は多少動きを大きくしてリ
サーチを行った。それはある区画とされた
スペースではなく、通常の街でスケート
ボーディングのミクロな視点を試すため
だ。
ここで、ミクロな視点として感じられたの
は、2の写真でもある縁石とその手前の石
畳の微妙なずれによる段差である。縁石に
関してはアクティビティを行うことができ
そうであるが、その手前の石畳のずれによ
る細かな段差がスケートボーディングに
とって危険なノイズとなる。
また 6で見られるのは住宅の側面における
植栽の縁石である。この縁石は滑らかでス
ライドができそうな石だった。実際に行っ
たが私の技量不足で上手くこなすことがで
きなかった。精進したい。
　３で見ることができる広々とした駐車場
はアスファルトは多少粗いもののタイヤ止
めの縁石はとてもいい障害物になった。
オーリーなど様々な応用の効くスケート
ボーディングによる材料となる。



日時：6/5( 月 ) 17:30～
　6/5 のスケートボーディングリサーチ。以前にも、私のスケートボーディングにおいてア
クティビティとなっていた場所でのリサーチを行った。私は車道と駐車場の境界にあるライ
ンにおける空虚な表面をオーリーする。つまり、ラインにおける空虚な表面を障害物として
材料と考え、助走をつけていく道路側の滑らかなアスファルト、私のレベルに適合した空虚
な表面の高さを環境として、私におけるスケートボーディングの上で、全てが揃っている。
　今回リサーチを行った場所では、車通りも多くなく、車が来たとしても、一本道で距離が
長いため (8)、車が来ているのが早い段階でわかる。そのためすれ違うことも容易だ。4に
もあるようにアスファルトが圧倒的に滑らかで滑りが心地よい。また心地よいだけでなく、
オーリーもしやすく空虚な表面のオーリーに簡単に成功した。11 ではその空虚な表面の上
に自分のスマートフォーンをビデオモードで仰向けに置き、その上をオーリーした時の画だ。
11 の画像はメディアとして保存し、瞬間の画を連続的に示した。
　この空虚な表面における本質的なラインとは右図にも示している黒い線である。なぜかと
いえば、このラインが引かれたことによって、空虚な表面が作られているからである。今後
このラインと空虚な表面と、スケートボーディングによるラインの関係性を深く見ていくた
め、さらに分析していきたい。 道路

駐車場

空虚な表面



日時：6/8 17:00～ , 20:30～
　6/8 のスケートボーディングによるリサーチ。ワークショップ 24 から RIST に帰る過程の中でスケートボードを
利用してリサーチを行った。私は自転車に乗ってワークショップ 24 から RIST に帰る順路とスケートボーディン
グをしながら帰る順路は異なっており、これはスケートボーディングしやすく心地のいい道を発見し、進んでい
くある種の習性があるとも言えよう。今回通った道は IAMAS に入学してからワークショップ 24 と RIST の行き来
の中で発見していった道だ。
　スケートボーディングの習性として顕著に表れているのは、イオンの敷地 (12～14) に入り、ゲームセンター
(15)・パチンコ店の前を通り抜け、さらに駐車場 (16～19) に侵入しそこでいくとかのアクティビティを起こしな
がら通り抜ける 、この道はスケートボーディングが生み出した道だろう。
　ではなぜわざわざこの道を見つけ、選択し、生み出したのか。イオンの敷地に入って業務引用通用口がある裏
手の道 (12) はアスファルトが最高に滑りやすい。上を見上げるとイオンの立体駐車場があり、空間として囲われ
ていて、多少なら溜まってスケートボーディングをできる。身体的な技術の練習にはいい場所だ。ただ障害物な
どの材料がないことが欠点かなと感じる。ただ通りがかって少し遊んで帰る分には最高のスポットと言える。そ
こを通り抜けるとゲームセンターの入り口前の一部の領域 (15) が次のアクティビティスポットになる。（ここでい
うアクティビティスポットとは地面のテクスチャがいいという内容に留まっており、障害物があるわけではない )
基本的には人が通る所なので溜まることはできない。つまり、チャンスは一回。ここで最高のオーリーをするこ
とが快感だ。そこを抜けるとパチンコ店の前のタイルを滑り、すぐ前にある駐車場に侵入していく。駐車場のア
スファルトはとても綺麗で滑りやすい。車が停めてあるのでそんなに派手に身体的な技をすることはできないが
多少なら可能。クールダウンをするような流れで技を行いながらリラックスして通る。そこを抜けると通常自転
車で通っている道にぶつかり、そこからは自転車と同様の道を進んでいく。
　自転車では線路沿いの道にでて RIST まで一本道を通って帰るが、そこでスケートボーディングをするのでは、
車通りなどを考えるとあまり派手に遊ぶことができない。アスファルトもいいとは言えない一本道を走るくらい
だったら、様々なアクティビティをしやすい道を通って行くのは当たり前の考えだ。　この特徴的な順路はスケー
トボーディングによって、こうして生み出された。



日時：6/9 19:00～
　6/9 のスケートボーディングによるリサーチ。今回のリサーチではワークショプ
24 の敷地内にある階段を利用した。１にあるようにここは階段周辺のタイルも地面
のテクスチャとして滑りやすく、いい状態で材料としての階段にアプローチすること
ができる。階段は 3からもわかるように三段で、ステア（階段などの段差をスケー
トボーディングにおける材料として「ステア」という）のオーリーにはもってこいの
環境である。
　7にもあるが、実際に私がステアをオーリーしている写真である。このようにスケー
ターはステア ( 階段 ) を見つけてはそこの環境を分析し、良ければそこに空間を生み
出す。この生み出す空間はラインを越えていくように生まれる。( ステアによるオー
リーに限る、身体的な技術の種類による )３の写真から私がラインと考えている 箇所、
そして権力者によって引かれたラインから生まれる空虚な表面を抽出する。
　黒いラインが権力者によって引かれたライン、グレーで記した面がそのラインから
生成される空虚な表面である。階段におけるラインは、z軸上に表面が立ち上がり平
面的に表面が生成される軸になるラインである。つまり空虚な表面とはそのラインか
ら連結器のようにラインを連結させることから生まれる。（ここでは記したラインは
空間を生み出す為にスケーターが活用したラインである。）

　このリサーチでわかるように、スケートボーディングは表面を利用して、尚且つ権力者によって引かれたラインを活用
してその周囲に空間を捉える。この空間を捉える行為こそが本質的な建築であると考える。



日時：6/10 18:00~
　6/10 のスケートボーディングによるリサーチ。今回は、縁石をステアに見立て
て空間を生み出した。
　前回の階段のステアと同様、ラインの概念からラインと空虚な表面を抽出した。
この縁石は艶のある石で表面が覆われており、滑りやすい。しかし、他の縁石が
あるのにもかかわらず、なぜこの縁石を材料として選択し、活用し、空間を生み
出したのか。（スケートボーディングをしているときは基本的に無意識で選択をし
ているが、改めて分析した。）その理由として、活用した縁石だけなぜか道路の斜
面と平行で、助走の際にバランスが取りやすく空間を捉えるアクティビティに入
りやすいからなのではないかと考えた。このスケートボーディングを通したリサー
チによる気づき（縁石がなぜか一つだけ平行であること）は歩いていると見過ご
してしまうことだろう。このことからスケートボーディングによる空間の生産は
国土地理院の図面に記された数多くのラインだけではなく、さらにミクロな権力
者によるラインについて再考することが可能となる。またラインから生み出され
た空虚な表面の上に立ち（活用し）その表面が生成される軸となっているライン
を越えてその奥の空間を捉えていく（空間を生み出す）行為がスケートボーディングにおける空間の生産（空間を捉え
ていくこと・ライン /空間を生成しては瞬間的に消える）であると考えられる。



日時：6/11 17:00～
　6/11のスケートボーディングによるリサーチ。本日のリサーチでは6/8と似た経路を通っているが、
着眼点が異なり、その異なった点から経路がずれていった。
　ゲームセンターの前のタイルのテクスチャを発見しそこでの空間の生産は同様なのだが、駐車場に
入ってからすぐ右に向かった。少し進んでいったところでパチンコ点の入り口のステア（階段）とゲー
ムセンター前のタイルと同様のテクスチャを発見した。二段のステアとその表面のタイルを発見した
ときにはすぐにその表面の上に上がり滑りを確かめ、表面の上からその軸となっているラインを超え
るようにして、空間を捉えた。
　このリサーチにおける行為はスケートボーディングの本質的な建築の要素のすべてが垣間見えたリ
サーチとなっていると感じている。それはステア（材料）を見つけ、テクスチャ（環境）を確かめ、
表面からその奥の空間を捉え、生み出していくこの一連の動作にある。
　またスケートボーディングの特徴でもある、街のよりミクロなラインに気づくこと、またそこでの
空間の生産（空間を捉える）ことは国土地理院にはないラインを活用し、国土地理院にはない空間を
ラインを生成することから、捉えていくことになる。建物は国土地理院にもあるように権力者（設計者）
によってラインで引かれ、よりミクロなラインも同様に権力者（設計者）によって引かれる。ライン
を引くのではなく生成することで生まれる建築があってもいいのではないだろうか。



日時：6/12 12:00～
　スケートボーディングによるリ
サーチ。今回のリサーチでは、
6/11 と同様の経路をたどりなが
ら、パチンコ店の前のステア（ス
テア）を超えたのちの経路を変え
た。その後の経路は、ワークショッ
プ 24 から RIST まで自転車で行き
来する時に通る道だ。そこでは 7
のような段差（ステア）に目を付
けアクティビティを行った。かな
り高いステアでビビってメイクす
ることはできなかったが、いつも
通る道に対して新たなステアを見
つけたことに面白さを感じた。
　基本的に前回までと同様、権力
者によるラインから生まれる空虚
な表面と、スケートボーディング
による生成的なラインの関係は同
様である。またそれはスケートボー
ディングによる空間を捉える行為
として、既存のライン、表面の周
囲に逸脱したラインを生成するこ
とで空間を見出す。



日時：6/13 17:30～
　スケートボーディングによるリサーチ。今回のリサーチでは、どこにいこうかと考えていてスケートボーディ
ングしていたら、目の前に坂があるじゃんかって気づいて、ワークショップすぐ前の坂を利用して遊んだ。坂は
一般にスケートボードパークにあるランプを彷彿とさせる。ランプに見立てて行き来する。また坂の頂上まで達
したらオーリーやキックフリップなどをメイクして降りるなどのことが想定できる。これは街をミクロな視点で
見ることで地形を分析し、スケートボードパークのような空間の生産を行った。これも一ラインに対する空虚な
表面の一例になり得るだろう。また特に興味深いのは、坂であるために斜めに表面が立ち上がっていることだろう。
これは街のミクロな場所性を考えさせられる重要な例となる。
　実際に坂で遊んだが以外と楽しかった。グーフィーで坂を登ると戻りはレギュラースタンスになる。僕のスタ
ンスはグーフィーでレギュラーではスケートボードに乗れない。どうしてもレギュラーで降りてしまうためにレ
ギュラーの練習になってひたすら難しかった。まあ坂の頂上でターンしてグーフィーで戻ればいいんだが、それ
ではレギュラーの練習にならないので、ある意味で自分に制限をかけて、レギュラーで戻る練習をしてた。
　これをすることで、ノーコンプライなどの練習にもなるし 180 系の技は必ずスタンスが元と逆になって着地す
るのでいい練習だった。



日時：6/14　18:00～
　6/14 のスケートボーディングによるリサーチ。今回のリサーチでは日常的に身体的な技を練習し
ている場所で少し体を温めてから、アクティビティスポットを探しに行った。
　すると体を温めてすぐ、右側に縁石を発見。ソフトピア沿いの道はアスファルトが粗く、滑ること
ができないが、縁石の上からオーリーして降りるだけなら行けると判断してそこでアクティビティを
行った。そこは表面から表面へラインを越えて周囲に空間を生産しアクティビティを行っていく。
　体は温まっていたし、オーリーもいい感じで飛べていたので何度かチャレンジしてすぐに成功。た
だ、着地した時にアスファルトの粗さからウィールが引っかかり前のめりに転んだ。やっぱりアスファ
ルトの粗いところでは危ないと再認識した。



日時 :6/15 18:30
　6/15 のスケートボーディングによるリサーチ。今回はいつも通りがかるた部にオーリーの一回や
二回はやる場所、少しのスペース、縁石、ベンチを利用して行った。ここはこれまでのリサーチでも
何度も通ってきていた場所で、ミクロな視点を意識してリサーチを行う中でも見過ごしてしまうス
ポットだったので、改めてこの場所を抽出してリサーチを行った。
　ここは大きな十字路の四角に位置していてこの四つのスペースはどれも多少のアクティビティなら
行うことができる。敷かれている石畳も滑りやすく、悪い感じはしない。側面を通る車さえ注意でき
ればこの四角全てを利用して、横断歩道をスケートボーディングで横断しながら次々に四角に向かう
スケートボードコースができそうだ、と今改めて考えてみると思う。
　この時滑っていた時は、四角の一つの領域に依存してしまっていたので、気持ちよく滑れる場所で
はなく通りがかった時のアクティビティスポットであるといえる。失敗したらスケートボードが道路
側に飛んでいくかもしれないし、怖さがある。（実際に以前スケートボードが飛んで行って車にひかれ、
スケートボードのデッキが真っ二つになった経験がある。）
　この場所を利用して今度は四角全てを利用したスケートボーディングをしてみたい。この交差点が
ある意味ではスケートボードパークとなり得るのかもしれない。
 



日時 : 6/17 17:00～
　今日も通常どうり、お気にりの場所で体を温めてから、アクティビティスポットを探した。ソフトピアの側
面にある道はアスファルトが粗く滑りずらい。アスファルトの周りにある縁石も溝が深いためものすごくガタ
ガタした。心地が悪かったのですぐに手で持って歩いてしまった。
　スケーターにとって、手で持って歩くことほど無意味な時間はない。余計な荷物になるし、滑りたくて持っ
ているのにアスファルト・縁石が粗すぎて滑りたくとも滑れない。最悪の時間だ。無理やりオーリーなんかを
してみれば、着地時にアスファルトの粗目に引っかかって転ぶ。6/14 の実践で実際に転んでいるからわかる。
　そんな状況だからこそ、綺麗なアスファルトが少しでもあればすぐ食いつく。今回のリサーチでもそうだった。
ソフトピアの側面のタイルが敷かれた自動ドアの前。喫煙所の前にも同じようなところがあるが、そこは人の
動線になっていて、遊ぶことができないが、ここなら人通りも少ないし少しなら遊べる。タイルとの接触を確
かめる。悪くない。一回オーリーをしてから、同じようなタイルでもっと面積の広いところはないか考え、そ
のタイルの続いてる方へ足を進める。これまでのリサーチからか、一ついいタイルを見つければ、周辺にも同
じようなタイルがある可能性が高い。その探す過程で噴水の真ん中にあるステージ？なるところに行き着いた。
通常では人が座れるような段差があり、タイルも綺麗でそれなりに広いのでそこで遊んだ。オーリーで縁石の
上に登る。登ったのちにはステアと見立ててオーリーで降りる。段差の高さは 4５cmくらいかな、いつもやっ
ているところの縁石と同じくらいの高さだった、何回か失敗したが最終的には成功させた。最高に気持ちよかっ
た。
　改めて考えてみると、一度失敗するとフロー状態のように完全に周りが見えなくなる。失敗すると、息が上がっ
ていてもすぐにまた同じ技を繰り返す。リサーチしている何てこと忘れて無になる。狂気的な気がした。



6/18 15:00～
　スケートボーディングによるリサーチ。本リサーチではミクロな視点から見え
てくる歩道の縁石のリサーチを行った。この場所で行おうと思ったきっかけは、
幾度となくこれまでのリサーチでも通って来た道で見過ごしてしまっていたが、
多くの確率でアクティビティを行っていた環境であり、材料（ステア）だったか
らである。
　こまれまで長い距離のリサーチから、徐々に街に引かれているラインに対して
さらにミクロに捉えていくために短い距離ではあるが、アクティビティと地形（ラ
イン）の関係を見てきた。そんな中でも見過ごしてしまっていたのがこの縁石だっ
た。
　私は多くの時にスケートボーディングを実践する。その大半が気晴らししたい
時だが、この縁石は気晴らしにはなかなか利用しない。ただ、コンビニ行く時な
どなど通りかかってちょっとオーリーしたい時には必ずこのステアを利用する。
僕にとってはそのような位置ずけの材料だった、と振り返ってみる。
　ただだからこそ一発で成功（メイク）できないと悔しくなる。できなかった時
には、必ず再度挑戦する。ただもうこれには自信があって、ほとんど失敗しない。
だから、気晴らしには利用しないんだろう。



6/19 17:00～
　スケートボーディングにおけるリサーチ。本リサーチでは、ソフトピアからワークショップに抜ける細道にある建築の側面の
ライン・空虚な表面を利用したアクティビティだ。ここの細道を通る時はだいたい、スケートボーディングを終えて、ワークショッ
プに戻る時に磨ケートボードを持ちながら歩いて通過することが多い。（今回のリサーチもいつも行っている場所でスケートボー
ディングをした帰りだった。）そんなタイミングなので、疲れ切っているか、アドレナリンが出てテンションが上がっているか
のどちらかの場合が多い。そのような状況で、この建築の側面のライン・表面を利用した、スケートボーディングの再解釈によ
るラインを引く行為は行われていると考えられる。
　この段差は高さがこれまで取り上げてきたステアの中で一番高い。つまり一番難しい。且つ場所的に隣に駐車場があるため、
車が近くに止まっているのぶつけかねない少し危険な場所である。まあでもテンション高いとついやってしまう。ここの表面は
建物の管理の範疇となっており、何度もチャレンジすることは難しい。（おそらくすぐに警備員が飛んでくるだろう。）なので通
りすがりの 1.2 回のアクティビティが限界でそれ以上はできない。
　今回のリサーチでも、とても難しいので、成功（メイク）することができなかったが、アクティビティのチャレンジとしてリ
サーチを行った。今回のリサーチを振り返ると、個人的にはとても興奮するアクティビティだと感じる。それは、今回利用した
建築のラインは建築の側面のラインであり、都市と建築空間内を区別するためのラインだったからである。もしこのラインに空
虚な表面（壁）がたっているとすれば、建築空間内からその外側へ、壁を突き抜けていく動きを行っているということになる。
スケートボーディイングが再解釈する空間・建築は空虚な表面（壁）を突き抜けるものにもなり得る。このリサーチを終えて生
まれた、大きな気づきだった。



6/20 18:00～
　スケートボーディングによるリサーチ。本リサーチでは、日常的にス
ケートボーディングを楽しんでいる場所にある細い縁石の上を表面と捉
えて、ステアを飛び降りるアクティビティだ。ここは日常的によく利用
している場所で、特に囲われていてどれだけ転んでも、通行人さえ気を
付ければ自分以外傷つくことはないと言えるだろう。その環境がこの場
所が好きな一つの理由である。
　ただ今回のリサーチで行った縁石からのオーリーは、日常的にチャレ
ンジしていたわけではなかった。つまりこのリサーチを始めたことで気
づいた材料（ステア）だった。この経験は非常に良い影響を私自信に与
えてくれると考えている。例えば、スケートボーディングによる新たな
身体的な技ができるようになったとする。するとまたスケーターに新た
なスケートボーディング体験がもたらされると考えるからである。今回
のリサーチに関してもこれまでのスケートボーディングの経験では見え
てこなかった世界がリサーチの過程で新たな世界を見ることができた、
ということである。
　これはある種の環世界とも言えよう。スケーターはとても特殊な環世
界を持っていると私はこのリサーチから考えた。環世界とは違う生き物
には違う世界の見え方をしている、その生物それぞれの世界の見え方の
ことを言うが、スケーターにはスケーターという新たな人生としての環
世界があるのではなく、それぞれのスケートボーディングの経験からく
るスケーターそれぞれの環世界がある。これは単に自転車や車などの乗
り物だから生まれることではない、スケートボーディングだからこそ存
在する環世界になり得る。そのスケートボーディングの経験からスケー
ターそれぞれのラインを引く行為、つまり建築が行われるのではないだ
ろうか。



日時：6/23　6:00～
　本リサーチでは 5/30 のリサーチでタイルの滑らかさに誘われるように発見した
坂でのアクティビティで、この発見から材料をミクとに見ていくために、再度リサー
チを行った。 ここでは坂の途中にある平面に惹かれるラインををオーリーで越えて
いくアクティビティを行った。
坂についての本質的なラインを考えると坂の表面をつなぐ両端のラインなのではな
いかと考えられる。また今回私がオーリーした真ん中の平面は両端のラインの橋渡
し的なラインがそこに存在し、それを私が材料としてオーリーしたと分析できる。
　大垣は地形的にGLに変化が少なくこういった坂は珍しかったのでとても楽しい
材料である。タイルの滑らかさからくるスピード感、オーリーの感触、面積の何を
撮っても申し分ない、スピード感があるので坂を降りた時のパワースライドが決ま
れば最高に気持ちいだろう。
　またこの日は、割と序盤に激しく転び、それからフロー状態のようになった。無
心で何も考えていない。スケボーに入り込んでしまって狂気的にアクティビティを
繰り返していた。これは何故なのだろうか。こなしていくのが気持ちいいのはもち
ろんのこと、転んだことでとにかくアクティビティを繰り返す状態にリサーチを忘
れてストリートスケーオボーディングした。動画を見ればわかるかと思うが、スケー
トボーディングをしている時の息遣いアクティビティに映る速さ、などが異常に早
く無心になっているのが見て取れる。



日時：6/25 15:00～
スケートボーディングによるリサーチ。本リサーチでは前回同様 5/30 で見つけ
た路面のテクスチャから材料としてあるベンチを発見しアクティビティをして
いくミクロな行為を見ていくため、再リサーチを行った。このベンチには油が
塗られており、以前にスケーターが私と同じように利用したであろう痕跡があ
る。（ベンチの黒ずんだ色の変化、これはスケーターがボードスライドするため
に塗った油だ）これより、私以外のスケーター達もタイルの滑りやすさから公
園の中に導かれるように入っていきその中でこの椅子を見つけてアクティビ
ティを行ってきたのだろう。これは私がした過程の建築であると同様のことに
見えるかもしれないが、スケーターの環世界（6/20）からこの椅子に対してア
プローチするアクティビティが同じだとは限らない。つまり、私の言う建築に
おける過程の大枠は同様であるが、ラインの引き方に差異が生じてくる。建築は、
誰一人とし同様のものはなく、スケーターの中でも様々な建築があり得るだろ
う。
　個人的にはスライド系の技はまた恐怖感もあり、メイク（成功）したことが
ない、、。スライド系の技はダイナミックでかっこいいと思っているので、ぜひ
この椅子で練習しできるようになりたい。これができれば、私自身のスケーター
としての環世界が大きく広がることと思う。
　掲載している写真に関しては、1-5 が敷地周辺の画像、6-10 がアクティビティ
をしている瞬間の画像である。



日時：6/2617:00～
　スケートボーディングによるリサーチ。前回、前々回同様 5/30 の実践をさらにミクロ
に捉えていくためのリサーチ。今回は同様のテクスチャの中にある階段（ステア）での
アクティビティである。
　ここは階段が 4段あり、個人的にはできないステアではない、と思っていた。しかし、
周辺の環境として、ステアに入るまでの助走が短くオーリーが通常とは格段に難しい。
今回のリサーチでもそれを達成することができなかった。ただできない環境ではないし、
今後さらに続けてチャレンジしていく。
　またこのリサーチで面白かったのが私が、ストリートスケートボーディングをしてい
る時にその中を散歩するおじさんが普通に通って、かつ私のスケートボーディングを見
ていたことだ。私はストリートスケートボーディングをしていく過程とそれによるライ
ンが建築であると考え、今回で言えば 4段の階段を建築する上での材料として私の環世
界から思考して行っていた。しかし、普通に歩いて通る人からしてみれば普通ではない
ことであって、私の環世界を見るように、階段の上から下に飛ぶ行為を見ていた。
　階段はそもそも歩いて高さの違う表面へ移動しやすくするためのものである。それを
ストリートスケートボーディングにおけるラインを越えていく建築が通行人のおじさん
にとっては面白く見えたのではないだろうか。
　以下のビジュアルは黒い線が私の考える材料に関しての「ライン」、グレーで透過させ
た面が私が考える「ラインから立ち上がる空虚な表面」である。

　
　



6/27( 火 )15:00～
　スケートボーディングによるリサー
チ。今回は以前もアクティビティとし
たことがある縁石のオーリーをした。
ここは縁石の周辺も車通りの多いとこ
ろではなく、アスファルトのテクスチャ
も滑りやすい。
　ここでは車道から駐車場へオーリー
をすることでそこの境に引かれている
ラインを飛び越える。このラインは、
権力者が付加した街の機能におけるラ
インである。これは建物内の計画され
たラインによく似ている気がする。住
宅で言えばリビング、ダイニング、キッ
チン、書斎、個室など機能が付加され、
それらの空間を区別したければ、物理
的に壁を立てる。これらの機能からく
るラインは今回オーリーで飛び越えた
車道と駐車場のラインを超え、通常で
はなかなか生まれない動線をスケーオ
ボーディングは作っているのではない
だろうか。


