
伝ふ島 -香りを記憶させる加工場-

20XX年、交流人口が定住人口を大きく上回る  “ 観光客の侵略 ”  が起こるであろうこの島では、
記憶を残し伝承していくことが、それを肯定的に捉える術となる。 

敷地　尾道市生口島

尾道-今治を結ぶ西瀬戸自動車道（通称・しまなみ海道）
が通る瀬戸内に位置する人口約 9000 人の島。
平成 11年のしまなみ海道開通以来、サイクリングを目
的とした観光客が増加し、観光拠点づくりを進め、観光
のまちとして発展してきた。

温暖な気候・日当たりの良い傾斜地により、柑橘栽培が
盛んであり、レモンの国内生産量一位を誇る。
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島の南側
この島の主な観光拠点や柑橘類の加工工場は島の北部に集中しており、島の人口においても比較的北部に多い。
そのため高齢化が進んでいる今、空き家や休耕地が増え、このままでは南部のゴーストタウン化が起きると危惧している。
そこで、今後、“ 観光客の侵略 ” が起きる際に、北部だけでなく島全体に侵略させていくことでゴーストタウン化を解消する。

六次産業化
島で収穫したレモンの加工を行う製造業者は 7社であり、主に洋菓子やジャムなどに加工し販売している。
この 7社という数は少なく、原料であるレモンの大部分は島外の業者によって加工，販売されており、それらの利益が島内に還元され
ることがないため、島の中で栽培，加工，販売を完結させる六次産業化を目指すべきである。

柑橘栽培を生業とする人が多いこの島では後継者不足が依然課題となっている。
そこで、ふと訪れた観光客をターゲットとして、交流者 → 関係者 → 移住者というフローを進める上において交流者 → 関係者に重きを
置くこととする。

交流者　　　　　⇨　　　　　　関係者　　　　　　⇨　　　　　　移住者

島に訪れる観光客 柑橘加工体験や農業体験を行う者 後継者としてやってくる若者や
都会から移住してきた家族

柑橘栽培における後継者不足・栽培放棄地の増加

五感のうちのひとつである嗅覚は不思議で奥深い。「におい」 は記憶に繋がり、時には過去を蘇らせるものである。
これは医学的にも証明されており、“ プルースト効果 ” と名付けられている。
レモンそのものやレモンの葉は香度が高く、研究により抑うつ効果が確認されている。
また、レモンの加工工程において、レモンの皮を茹でる際に発生する香度はより高い。

レモンの香り

等間隔に植っているレモンの木（低木）



siteA（集落地）：地縁的な繋がりにより人と人が結びついている地　

siteB（農地）：自然と共存する地

観光客の侵略を迎える頃には集落は終わりを迎えるが、集落が存在したことを残す。

観光客の侵略を迎えるため、観光客と自然を調和させ、交流者→関係者を生み出す。

存在を伝ふ

交流者を伝ふ

二拠点に敷地を設定することで南側に人の流れを作り、
それらを廻ることで「集落のある地から農地への変遷」という島の物語を読むことができる。

人を伝ふ
物語を伝ふ

伝ふ -記憶と伝承-

農地・加工場・販売所を直接繋ぐのではなく、個々に開き人の流れが繋ぐことで六次産業化が成り立つ。
産業を伝ふ

これら二拠点に加工場を設け、発生するレモンの香りにより、あらゆるものを「伝ふ」

siteB

siteA
「記憶に強く残る “ 香り ” は、人が何かを伝える上で大きく活きる要素になりうる」　と考える。

サイクリング等による人の流れ

農地 ( 第一次産業） 加工場 ( 第二次産業） 販売所 ( 第三次産業）

六次産業化
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パーキングエリア

農地

集落・農地

商業・工業地域

柑橘類加工工場

海陸風の風向き

負圧

負圧

海

中の空気を引っ張る流れ

香りを伝える建築
土地に倣う建築 siteA,B ともに海の近くに位置するこの土地では、昼間、海から陸に

向かって海陸風が吹く。
海陸風により屋根上に発生する負圧を利用し、空気を引っ張る屋根の
構成とし、レモンの香りを漂わせる。

また、地形の傾斜に合わせた屋根勾配は、地形に馴染んだ建築を創
出させ、等間隔にレモンの木が植っている周りの自然とリズム感を
調和させる。

地中に面した壁・スラブは、圧縮強度の高い海水練り海砂コンクリー
トを用いる。



一階平面図　S=1/300 二階平面図　S=1/300 三階平面図　S=1/300配置図　S=1/300

アフォーダンスに富んだツナギドマにより、開かれた拠り所となる場
が創出される、農村集落の人と人の繋がりをここに残す。
加工品の販売所としても利用される。

地縁的な繋がりを “ツナギドマ” によってこの地に残す。
本来、農村集落では作業場として用いられている土間を伝い道に溢れ
出させ、加工場と伝い道の繋がりを土間の操作により創り出す。

siteA では周辺の空き家を改修し
選果場・貯蔵庫として利用する

集落地における加工場は、主に観光客などの
加工体験ができる場とし、人と人の根付いた
繋がりを感じることができる。
体験を行うことにより、交流者が関係者とな
り、移住過程に寄与し、後継者や移住者とし
てこの島に訪れるきっかけとなる。

サイクリングロード としても利用される“伝い道”は、二拠点を廻る道であり、この島の物語を読み解
く場となる。
サイクリングと徒歩の速度の差により、物語を読むスピードが変わり、ゆっくり読みたい人は徒歩、等
の選択が与えられている。

農村集落では作業所として利用されていた土間が
　　　　　　　　　伝い道に溢れ出したツナギドマ

柑橘類の貯蔵に相応しいとされる土壁漆喰塗りの貯蔵庫

地縁的な繋がりのあった農村集落地に、よりどころとなる場を復活
させ残す。
観光客の侵略が起こった際にも住民と観光客が交流する場となる。

空き家改修にもツナギドマを設ける。
前身であるドマ空間に一番近いツナギドマ。
ここから伝い道に広がり、全てのツナギドマに繋がっていく。

あふれだすツナギドマ

土間のあふれだし空間：ツナギドマ

アフォーダンスのあるツナギドマ

農村集落ならでは、のよりどころ

前身に近いツナギドマ
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地縁的な繋がり▷ツナギドマ、伝い道
siteA（集落地） 集落が存在していた記憶 /人と人の根付いた繋がり
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North side

South side

伝い道

一階平面図　 S=1/300 二階平面図　 S=1/300

一階平面図　 S=1/300 二階平面図　 S=1/300 三階平面図　 S=1/300
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傾斜と中央の伝い道に合わせ
操作させた屋根形状

農地に介入し自然に調和させた木組み

選果場・直売所・貯蔵庫・販売所・
加工場を交互に配置し、エンガワの
流動性を大きくさせる。

平行四辺形状のスラブは、農地との
間に曖昧な空間を創出させる

スロープ状のエンガワ

配置図　S=1/500

この島で用いられている栽培用モノレールをエンガワに設置させ、
加工場に絡ませる。
農場から加工場で加工される柑橘類の運搬をに主に用い、上から順
に選果場・直売所・貯蔵庫を通り流動させることで、エンガワを歩
くと、レモンが加工される過程を近くに感じ読み取ることができる。

siteA（集落地）のツナギ
ドマを挿入した空間。
ツナギドマからエンガワへ
の変遷を表し、観光客の侵
略と同時に起こるであろう
集落の終わりを迎えてから
も集落の存在を示し想いを
残す場となる。

エンガワはレモンの加工工程を読みとき、自然を知る道である。
加工場と農地の間を人が通ることで、エンガワを歩く人が伝い人となり二つを繋ぎ
得る。農地と加工場の調和をはかり、六次産業化へのプロセスとなる。
加工場でレモン皮をゆで、レモン果肉を絞る際に漂う香りと、農地に根付いたレモンの
葉から漂う香りの違いや香りのグラデーションを感じることもできる。 サイクリングロード である伝い道。レンタサイクルスポットを設ける。

加工品を売る販売所。
伝い道に面し、道との曖昧な空間であり、奥に見えるツナギドマはサイクリスト
の休憩の場となる。

north side 1F の直売所は屋外をメインとし、エンガワの
導線と重ねることで、自然と入り込める空間とした。

栽培用モノレール

加工場と農地の中間領域であるエンガワ

伝い道に面した販売所

こっちにもツナギドマ

あいまいな空間の直売所

レンタルサイクルスポット

エンガワの導線に、栽培用モノレール

伝い道が north side と south side の間を通る。
レモンの香りが漂う伝い道から興味を持ち、
エンガワで自然・柑橘加工を肌に感じ、また伝い道に戻る。

伝い道→エンガワ→伝い道

自然との共存▷エンガワ、伝い道
siteB（農地） レモンの加工を知り、読み解く /六次産業化
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