GO WEST!
WILL CHINA’S NEW MEGACITIES CONQUER THE WORLD?
DAAN ROGGEVEEN

西遊記ー21世紀版

中国の新大都市は世界を征服するか？
ダン・ロッグビーン氏

中国では今、かつて世界が見たことのないような巨大な
都市社会を形成している。中国中部や西部に存在してい
た小さな町は、何百万人もの人口が生活する大きなメト
ロポリスへと驚きのペースで変容を遂げている。建築家
ダン・ロッグビーンとジャーナリスト、ミシェル・フル
ショフは、このように新たなに発生してきている２０箇
所の都市を訪ね、彼らの新しい本「How the City
Moved to Mr Sun – China’s New Megacities」にまと
めている。その中で彼らは、このとてつもない成長の裏
に存在する無情な論理を露呈させ、同時にこの止められ
ないプロセスの中で追いやられる多くの人々の状況を克
明に描写している。

China is creating the largest urban society the world
has ever seen. Small towns in Central and Western
China are transforming at breakneck pace into huge
metropolises with many millions of inhabitants.
Architect Daan Roggeveen and journalist Michiel
Hulshof travelled to twenty of these emerging cities
and described them in their new book How the City
Moved to Mr Sun – China’s New Megacities. It
lays bare the ruthless logic behind this incredible
growth, and presents in loving detail the mass of
humanity washed up in this unstoppable process.
LLLABO and Waseda Architecture are pleased to
invite Daan Roggeveen to talk about the experiences
and discoveries presented in his book. The talk aims
to challenge assumptions about the nature of
Chinese society, and discusses the question: will
China transform its triumph of brick and concrete
into a model that will conquer the world?

LLLABOと早稲田建築学科はこの度、ダン・ロッグビー
ン氏をお招きし、彼の著書で述べられている経験や発見
について講演していただくことになりました。講演で
は、中国社会の様相についてこれまですでに語られてい
る仮説の信憑性を探り、「中国はこのレンガとコンク
リートによる勝利を、世界を征服するためのモデルへと
変えていくことが出来るだろうか？」という疑問につい
て議論する。

Daan Roggeveen
Daan Roggeveen is a Shanghai-based Dutch architect.

ダン・ロッグビーン氏

Educated at TU Delft. Together with journalist Michiel Hulshof,
he founded and oversees the Go West Project, a

ダン・ロッグビーンは上海在住の建築家。オランダ・デルフト工科大
学にて教育を受ける。ジャーナリストであるミシェル・フルショフと
共に、他分野に及ぶリサーチと新たに芽生える巨大都市に焦点を当て
たデザイン・スタジオ「Go West Project」を立ち上げる。スタジオ
では、都市文化に対して深い関心を持っており、リサーチや建築、メ
ディアを通じて、より理解を深めたり貢献出来ることを目的としてい
る。ダンは現在、香港大学上海研究センターにて公共プログラムの
キュレーターとしても活躍している。

multidisciplinary research and design studio focusing on
emerging megacities. The studio has a deep interest in urban
cultures and wants to understand and contribute to them
through research, architecture and media. Daan is also Curator
of the public programme at University of Hong Kong/Shanghai
Study Centre

December 12, 2012 (Wed) 18:30-20:30
1F Meeting Room 2, Building 55-N-1-01
Waseda University, Nishi-waseda Campus
3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo

2010年12月16日(木) 18:30〜20:30
早稲田大学 西早稲田キャンパス
55-N号館 1階 第二会議室
東京都新宿区大久保3−4−1

Free entry - All welcome (Registration requested)

参加自由 （無料）※申し込みお願い致します

Registration: www.lllabo.com
Enquiries:
jworrall@aoni.waseda.jp

お申し込み: www.lllabo.com
お問い合わせ: keigo.kobayashi@aoni.waseda.jp
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