
ARCHITECT　2016 − 10　1

NO.337
CONTENTS

ARCHITECT

2016. 10.　OCT.

　実は先月表紙に使った洗濯ピンチと一緒に買っ

てしまった「アンティークピンチ」。何を隠そう

アルミの無骨な表情と100円の魅力に負けてしま

ったのです。アルミニウム合金という素材は建築

と密接な関係にあり、外装材・サッシ・手摺・ド

アハンドル等々あらゆる部分に使用され、近年で

は構造材としても使われたりしています。軽量で

強度もあり加工性も良いのでDIYでも大活躍しま

す。この「アンティークピンチ」をよくよく眺め

ていましたら建築の構造体のようにもモニュメン

トのようにも見えてきましたので、そんなイメー

ジで撮影しました。撮影しながら、構造体が一部

独立してモニュメントにもなっている建築もよい

なぁと思ったりしました。
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Y今回使用した家庭用品
・耐水紙ヤスリ　＃ 180　229×280…1枚
・アンティークピンチ　19×42×14…16 個
・厚紙　10×10×0.5…8個
・コースター　φ100…4枚
・ 1/50 人物模型…4体
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自作自演○204

小谷　陽次郎（JIA愛知）

日建設計（名古屋市中区栄4-15-32　TEL 052-261-6131　FAX 052-261-6136）

　先日、ある建築系の大学の先生から、ゲームクリエイターの思考回路は非常に面白いというお話を聞いた。
　そもそもPCやスマホのゲームには全く縁の無い身であるから、ゲームクリエイターという方にも馴染みはなく、漠然とゲームを面白くするストー
リーづくりやキャラクターデザインをしている人というくらいの考えしかなかった。
　興味本位に、あるゲームクリエイターのブログなどを見てみると、そこには想像とは違い、ゲームの操作性、いかにマニュアルを見ずとも簡単
にゲームができるか、要するにゲームそのものにストレスなく集中できる環境づくりに多くのエネルギーが割かれていることが書かれていた。
　複雑な操作を直感的に、簡単な動作で行えること。テレビのリモコンボタンに比してゲームの操作器のボタン数はいかに少ないかということ
を例として語られているが、日本人は古来より複雑で具体的な事象を簡素化、抽象化して豊かなイメージを表現することが得意な人種であり、
これがゲーム産業が日本の主要産業となった要因であると説いている。
　振り返ってわが建築の世界はどうか。建築の技術的進歩により環境技術や免震構造などの発展は素晴らしく、より高度な制御と操作が
必要となっている。大規模複合開発では一つの建物に複数の用途が詰め込まれた都市のようになり、訪れた人は迷宮に踏み込んだかのよ
うになってしまう。
　もっと単純に、窓を開ければ涼しい風が入ってくるとか、サインがなくとも行きたいところに行けるとか、直感的にストレスなく利用できる建築と
いうものを、全く違う発想で考え直す必要性を考えさせられた。
　複雑なものを簡単にすること、これは日本人固有の能力を活かした新たなデザインを拓くヒントになりそうな気がしている。

複雑なものを簡単に

佐藤　和正（JIA愛知）

野口建築事務所
（名古屋市中村区名駅南2-10-22　ORE名駅南ビル　TEL 052-551-7007　FAX 052-551-7009）

祭事長は面白い

　江戸時代初期から約400年続く三重県桑名市の日本一やかましい祭と称される石取祭。41町43台の祭車が現存し、基軸となる運
行規約はあるが細部は各町に任されている。3年任期で町の祭りすべてを取り仕切る祭事長に就き、今年が最終年。8月第1日曜の
本祭（本楽）を終えて、重責から解き放された感がある。各町の祭車は大工、鍛冶、彫刻、彫金、漆塗、織物、太鼓、鋳物、提灯およ
び人形師が競いつくられる。各職人の特徴は出るが同じ物はなく見応えは十分ある。本楽前日午前0時の一斉叩出し・夕刻の試楽・
本楽日午前2時の叩出し・夕刻の本楽と各場面での祭車の装い、祭人の装い（羽織袴から袢纏まで）や見せ場の方針を決め、運行
は白扇、馬上提灯で取仕切るのが祭事長。この3年は過去に例を見ない内容の濃い物になった。1年目は先頭（花車）で全町を率い、
2年目は全国の祭33団体（全国山･鉾･屋台保存連合会）
の総会、伊勢神宮式年遷宮に絡み宇治橋で使われた鳥
居を東海道桑名宿七里の渡し跡に建つ鳥居（伊勢の国・
壱の鳥居）へ移設するお木曳に関与し、3年目は伊勢志
摩サミット関連行事のジュニアサミットでの祭交流イ
ベントなど、今後はできない体験をした。この冬予定さ
れる、前述33団体まとめてのユネスコ無形文化遺産へ
の登録実現の折にはさらなる経験が期待できる。

左右とも同じ祭車だが、乗せる装いによって印象ががらりと変わる。左は十二張提灯、右は神宮皇后の装い
（建て替え後の「伊勢の国・壱の鳥居」前にて）。
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秋山　雄威（JIA静岡）

秋山建築研究所（静岡県静岡市葵区鷹匠1-2-11　TEL 054-251-7070　FAX 054-273-6006）

時間経過と建築の変化の古民家サーベイ

　私が設計した磐田の住宅、伊藤邸（I-house：平成13年度静岡県住まいの文化賞 最優秀賞）のオーナー、静岡大学の伊藤文
彦教授のもとでポーランド ワルシャワ工科大学 建築学部創立100周年記念事業の一環として、I-houseを宿泊所とし、約380
年経過する伊藤家の生家を実測し、時間経過と建築の変化をテーマにCGシュミレーションするという古民家サーベイが行わ
れることになりました（民家調査8/28 ～ 9/1、本成果は10
月にワルシャワで発表予定）。
　さらに、これに合わせて、8/30にワルシャワ工科大学+
ワルシャワ芸術大学+静岡大学との共同ワークショップ
が企画されました。この共同ワークショップでは、あら
かじめ相互の学生達が同一の課題を行い、英語による自
己紹介と合わせてパネルプレゼンを行い、相互の交流を
図りながら、デザインの未来について意見交換するとい
うものです。
　年月を重ねた古民家と新しい技術の現代建築の変化に
ついて、とても興味深いサーベイになると考えています。

三宅　晶信（JIA岐阜）

三宅設計（可児市中恵土2175　TEL 0574-62-1881　FAX 0574-62-5432）

域学連携と地域の発展

　中津川市加子母、国道257号線より山際に、古い建物が見えてきます。明治27（1894）年に村の有志達で建てた芝居小屋「明治座」の
見学の機会を得ました。建設費用、木材、人工など全て村人で賄い臨んだ大事業は、わずか1年の工期で完成しました。明治20年代は、村
芝居の全盛期で明治座のような劇場形式の農村舞台は多くありましたが、明治座はその最も発達した姿です。創建から120年が過ぎ、加子
母の風土と歴史が刻み込まれ、建物は、周囲の山並みに美しく映っていました。創建当時から、明治、大正、昭和、平成と現在まで、地域の
人達で修繕や追加工事を繰り返し行ってきたおかげで明治座は守られてきました。平成の大修理は、加子母地区、域学連携に取り組んだ先
生方の提案と地域の課題を大学に共有し解決する取り組みで、地元の意見と合意形成を図り進められました。そのプロセス、地震被害に対
する補強計画、文化財としての建築意匠に対する伝統建築の価値が次の世代に残ることが期待されました。
　当時は、徳川の尾張藩による各地の城郭、城下町の建築に木材が大量に使われ、加子母の檜は、伐採はもとより山に立ち入ることさえ禁止
され、檜は1本も使うことができなかったといいます。建設時の地元の苦労がしのばれます。
　内部は開放的な空間で、８間以上の梁は樹齢400年のもみの木が使われ、屋根はクリ・サ
ワラのこけら葺き石置屋根になっています。そのほか、花道の「すっぽん」という欠き込みや舞
台中央の「廻り舞台」、村の女性が落成に花を添えた「娘引き幕」などが復元され伝統技術
の継承がされています。明治座の地歌舞伎は毎年秋上演され、にぎわっています。明治座
も今後の修復基金の協力寄付を大勢の方にお願いしています。地域活性化の地元料理で「ほう葉寿司」「加子母茶」もPRさせていただきます。

芝居小屋「明治座」

I-house
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隔月6回連載

都市と人の
コミュニケーション
地中海都市から考える

　前回の最後に触れたカタルーニャ建築家協会は、新しいタ
ラゴナ支部の整備に当たって、古代ローマ時代の遺構を蘇ら
せる空間づくりを行った。これは、空間の使い方を提案する立
場にある組織が、都市の来歴と真剣に向き合った幸運な事例
である。とはいえ、一般的な事業主が都市に積層する時間に
関心を寄せ、それを建築デザインに統合しようと思い立つこと
は多くないだろう。
　現代人が手にした土木・建築技術は、空間文化の進化に
寄与する一方で、使い方を誤ると、都市が培ってきた個性を
破壊する道具になりかねない。価値ある遺構を開発圧力から
守るためには、建築行為への公的介入が必要なこともあるだ
ろう。建築は、市場の力と政策的な要請の狭間で、本連載の
テーマたる都市と人のコミュニケーションに積極的な役割を果
たしえるだろうか。前回に続き、タラゴナの2つの実例をもと
に考えてみよう。

遺跡の上につま先立つ

　1つ目は、2000年代初めに建設された集合住宅である（図
1上）。写真中央の新築物件を左隣の建物と比較してほしい。
ともに住居の部分は5階建てであるが、新しい方の建物で
は、商業床をなす地上階と住居の間に、窓のないフロアが挿
入されている。近くを散策するうちに、同様の特徴を持つ住宅
をいくつも目にした。
　タラゴナは、全市域にわたって古代の都タラコに関する考
古学ゾーンに指定されている。このため、基礎工事を伴う建
築行為の大部分に対して発掘調査が義務づけられる。特に、
工場の郊外移転によって大量の遊休地が生じた臨港エリアで
は、再開発が行われるたびに、工場や倉庫の下に埋もれてい
た古代の住宅・施設跡が発見されている。写真の物件でも、
遺産保護政策に関する最終的な権限を有するカタルーニャ自
治州文化省が、ディベロッパーに敷地内の詳細な発掘調査と
発見された遺構の保存を命じた。結果として、主だった遺構
を避けるかたちで建物の支柱を配置し、通常なら地下につく
られる駐車場を地上階の上に積むという、考古遺跡の上につ
ま先立つような構造の建物が出来上がった（図1下）。
　こうした建築設計は、遺跡を現状保存するための技として
一定の合理性を有する。しかし、行政の命を受けた調査・保
存措置によって開発費用が膨むうえ、物件を購入した住民に

してみても、遺構の存在にありがたみを感じることは難しいの
ではないか。せっかくの遺構が建物の足元に密封されてしま
い、人々が町のなりたちを体感するためのメディアとしてほとん
ど機能しない。そこに問題点がありそうである。唯一の救いと
言うべきか、地上商業床の一部を取得して日本食レストランを
開いた中国人の一家が、自治州の補助を得て床面の一部を
ガラス張りにし、床下に見える古代の洗濯場跡をアピールの
一つにしている（www.dayu-sakura.com）。

新しい時間の層を挿入する

　2つ目に取り上げるのは、タラゴナ歴史地区のフォン広場に
面する廃屋をリノベートしてできた銀行支店である。広場の南
辺に建つ建物は、廃墟と化したローマ競技場の構造体を再
利用したため、階段席を支えていた穹窿と同じ幅（尺貫法の
ほぼ3間）で間口が揃っている（図2左）。その一棟を買い取

時空を繋ぐ建築―タラゴナ❷

図1｜古代ローマ時代の遺構上に建設された集合住宅
（上）建物外観、（下）遺構と建物の支柱の位置関係を示した図面
図面は、カタルーニャ自治州文化省の保管資料による

第 2回
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ったカタルーニャの大手銀行ラ・カシャは、調査が進むにつれ
て、予想をはるかに上回る規模の遺構が現れるのを目の当た
りにした。露出した遺構の圧倒的な存在感と、その保存・可
視化を強く求める自治州文化省の要請を前に、ラ・カシャは、
支店としての空間利用と遺構の保存を両立させるべく、バルセ
ロナの建築事務所OAS（oasbcn.wordpress.com）に建築
プロジェクトの立案・実行を託した。
　2006年に開業したラ・カシャの「支店3526号―ラス・ボル
タス（穹窿）」の前に立ってみた。最初に目に入ってくるのは、
綺麗に化粧直しされた19世紀の建物のファサードである（図
2左中央の建物）。しかし、注意して見ると、鉄柵の付いたバ
ルコニーの窓枠は空洞になっていて、1m余り間を置いた背
後にガラス張りの壁が立ち上がり、屋上まで連続する第2のフ
ァサードをつくっている。そして、ガラス戸を開けて屋内に足を
踏み入れたとたん、見事に修復・保存されたローマ競技場の
階段席が頭上に迫ってきた（図2中）。約2000年前に積まれ
た石材に新しい漆喰塗りの壁や鉄の構造物という、異物同士
の組合せが、屋内空間に新たなまとまりを生み出している。突
き当りに見える先の少し尖ったゴシック式アーチは、タラゴナ
を再建した中世の人たちが古代都市の廃墟から石材を取っ
て組み上げたものだという。
　ラ・カシャの支店は、古代・中世・近代という時間の層の積
み重なりがつくる空間を読み解き、現代の層を挿入した興味

深い事例である。しかし、この建築プロジェクトが成し遂げた
のは、先人が残した造形・素材をいかして歴史の異なる時間
を対話させることだけではない。細分化した不動産の権利関
係に絡め取られた現代の市街地にあって、地下でつながる遺
構は、都市というものが個別のロケーション（立地）の集まり
ではなく、トポス（場所）が作用し合う磁場のごとき空間である
ことを教えてくれる。ラ・カシャの建物は、ローマ競技場と近代
に形成された中心広場という二重の文脈に身を沈めることで、
自らが立つトポスの価値を引き立てている。遺構の保存とオフ
ィス利用を両立させるために、歴史的街並みのデザインコー
ドにないガラス張りファサードを認め、建物の奥行・高さ制限
を緩和するなど、柔軟な配慮を与えた都市計画の役割にも注
目しておきたい（図2右）。
　建築は、遺構をポジティヴな価値に転じ、都市と人のコミュ
ニケーションに生気を吹き込む力を持っている。地中海の時
空を繋ぐ建築からわれわれが学べることは少なくない。

図2｜ローマ競技場の遺構を土台とする建造物と銀行支店への転用
（左）フォン広場南辺に列をなす建物、（中）銀行支店として再生された建物の屋内空間、（右）遺構の保存とオフィス利用を両立させる建築計画
右図は、タラゴナ市都市計画資料（上手地区特別計画の部分修正）にもとづく

たけなか・かつゆき
東京大学大学院博士課程満期退学、博士（学術）。
固有名詞で意味づけられた場所・地域の価値に関心
を寄せ、身体と場所を結び、地域をおりなす風景を
考究している。
近著『空間コードから共創する中川運河―「らしさ」
のある都市づくり』（鹿島出版会、2016年、編著書）。

（写真：Rafael López-Monné撮影）

竹中克行｜地理学者・愛知県立大学教授
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　6月26日に熊本に入りし27、28の両日に
渡り熊本市の郊外で被害の大きい益城町
の隣に位置する嘉島町で第2次判定調査を
実施して来ました。
　夕方嘉島町役場に着き隣接する町民セ
ンタ−の2階に現地対策本部が置かれ、福
岡地域会の方と引継ぎのミ−ティングを
行いました。翌日は8時30分に対策本部に
集合し、3班体制で45分には出発です。ス
タッフは案内・補助役の嘉島町職員1名と、
外部項目と内部項目のそれぞれを建築家1
名と記録係の熊本県の職員1名の計2名ず
つが担当し、1班計5名編成で行います。1件
当たり2時間以内に終了し1日4件を調査す
る日程です。
　再調査の申請があった家屋に着くと町
の固定資産台帳からの図面との相違を確
認すべく建物外周長さを計測して全体の
把握と、建物四隅の傾斜測定をし、基礎と
屋根、外壁および建築設備の損傷調査、内
部は柱・壁・建具の損傷を調査します。内
閣府の基準をもとに各損傷の範囲と程度
の判定は建築家が行い、職員は記録し夕方
にはセンタ−に戻り、被害の割合から一部
損壊から全壊までの判定を行う仕組みで
す。2次調査が始まり1カ月が経過した時点
で、1次調査の被害が重い順に全壊から半
壊のランクはなく、ほとんどが無被害か一
部損壊のレベルで当班の再調査の結果ラ
ンクの変更は27日はなし、28日に2件の変
更がありました。その内容を説明します。

【①無被害→一部損壊】築1年程度の新築建
物で四隅の傾斜が一方向に3 ～5mmの
1/240、基礎の被害は換気口廻りに2カ所
のひび割れがあった。内部は屋根材のズレ
で雨漏れが一箇所発生した程度で1次調査
の無被害の判定は妥当に思える。家主から
の聞き取り調査で、ハンガー扉が開き放し
と開けても閉じてしまう状態になってい
て、その方向に歩くと床にわずかな傾きを
感じる。使用上困難があり、直すには基礎
をジャッキアップして傾きを矯正する方
法で数百万円の工事費が掛ると施工者か
ら言われている。建具、床、壁の被害はな
い。さて何の項目で評価するか?　わずか
な基礎の不等沈下であったが、基礎の損傷
割合の範囲を推定して加算する評価を
行った結果、損害割合は無被害の0%→7%
の一部損壊へランクアップしました。

【②無被害→半壊】在来木造の築50年以上
の建物。外壁はサイディング、四隅の傾斜
は1/60未満。基礎は目視で確認できず、束
立て基礎かとガレキを排除して1カ所を探
し出す。束石よりの落下はないが5cm程度
の柱の移動は見受けられた。外壁の劣化は
あるが地震による損傷は見られない。裏に
回り隙間から見ると土塗り壁の上にサイ
ディングが張られている、内部の壁に損傷
があるのではないかと予測して内部に入
ると家財道具や物が散乱し足の踏み場も
ない。部屋の扉も家具に押され開かない。
隙間より覗きながら判定を行った。外壁に

面する壁に加えて間仕切り壁の脱落が相
当ありレベルⅤと判定した。柱の移動は1
階床の束立て基礎に影響が出て床の落下
を生じ、内部建具は敷居よりはずれ家具の
転倒もあってほとんど破壊された状態
だった。柱や壁（耐力壁）は地震に対する
建物の耐震要素で構成比も高く範囲と程
度を充分に加味した結果、損害割合は無被
害の0%→22%の半壊へ引き上げられまし
た。
　被災者の心理としては、1次調査では外
部調査のみで内部の被害を見ずに判断す
るため、強い疑問が残り2次調査の申請を
行った人も多くいると思われます。東日本
震災の際に私が経験した名取市での調査
では、1次と2次の中間の1.5次調査として、
被災者からの聞き取り調査や内部状況を
見て、大きな被害であれば次の再調査の申
請ができることや民間保険会社との調査
の相違を説明したことで、その後の2次調
査数の減少につながったと思います。
　最後に私見ですが、今回の調査で下地ボ
−ドの継ぎ目でビニ−ルクロスの破損が
大変多くありました。下地ボ−ドは耐震性
を有していますが、仕上げ材として変形に
対する追随性は、時間の経過と共に劣化が
進み被害が出たことをあらためて知りま
した。今後の設計に対する教訓となりまし
た。

熊本地震　JIA会員からのレポート

嘉島町第2次判定家屋調査の報告
東海支部災害対策委員長・静建企画設計　杉山貞利

災害対策本部 判定ランク表 ビニ−ルクロスの被害
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　嘉島町は熊本市の南隣に位置し、人口
9000人程度、川に挟まれた水に恵まれた地域
です。農地が非常に広大で豊かさを感じまし
たが、農道のマンホールや橋の基礎が液状化
による隆起でいたる所が被害にあっており地
震の大きさを示していました。
　町に28日に入り、29日、30日の調査を担当し
ました。この調査による被害認定が罹災証明
書の交付につながり、被害者支援策適用の判
断基準の1つとなります。被害者支援策は、復
興への大きな足掛かりとなるもので、義援金の
給付、災害援護の融資、税金保険料などの減
免猶予、仮設住宅・被災建物の解体修理費
の支給や補助などがあります。従って調査はと
ても大切な役割を担うことになります。
　この第2次調査は、原則として第1次調査を
実施した住家の被災者から申請があった場
合に住人立会いの下で実施するのですが、
被災者の調査への認識の差などにより初めて
調査を受ける物件もありました。被害は損害の
割合で判定されます。損害割合が50％以上は
全壊、40％以上50％未満は大規模半壊、20％
以上40％未満は半壊、20％未満は半壊に至ら
ない（一部損壊）となります。明らかに全壊の
建物は1次で判断され2次に来ないと判断でき
ます。2次には微妙な判断の建物、つまり判定

が分かれるような、他物件と比較して納得が
いかないような建物が来ることが多くなります。
また、1次調査は外観目視調査によるため内部
の状況は不明であり、居住者との見解に差が
あることが考えられます。
　実際に調査してみると、一見大きな被害が
無いような建物がありました。納屋とつながる
築50年程の農家ですが、屋根の瓦は損傷が
小さいものでした。しかし注視してみると壁の
一部が脱落しています。内部は田の字プラン

のように和室が連なる大きな家で、縁側はほと
んど壁がありません。アルミサッシは一部可動
せず、襖や障子も一部可動せず、まぐさに変
形、柱との取合いにズレが見られました。柱の
一部に割れ（ひび）があり、和室塗壁や浴室タ
イルの亀裂・剥落が見られます。床も一部が沈
んでいました。現地では、各部位の損傷レベル
を矢継ぎ早に判定していきます。判断が微妙
なときは、調査員との合議や行政の方針（これ
までに判定を行った建物とのバランス）に拠る
ことがあります。この物件の場合、損害割合が
20％を超え半壊となり1次調査と判定が変わり

ました。
　私が担当した時期は調査全体の後半でも
あり、調査建物が全壊に至るものはなく、半
壊となれば被害が大きいものでした（大規
模半壊1件あり）。数件をこなして判定の計
算方法を見返してみると、半壊に至るには、
各部位にまんべんなく損傷レベルが積算さ
れる必要があることが分かります。そのた
め、個々の損傷レベルの判断が多少変わっ

ても判定に大きな影響はでません。2次は1
次に比べて判定部位が6カ所増えているた
め、丁寧できめの細かい調査が適切な判定
に重要だと思います。
　全壊または半壊に判定されるか否かで被
害者支援の内容が大きく変わる可能性があ
り、その公平性にいろいろな意見が出ると推測
しますが、現地へおもむき調査を行い会話をす
ることは、依頼者が抱いている住家と将来へ
の不安を和らげる効果もあるようです。特に行
政の方が直接出向くことはお互いの信頼関係
を深めることにも役に立っていると感じました。
それを示すが如く、私共は依頼者全員の方か
ら慰労の言葉をいただきました。
　また、今回の調査では、主にJIA会員は間
取りの確認と判定を担当し、行政の方々が記
録や写真、集計を行いました。特に静岡県や
福島県から支援に来られた行政の方々は、作
業に手馴れている様子でとても頼もしく、数を
こなすためには必須の存在でした。また、これ
らの方々は各県内のさまざまな地域・配属か
ら集められており、この支援地で共同作業を
することにより連携がつくられていくことが推察
できました。JIA九州支部でも事前の準備を進
められているようです。東海支部でもこれらに
習うべきことが見えてきたように思います。

熊本地震　JIA会員からのレポート

嘉島町　住宅被害認定第2次調査に参加して
参加日：6月28日、29日、30日

三重地域会長・奥野建築事務所　奥野美樹

農家の外壁が崩れている

基礎と壁がずれている

内壁が脱落している
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　第4回は、会場の設計者であり住まい手である中渡瀬拡司さん
（CO2WORKS）と、自然を活かした心地よい住まいと暮らしを実現する
設計をするかたわら、体験・体感型の住環境教育を実践する廣谷純子
さん（みっつデザイン研究所）をパネリストにお招きして、「建築の熱環境 
見えないものをデザインする!」と題した、体験・体感型のレクチャーイベ
ントとなった。
　導入として、住まい手である中渡瀬さんが、会場の日常&イベントで
の使い方や、（男気溢れた）RC打放し・無断熱・壁厚275mm（壁面
結露しない厚さらしい）建築の熱環境性能、冬を除いて意外に快適な

（?）季節ごとの感想など、ワークショップのための前提条件を投げかけて
くれた。続いて、廣谷さんが熱環境を考える上での見方、感じ方を体感
を交えたレクチャー形式で分かりやすく説明してくれた。熱の移動方法
には放射・伝導・対流・蒸発冷却の4つがあり、暑さを感じるのは空気
の温度（気温）だけで決まらないこと、それらを保冷剤とカイロを使った
簡単な放射熱の実験で体感した。さらに、室内外の写真とサーモ画像
を見比べて体感を想像するイメージトレーニングをすることで、温熱環
境の6要素と結びつけて放射熱の見方・感じ方を学ぶことができた。学
生時代に大学で学ぶと非常にとっつきにくかった環境工学の内容が身
近な体験とつながりすごく分かりやすかった。
　レクチャー後、さらに体感と数値をつなげるワークとして、熱環境の異
なる1階オフィスと4階会議室を行ったり来たりしながら、放射温度計を

片手に天井・床・壁と建物の表面温度を計り、簡易な体感温度の算出
と、温冷感や快適性に関する体感チェックを各グループで行った。
各々、温熱環境に対する感覚の違いを共有しながら、その違いは何に
起因しているかを現地でディスカッションし、住まい手である中渡瀬さん
の気持ちになって、熱環境の観点から住まいをよりよくするためにできる
ことをグループで考えた。グループ発表では、ガラスに梱包材、こたつで
暖を取る、屋根を田んぼに、壁面緑化、地熱利用、怪談で涼む@階段、
など現実的なものからユニークなものまでたくさんのアイデアが飛び出
し、建築的な工夫から使い方の工夫までさまざまであった。設計をする
際にどこまでを建築（ハード）でつくりこみ、どこからを使い方（ソフト）で
補うか、その線引きをデザインすることが設計者にとって難しいところ

（腕の見せ所）であり、利用者との間に「熱環境」という共通項を持つこ
とがその近道だと感じた。つかい手自らが使い方を工夫することで快
適性が増せば、建築そのものへの愛着がきっと増すと思うからだ。
　廣谷さんはレクチャーの前半で、レクチャーイベント全体のテーマであ
る「地域が建築に求めるもの」と「熱環境」との関係について、建築のつ
かい手である「地域の人=一般の人」が建築に対して見ているものや
感じていることと、建築のつくり手である「設計者」が見ているもの（＝見
てほしいもの）や感じてほしいこととの間には深い深い溝があると話して
くれた。暑い・寒いといった目には見えないけれど、利用者であるつかい
手自身が体感してよく分かっている熱環境は、実際、間取りや見た目以
上に評価される部分でもあり、設計者が利用者の声に耳をかたむけな
いといけない大切な部分だと感じた。また、中渡瀬さんはイベント後の感
想で、熱環境的に厳しい建築に住むことで設計を進める際に熱に対し
て敏感になったと話してくれた。その話を聞いて、設計者自身も身近な
環境を教材とし、日々 の生活を通して熱環境にかかわる現象を体験・体
感した上で、熱環境の原理・原則を学ぶきっかけ・場が必要だと感じた。
　設計者として、つかい手に寄り添いながらよりよい熱環境を構築する
ことは、熱環境という目に見えないものをデザインすることを通して設計
者とつかい手の溝を埋めること、地域が建築に求めることへの実現に
近づくことではないか。最後に余談だが、廣谷さんが提唱する、熱に興
味を持ち、室内外の風景を眺めるだけで熱画像のグラデーションが見
えてくる「熱友」。この日、数多くの熱友が東海圏に生まれた。

建築の熱環境 見えないものをデザインする

久保久志｜東畑建築事務所

地域が

建築に

求めるもの　  4

i 特集・連続企画

第4回のレクチャーイベントは、それまでのイベントでの議論を反映して、
公共建築が使われるなかでの問題点として挙がっていた「熱環境」にフォーカスして行われました。　　　 企画担当：吉村昭範（D.I.G Architect）

中渡瀬拡司さん（CO2WORKS）

廣谷純子さん（みっつデザイン研究所）

ワークショップ「dNb の熱改修計画を中渡瀬さんに提案しよう！」の様子

〈第4回レポート〉
見えないものをデザインすることこそ
大切なのか
8月20日（金）
会場：dNb（CO2WORKS事務所1階）
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JIA 愛知発

キーワードは「動く素材」

愛知淑徳大学・JIA 東海支部愛知地域会 共催　三分一博志 講演会「風、水、太陽」

　愛知淑徳大学で7月23日から8月7日まで
開催された「三分一博志展　風、水、太陽」。
その講演会が2016年8月3日、ナディアパーク
11Fのアートピアホールにて三分一氏を招いて
行われた。
　冒頭、氏は静かな語り口で「建築を通じて
地球のディテールを考えることに興味がある」
と始められた。建築の理想は、その姿形を見
れば、風・水・太陽などの「動く素材」が見えて
くることだと言う。氏の作品紹介からその理想
が見えてくる。
■「宮島」

　月について考えさせられる場所で、海の干
満を世界で最も美しく見せてくれるのが厳島
神社だと言う。大潮の満潮時には床と同じレ
ベルに海面が現れ、動く素材を感じることがで
きる。海抜0mから535mの山頂に近づくと水
が少なくなって景色が変わり、それが宮島の
景色をつくっている。氏が設計した「宮島弥
山展望台」では、変化し続ける自然、つまり動
く素材を深い庇の下で「座」してゆっくり感じる
ことができる。少年期に何度も登った宮島弥
山の日々 変わる美しさをどう伝えるか考えたそ
うだ。
■「六甲」

　水は気体・液体・固体に変化する。六甲山
の真の魅力は変化する水の姿形で、「六甲
枝垂れ」では水をテーマにしたそうだ。標高
1,000mでの動く素材のリサーチは、氏のチャ
レンジ精神に静かに火をつけ、至福の時間で

あったと言う。極寒の冬の六甲に登り、すべて
の気象条件を読み、樹氷着氷を予測し、さま
ざまな素材や太さのモックアップをつくってデー
タを取り続けた。山が動く素材でデザインされ
ているように、周りの木 と々同じように着氷し、こ
の自然の美しさを魅せられるように、また、水の
振る舞いや変化の美しさをきれいに読み解い
て、水が織りなすエナジースケープが体感でき
るように建築を考えたと説明された。また、冬
の氷を夏に冷気として活用する説明もあった。
この建築を夏に体感した際、エアコンの冷気と
は違う洞窟のような涼しさを感じたのを思い出
した。
■「犬島」

　経済的価値観に翻弄され、搾取、破壊さ
れた島を、地球の動く素材の動力源である太
陽に頼って再生させたいと思ったと語った。

「犬島精錬所美術館」では、煙突群と太陽の
組み合わせが犬島の空気を動かすための有
効な動力源となると直感し、また、銅の精錬の
副産物としてできたカラミ煉瓦は熱を溜め込む
性質があることを調べて、エネルギーゼロの美
術館をつくろうと考えたそうだ。古い写真から
この地の風向きを読み取り、入口を設定し、煙
突と太陽によって空気を引込み、夏は地中の
通路によって冷やされ、冬はカラミ煉瓦のサン
ルームで太陽によって暖められる、そんな動く
素材と一緒に巡る美術館をつくり出した。
　ここまで話を聞いたときに氏がつくる建築の
形態や、そこで行われることを誘発する空間が
何かその場所において必然性を持って生み出
されているような感覚に腑に落ちる気がした。
■「直島」

　今や直島は現代アート・建築の島として認知
されているが、三分一氏がこの島に2年半
通って調査から見えてきたものは、自然に寄り
添った暮らしの知恵と街区、建物のつくりの美
しさであったと語る。直島プランは、個 の々建

築や水路を通して島全体の「動く素材」を浮
き上がらせ、その美しさや大切さを再認識して
もらう試みだという。「直島の家またべえ」では
高床とすることで隣の家に風をリレーすること
や飲み水としての利用価値が少なくなった井
戸水を屋根の冷却に使い、動く素材に丁寧に
対応することで直島らしさを未来にリレーしてい
くと話された。また、「直島ホール」では、寄棟
の大屋根によって直島の風のメッセージを表
現している。建築は次にメッセージを伝える手
紙のようなものと語る物静かな雰囲気の三分
一氏の中に熱いものを感じた。
■「広島」

　広島は川がまちを潤し、潮の干満により水
位が3m上下し、12時間おきに南北の風向き
が変化し、呼吸しているかのような美しいリズ
ムがあると言う。もう一つ忘れてはならないの
は、平和の大切さを感じる場所であること。広
島の復興を手助けしてきたのはその地形から
生まれる風や水などの動く素材だった。変わら
ぬ自然の営みがまちを浄化し、広島の復興の
軌跡が見え、川・海・地球がつながっている風
景を感じてもらえる場所として「おりづるタワー」
をつくったと語った。

　講演を聞いてあらためて気づかされたこと
がある。風、水、太陽などの動く素材は当たり
前にあるかのようで、その存在の有難さをもう
一度考えることで違った景色が見えてくるので
はないか。人と人、人と建築の間には空気や
水があり、街や地域・国という概念も動く素材
の元で全てつながっている。われわれは個々
の環境だけを整えるだけの考えから卒業し、
本気で未来に手紙を残していく考えにならな
ければいけない時期に来て
いるのかもしれない。

学生から建築実務者まで定員 700 人の会場を埋め尽くす盛況
ぶり。氏への関心の高さが伺われた

田中義彰（愛知）｜
TSCアーキテクツ
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JIA 静岡発

明治から現代の建築をめぐる旅

建築ウォッチング

　7月22日に、建築ウォッチング『明治か
ら現代の建築をめぐる旅』（みんなの森ぎ
ふメディアコスモス⇒明治村）に参加し
ました。私自身、「みんなの森ぎふメ
ディアコスモス」と「明治村」を訪れるの
は昨年に続き2度目です。今回参加した
のは、前回訪れたときとは違う季節に訪
れてみたいと考えたからです。前回訪れ
たのは、冬の寒い日でした。そのときに、

「みんなの森ぎふメディアコスモス」で消
費エネルギーについての説明を聞き、夏
の暑い日に来てみたいと思いました。7
月22日は梅雨が明けた暑い日で、それを
確認できる良い機会でした。

■みんなの森ぎふメディアコスモス

　グローブによってできる空間は、前回
訪れたときと同じように居心地よく感じ
ました。グローブの中と外、椅子に座っ
たときと立っているときで、周囲の人の
気配の感じ方が違い、見え方の違いは面
白かったです。
　また、今回協力会員の方々と訪れるこ
とで新しい気づきがありました。それ
は、木材の利用の仕方です。協力会員の
方々が屋根だけではなく、家具などに使
われている木材の材種などの話をされて
いて、とても興味深かったです。
　そして、私が一番気になっていたのは

自然エネルギーを活用
した温熱環境です。長良
川の伏流水を利用した
熱源計画と床面を輻射
によって冷暖房する方
式が体感的にどの程度
良い熱環境なのか、雑誌
などで読んでいても訪
れて自分で感じたいと
思っていました。7月の
梅雨明けの暑かったこ
の日、建物内のとても快
適な環境に驚きました。
　秋には、2階の並木テ
ラスで読書をしている
市民の姿が想像できま
す。パンフレットに「図
書館には“ここにいるこ
とが気持ちいい”“ずっ
と こ こ に い た く な る”

“何度でも来てみたくな
る”という3つの合言葉
があります」と書かれて
いました。それを感じる

ことができました。
■明治村

　明治村に滞在できたのは、2時間半と
いう短い時間でした。私の今回の目的は
前回観ていないエリアにある地元静岡の
建物「坐漁荘」と、「帝国ホテル中央玄関」
です。「坐漁荘」は時間の関係で中を見る
ことができず残念でした。しかし、まだ
静岡にあった頃の姿を知っているJIAの
方と一緒に回り話を聞きながら建物を見
たことで、外観から興津の海岸にあった
ときの風景を思い浮かべながら建物を見
ることができました。「帝国ホテル中央
玄関」は素材感の持つ力強さと自然な雰
囲気に惹きつけられますが、私が好きな
のは内観です。色、明るさ…広いわけで
はないけれど、居心地良く感じる空間は
長時間をそこで過ごしたいと感じさせま
す。天井が高く、広いことが豊かな空間
のように言われる現代において、吹き抜
けと高くない天井高の空間は日本人の忘
れてしまった感覚を思い出させる建築だ
と思います。スケール感と落ち着きのあ
る空間、また訪れたいと思います。

帝国ホテル中央玄関

石川正子（静岡）｜
高木滋生建築設計事務所

メディアコスモス前での集合写真

みんなの森ぎふメディアコスモス



ARCHITECT　2016 − 10　11

JIA 三重発

「伊賀市庁舎を使い続ける」を考える

DOCOMOMO Japan 2016 第 1 回定例会

　近代建築に係る記録調査および保
存のための国際組織の日本支部である
DOCOMOMO Japan。その第１回定例会

「関西の選定建築を巡る」が、6月24 ～ 26日
の3日間にわたり開催された。1日目は東大阪
市で開催され、坂倉準三の設計による旧枚
岡市庁舎（東大阪市旭町庁舎）の見学会と
勉強会、続く2日目は三重県伊賀市で伊賀市
庁舎（旧上野市庁舎）の見学会と選定プレー
トの贈呈及びシンポジウム、最終日は京都市
で京都会館の見学会とシンポジウム、という内
容であった。これらの内、「モダニズム建築を
使い続ける」がテーマとなった伊賀市での催
しは、主催にみえヘリテージの会も加わり、
JIA東海支部と共にJIA近畿支部保存再生
部会とJIA関東甲信越支部再生部会が後援
した。以下、伊賀市での催しに触れたい。
　伊賀市役所が所在する上野地区は旧大
和街道の宿場町で、城下町でもある。上野
盆地の中央の小高い丘陵地に城下町を成し
て、その城山の麓に伊賀市庁舎が建つ。伊
賀市庁舎（1963）は坂倉準三の設計で、他に
近隣には50年代から60年代にかけて坂倉の
設計による三重県伊賀庁舎や中央公民館、
西小学校校舎・体育館、崇広中学校校舎、
上野公園レストハウスが建設され一つの建築
群を形成していた。が、これらは現在、伊賀
市庁舎と西小学校体育館、レストハウスを残
すのみとなった。今、伊賀市役所は郊外に移
転が決まり新庁舎の実施設計中である。岡本

栄市長は現庁舎を図書館など複合施設で保
存利活用する考えを唱え、議会の多数はこれ
に反対している。議会と一部の市民からはコ
ンパクトな観光集客施設への建て替えも提案
される中、市民の意見は定まっていない。
　まず、「市庁舎の見学会」は、地元在住
のJIA会員でみえヘリテージの会世話人の
滝井利彰氏と坂倉準三建築研究所OBの建
築家・好川忠延氏、そしてDOCOMOMO 
Japanの建築家・鰺坂徹氏を案内役に建物
内外を見学した。
　「選定プレート贈呈」では、庁舎１階ホール
でDOCOMOMO Japanの松隈洋代表から
岡本市長へ20cm角のプレートが贈呈され
た。プレートはDOCOMOMO Japanが「日
本におけるモダン・ムーブメントの建築184選」
に伊賀市庁舎を選定した証しで、市長は“な
かなか分かりにくい建築の価値が市民にこれ
を機会に伝わってくれれば”と期待を語った。
　「シンポジウム」は、近くの西小学校「俳聖
ホール」で行われ、参加者は40名。好川、
松隈、鰺坂3氏の講演の後、滝井氏が加わ
りシンポジウムに移った。
　好川氏は、「伊賀市役所について」と題し
て設計者選定の経緯や計画・設計・監理の
経緯を語られたほか、建物の基本構成は旧
枚岡市庁舎と同様で進められたことや当初
案では議場と中庭との境がガラス張りであっ
たこと、建設コストの条件が厳しく当時の木
造住宅の相場が坪24 ～ 25万円の所を10

万円程度で行い、これは旧枚岡市庁舎の半
額であったことなどが披露された。
　松隈氏は「坂倉準三について」で、世界
文化遺産登録を勧告されたル・コルビュジェ
設計の国立西洋美術館と坂倉の関わりを示
した上で、坂倉がコルビュジェから受け継い
だものを初期から晩年期の作品を通して日本
で具現化しようとした軌跡を解説した。
　鰺坂氏は「モダニズムの再生事例」として、

“建築家は時には医師でもある”とJIAの栞か
ら引用し 、老朽化した建築も工夫して直せ
ば建物が元気になり町並が残ることで住み
続ける環境が保全されると世界各地の実例
を挙げて説明した。
　滝井氏は、身近な文化財的建築が滅失し
た実例を振り返り、市庁舎の保存と利活用を
訴えた。
　今回の催しは伊賀市庁舎の存亡が混迷を
深める中、保存利活用に向けて意義ある機
会であった。しかし、参加者に地元市民の姿
は少ない。行政側は日頃発注する建築の質
の向上を設計者選定などで工夫を示せず、
庁舎の保存利活用についても市民への保存
の具体的手法、例えばコンクリート中性化へ
の方策などで丁寧な説明を怠ってきた。一方
の庁舎取り壊し派は明るい未来を示せない。
来月、11月13日に迫った伊
賀市長選挙が正念場とな
る。

見学会で新旧のサッシを見比べる 選定プレートの贈呈 シンポジウム会場

池澤邦仁（三重）｜
池澤アソシエイツ
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第236回理事会が2016年8月24日（水）の13時30分～ 16時30分まで
建築家会館1階大ホールにて集合方式で開催された。出席者は六鹿会長
以下、理事22名、監事2名、筒井専務理事、事務局2名。オブザーバー
出席は森暢郎顧問、上浪寛総務委員会委員長、安達治雄建築家資格制
度実務委員会委員長。

【審議事項】
1. 入退会承認の件（事務局）
1）新規入会希望者　正会員3名、専門会員2名、ジュニア会員1名、法
人協力会員3件　→承認
2）退会希望者　正会員4名　→承認
2. 建築家資格制度規則及び細則改正の件（安達建築家資格制度実務
委員会委員長）
　建築士法の規定との整合性がとられた改定の条文化　→承認
3. 委員会ミッション見直しの件（森顧問）
1）広報委員会

・ ミッションの明確化
・ 5つの広報活動の明確化
　広報委員会は月1回開催。拡大広報委員会（支部広報委員会との連
携）は3カ月に1回開催。　→以上、文字の修正を含め承認
2）教育表彰委員会

・ ミッションの明確化
・ 教育部門の4つの活動の明確化
・ 表彰部門の5つの活動の明確化
　建築家への賞に「全国学生卒業設計コンクール」を新たに位置付ける。
→以上承認
3）フェローシップ委員会

・ ミッションの明確化
・ 3つの活動の明確化
 （仮称）法務サービスのWGの充実化と会員へのサービス　→以上承認
4）業務改善委員会（業務委員会に改称）

・ ミッションの明確化
・ 3つの活動の明確化
　特に、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）などについて調
査・研究を計り、下部組織としてIPD（インテグレート・プロジェクト・デリバリー）
のWGを設ける。　→以上承認
5）総務委員会

・ ミッションの明確化
・ 6つの活動の明確化　→以上承認
6）CPD評議委員会（教育・表彰委員会の併設組織）

・ ミッションの明確化
・ 2つの活動の明確化
　CPD認定業務を主たる活動とするCPDのWGは別組織となる。　→以
上承認　
4－1. 委員会等運営体制の改定の件（筒井専務理事）
1）（仮称）広報室の設置

・ 会長直属の組織を整備する
・ 次回に中身の詳細について提案あり
2）委員会名称の変更

・ 「業務改善委員会」を「業務委員会」に変更する。

3）WGの設置
・ リーフレットWG,CPDWG,（仮称）法務サービスWGの3つのWGを新設

する。
4）業務改善委員会の発注方式WGを廃止する。　→以上承認
4－2. 委員会委員、全国会議委員委嘱の件（筒井専務理事）　 

・ 総務委員会、職能・資格制度委員会JIA保存再生会議、JIA災害対策
会議、広報委員会、教育・表彰委員会の各委員の委嘱　→以上承認

【報告事項】
1. 熊本地震対応に関する報告（角銅九州支部支部長）
①住宅被害認定調査員の支援要請についての依頼
②家屋被害認定調査員の支援要請についての依頼
③「九州支部災害対策本部」の報告
2. JIA建築家大会2016大阪について（井上近畿支部支部長）
①大会期間　10月27日（木）から10月29日（土）

・ 東海支部には80名以上の大会への参加要請あり
3. 総務委員会からの報告（上浪総務委員会委員長）
東海支部の正会員資格の質問状に対する回答あり
①正会員入会資格の審査に関する取扱いについて→書面にて回答あり
②学生会員の取扱いについて→書面にて回答あり
4. JIA事業活動助成（本年度募集分）について（左財務委員会委員長）

・ 助成対象事業、助成給付額、申請手続き、申請締切日（前期2016年6
月30日・後期2017年1月13日）、 その他助成金等交付までの流れなどの
説明あり

・ 「JIA事業活動助成」申請書及び「JIA事業活動助成」報告書のフォー
マットの説明あり

5. 職責の案件について（東北支部・九州支部）（筒井専務理事）
6. ゴールデンキューブ賞について（筒井専務理事）

・ 本部事業として国際交流事業として位置づけ、運営・活動・予算のスキー
ムを本部にて明確化する。

7. 文化財修復塾について（左文化財修復塾WG主査）
・ 資料により、年間予定等報告あり
8. ARCASIA大会誘致活動等予算について（高階国際交流委員会委員）

・ ARCASIA大会の東京開催の意義と大会プラグラムの概要
・ 予算案および東京への誘致活動予算案の説明あり
9. 寄付金の募集について（上浪総務委員会委員長）

・ JIAが公益社団法人になったことで、寄付金等に対して税制優遇処置を
受けることが可能となった寄付対象の資金使途が明確にすべく今後検討
する。

10. 活動及び業務執行状況報告（筒井専務理事）
①非構造部材の安全性確保に向けての共同提言について（JSCA）の経

過報告
②民間建設工事の適正な品質を確保するための指針
③四会作成リーフレット（2種類）について
④四会共同提案（告示15号見直し）について
⑤五会多様な発注方式研究会について
⑥建築士事務所厚生年金基金について
⑦後援名義承認の報告（会長専決事項）
⑧平常時および災害時における歴史的建造物の調査、および情報共有な
どに関する協力協定書について

各委員会のミッション・活動を明確化
本部理事・東海支部長　車戸　愼夫
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　今回、2名のジュニア会員、3社の法人協力会員の承認がありましたが、正会員の
承認はありませんでした。正会員数の減少は岐阜地域会においても深刻な状況となっ
ています。会員拡大を図るために、会員資格の範疇を拡大解釈する動きもある中、東
海支部としては本部との認識の齟齬について「質問状」提出の準備を進めています。
運営していくためには一人でも多くの会員が必要な反面、その門戸を広げすぎると組織
としての特性は薄れ、活動は曖昧になってゆくようにも感じます。そもそも会員減少の要
因となっているものが何であるのか、組織としての魅力の低下であるのならば、魅力ある
事業展開の模索が必要であるし、時代の流れであるのならば、少人数でも活動できる
運営方法への転換が必要でしょう。しかし、会員資格が厳格すぎるために会員減少が
続いているのではないように感じます。そうであるのならば、会員資
格基準よりも、別の視点で会員減少と向き合った方が良いのではな
いでしょうか。建築家にとって魅力ある団体として今後も存在できれ
ば良いなと思います。

日　時：2016年8月5日（金）16：00 ～ 18：00
場　所：昭和ビル5階　JIA東海支部会議室
出席者：本部理事1名、幹事10名、監査2名、オブザーバー 9名
欠　席：支部長、幹事1名

1．支部長挨拶（支部長欠席のため、久保田氏による代理挨拶）
　愛知ですが、事務所登録の更新の案内が建築士事務所協会から来ていないので、
愛知県事務所協会会長に確認してほしいと依頼しました。各地域会でも事務所登録
の更新が怠るとまずいので、連絡が来ているかどうかの確認をされると良いかなと思いま
した。今日も2時間、内容の濃い審議、報告、よろしくお願いします。
2．報告事項

（1）本部報告
① フェローシップ委員会（7/7）（谷村）

・熊本震災の支援活動について、「応急危険度判定」は「罹災証明2次調査」の誤り。
調査期間は8月まで伸びるとのこと。

・ウェルカムオフィスの登録が少ないので登録をお願いします。
・支部地域会事業リストについて、全国の地域会の事業を調べている。
② 総務委員会（7/22）（鳥居）

・承認後の正会員数は3,893人。
・学生会員について、卒業しても連絡のない学生が多く実態が把握できないため、今後

の検討事項。
・建築相談会議、建築相談委員会、建築相談室を設置すべく、建築相談規程を作成

しようとしているが、各地域会の実状と合っていないところもあり、意見を欲しい。
・寄付金には①一般寄付金 ②特定寄付金 ③特別寄付金の3つがあり、会計上は積

立資産という扱いになる。寄付金は所得控除になるが、現状はその周知が徹底して
いない。

・苦情対策委員会について現状、支部に任されていて本部にはない。苦情内容とその
対応について整理が必要である。

・総務委員会に四国と北陸の委員がいないため、委員を補充していこうとしている。
③ 本部CPD評議会（7/27）（豊田）

・大阪の全国大会のCPDは、27日4単位・28日6単位・29日6単位、全体で16単位が付
く。

・6月15日から動画プログラムが開始しており、1ヶ月で322人が受講されている。今後
JIA会員以外の方の視聴には課金制度が出来る可能性がある。

（2）支部報告
① ゴールデンキューブ賞特別委員会（7/28）（上原）

・実行委員会メンバーに、武蔵野大学の伊藤やすひこ先生が加わる。
・審査員は5名の方に依頼をし、審査委員長の仙田さんをはじめ3名の方に承諾をいた

だいた。
・公開審査会場は、SMBCホールに打診中。公開審査は2017年1月28日（土）に開催

予定。
・予算については￥500,000で予定しており、協賛金なしで運営したいと思っている。
② 第4回JIA東海住宅建築賞（7/31・8/4）（矢田） 

・最終結果の確認。
（3）各地域会からの報告（各地域会長）

3．その他
①「熊本震災支援 調査員派遣」お礼状（ 矢田 ）

・東海支部から、杉山さん、奥野さんに行っていただき、お礼状がご本人宛と東海支部
宛てに届いた。

議　事
1.審議事項
① 入会申込書　ジュニア会員:「近藤一仁（岐）」「溝ノ口遙（岐）」（長尾）→承認　  
② 入会申込書　法人協力会員「㈱ユニソン東海東営業所（静）」（大瀧）→承認

「㈱トーヨーキッチンスタイル 名古屋支店（愛）」（久保田）→承認
「㈱YKK AP中部支社三重支店（三）」（奥野）→承認
③ 事業報告書 「東海学生卒業設計コンクール2016」（吉川）

・現在東海支部としてのノートパソコンがないため、今回の余剰金で購入してはどうか。
パソコンが必要なら支部の予算で購入し、余剰金は支部に戻すこととする。

・事業が年度をまたぐため、交通費などの予算計上が総会の資料とずれてしまう。昨年
の10月より活動しているので、2015年の10月から2016年の7月で決算書を作り直し、次
回9月の役員会に再度上程する。

④ 入会申込書　正会員「及川博文（静）」（大瀧）
・本人との面談が未了のため今回は保留とし、面談後、面談内容を報告の上、メール

審議とする。
2.協議事項
①本部への質問状について（矢田）

・質問状の内容を確認。
・質問状は、支部長の公印を押して、六鹿会長宛てに提出する。
・内容について、もう一度精査し確認。
3.その他
① 東海支部 三重地域会持出役員会+例会について（9/9）（奥野）

・当日のスケジュール、移動方法について確認。
②「東海支部大会2017」準備委員会発足について（矢田）

・来年度、岐阜にて支部大会を開催する予定の為、岐阜地域会にて準備委員会を発
足する。

・支部長の意向をふまえ、大垣市近郊にて開催地を検討中。
・10月ぐらいから準備委員会を開催する予定。
③「JIA25年登録」登録への応募状況と今後の審査について（谷村）

・予算は7万円を計上。
・今後、資料を各委員にメールで送り事前確認ののち、事務局にて審査をする。
④「西沢立衛氏 講演会（2/8）」について（矢田）

・大光電機さんとの共同事業として2017年2月8日に開催予定。
・会場費はJIAと大光電気での折半にて交渉中。
・次回9月の支部役員会にて事業計画審議、10月の支部役員会にてチラシ・ポスター

の確認、12月号のアーキテクトにチラシ同封のスケジュールで進める予定。
・会場については、別候補として中区役所や芸文も確認してみる。
⑤ 東海支部委員会 職掌について（矢田）

・各地域会よりの出向者が不明な部分もあり、もう少し整理して次回再度確認。
4．監査意見
鳥居監査：地域会事業で他地域に出向くときなどは、その地域会に声をかけるなどの交
流がもう少しあると良いと思います。本部の正会員拡大の動きについては、東海支部と
してきちっとしたスタンスを表明していくということでブレずにやっていきましょう。
服部監査：中部建築賞ですが現在募集中です。8月31日締め切りですので、ぜひ応募
ください。

東海支部役員会報告

山田浩史（岐阜）｜ヒロプランニング
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

松楓閣　本館・離れ

石巻神社（里宮・本社と奥宮・山上社）

登録有形文化財

建築面積174㎡。
　両棟とも大変行き届いた保守管理がなされ、一
部の外部建具がアルミ製に置き換わってはいるがさ
ほど違和感もなく、80年の歴史を感じさせてくれる。

動堂が静かに息づく。
　｢石巻山石 灰岩地植 物群落｣は、昭和27

（1952）年に国の天然記念物指定、雨水浸食の
特有地形・貴重な陸貝宝庫の霊山を永

と わ

久に護
り給え!

■紹介者コメント
　料亭 松楓閣は、覚王山日泰寺の門前近くにあ
る料亭で、名古屋市内でも指折りの料亭の一つに
数えられている。大正の終わりから昭和にかけて、
このあたりは森に囲まれた丘陵地で財界人の別邸
には好立地だったようで、松楓閣の前身も初代の
所有者の氏名こそ明らかではないが、別邸として
建築されたもののようである。当初は1100坪の敷
地に本館・離れが建設され、その後、覚王山日泰
寺へ参拝に訪れる人のための宿坊「泉竹（いずた
け）」として生まれ変わった。昭和22（1947）年に泉
竹から譲り受け「中村会館」という屋号で旅館業が
引き継がれ、昭和30（1955）年に別館を増築し、

■発掘者コメント
　豊橋市東部、愛知・静岡県境を南北に延びる
｢弓張山地｣で際立つ秀峰・石巻山は、標高
358mの山頂部に巨大石灰岩が峻立する円錐
状の威容で古来山岳信仰の場であり、地元育
ちの自然好き少年には、この特有の生態環境
に畏敬して折々足を運んだ思い入れの山。
　石巻神社は、その登山口にある里宮（本社）
と中腹にある奥宮（山上社）との二社構成で、
創建年代不詳ながら、豊橋市唯一の｢式内社｣
で旧社格は｢郷社｣、｢三河国四宮｣とされる。
江戸期には吉田城の鬼門にあたり、歴代城主
の厚い信仰を受けたという。里と山の各々に
固有の静寂で堂々の境内・拝殿（＋本殿）の佇

名称を「中村松楓閣」と改め、昭和50（1975）年に
はお座敷てんぷらや寿しコーナーを拡充し、現在
の名称「料亭松楓閣」とした。平成2（1990）年に
は隣地を得て敷地も1500坪とし、新館を増築して
いる。これらの建物のうち、本館と離れが平成18

（2006）年に国・登録有形文化財に指定されている
　本館は、木造2階建て、入母屋造り、桟瓦葺き
一部銅版葺きで、寄棟屋根がいくつも重なるように
見え重厚な印象を与えている。昭和9（1934）年に
建設され、棟札から上棟年次と棟梁 山田浅次郎
の名が確認できる。建築面積は564㎡。
　離れは、木造2階建て、入母屋造り、桟瓦葺き
で、建設年次は昭和9（1934）年頃とされている。

いは、一過の登山者も優しく迎え入れる。
　里宮（本社）の境内構成は、ゆったりして三
河では稀有な特徴を持つ。まず道路からの衝
立となる立派な｢蕃

ばんぺい

塀｣（当地では｢埒
らちもん

門｣）を
有すること、そして正面で迎える拝殿が壁の
全くない開放型吹抜けであること、である。
拝殿から恭しく連繋する流造の本殿への建築
空間は正面からは残念ながら見通せない。
　奥宮（山上社）から右手に折れ、頂上への細
い山道をたどるとほどなく、下層の緑色岩が
ドラマティックに上層の石灰岩の大岩壁に切
り替わる｢このしろ池｣周りの奇景に遭遇す
る。この絶景と石灰岩の隙から湧き出る清冽
な泉が山岳信仰の象徴地となり、修験道場不

松楓閣

日泰寺

〶名古屋覚王山局

日泰寺
参道

地下鉄東山線

覚王山

N

石巻神社上社

●石巻運動場

石巻神社下社
●広福寺

石巻登山口

●玉泉寺

●東頭神社

三輪川

●篦矢神社

矢田川

神田川

31

31

379

門

里宮：手水舎･蕃塀･拝殿～本殿施設群 奥宮：拝殿～本殿 石灰岩壁･｢このしろ池｣･修験道場不動堂

本館 庭と離れ

所在地：名古屋市千種区山門町2-3
所有者：中央産業株式会社
問合せ先：料亭 松楓閣　TEL 052-751-2526
交通機関：名古屋市営地下鉄東山線「覚王山」下車、
徒歩3分
営業時間：10：00 ～ 22：00
定休日：12月31日、1月1日
登録番号：本館　23-0226、離れ　
23-0227（2006年10月18日）

所在地：豊橋市石巻町字金割１
建設年：創建不詳（孝安天皇or推古天皇時代?）
構造・規模：両社とも木造平屋建て
祭神：大己貴命（元々は山自体を信仰）
祭事:鬼祭（里宮・4月第1日曜日） 

管粥祭（奥宮・旧暦1月15日）
アクセス：豊鉄バス（豊橋和田辻線）
　　　　  ｢石巻登山口｣

鈴木利明（愛知）｜
デザイン スズキ

森口雅文（愛知）｜
伊藤建築設計事務所
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地域会だより

＜東海支部＞
7/31 JIA東海住宅建築賞2016 公開最終審査
10/22 第33回JIA東海支部設計競技1 次審査会
10/27 ～ 10/29　JIA建築家大会2016大阪
11/26 第33回JIA東海支部設計競技　2次公開審査会・表彰式・作品展

示・記念講演会
＜静岡＞
7/22 建築ウォッチング「ぎふメディアコスモス～明治村」の開催
8/10 8月静岡地域会拡大役員会の開催、役員会終了後JIA塾「地震被

災地　宮城・熊本の今とこれから」、暑気払いの開催
9/1 静岡県建築文化研究会「小野田泰明氏講演」の開催
 （建築5団体主催）
9/15 9月静岡地域会役員会の開催
＜愛知＞
8/10 あいちトリエンナーレ　内覧会・レセプション
8/19 IA愛知役員会・暑気払い
8/27 ～ 8/28　事業委員会　とよはし都市型アートイベント　sebone2016
9/1 ～ 9/2　すまいる愛知住宅賞現地審査
9/5  愛知まちなみ建築賞選考委員会
9/7 JIA愛知・賛助会役員会

9/20 建築トラブル回避法Part2
9/28 賛助会企画CPD研修見学会
9/30 「地域が建築に求めるもの」第5回「複雑化する社会と開かれた設

計手法」
10/5 JIA愛知・賛助会役員会
10/14 ～ 16　建築総合展にJIA愛知・美術サロンが出展
10/22 ～ 23　建築家フェスティバル・ゑびす祭りに参加
＜岐阜＞
8/19 JIAの窓　北方町庁舎見学会＆武藤氏講演会＆座談会
8/25 第4回役員会開催（18：30 ～ 20：30）
9/28 第5回役員会開催（18：30 ～ 20：30）
 場所：ハートフルスクエアG　2F　研修室
＜三重＞　
8/4 法人協力会総会
8/12 第4回役員会　
9/9 持ち出し役員会
10/7 第5回役員会、第5回例会
11/12 建築ウォッチング
1/22 建築文化講演会

Bulletin　Board

【募集要項】

1．表現方法

①要求図面
・ 図面の大きさはA2判（420mm×594mm）。着色など、図面表現上の制約は

ない。各自の提案内容に沿って自由に提案すること。パネルなど巻けない
ものは不可とする。図面以外の電子データ、模型などは受付ない。

②図面は縦使い、または横使いとし、1 枚にまとめること。
③図面には、氏名や暗号等目印となるものは記入しないこと。
④提案には、必ず居住空間を含むものとする。
⑤図面データの提出 JPG 形式（高解像度）
2．応募資格

応募資格についての制限はありません。
3．応募方法

専用の申込用紙に必要事項を記入の上、図面・図面データ（JPG形式高解像度）
とともに設計競技事務局に提出。
図面は、折ったり丸めたりしないこと。
申込用紙は図面に貼り付けない。

（申込用紙はJIA東海支部・設計競技 Web サイトよりダウンロードできます）
※提出図面・図面データは返却致しません。
4．応募締切

10 月 14 日（金）消印有効。
5．提出先

〒460-0008　名古屋市中区栄四丁目3の26 昭和ビル 5階
（公社）日本建築家協会東海支部内 設計競技事務局

TEL：052-263-4636
6．審査委員（順不同・敬称略）

審査委員長：西倉 潔（名古屋造形大学教授）
ゲスト審査委員：高橋晶子（武蔵野美術大学教授）
審査委員：生田京子（名城大学准教授）、道家 洋（道家洋建築設計事務所）、

鈴木貴紀（竹中工務店）、山田昌毅（山田昌毅建築設計事務所）
7．審査日程

■1次審査会

日時：2016年10月22日（土）
会場：TOTOプレゼルーム1・2
■2次公開審査会・表彰式・作品展示・記念講演会

日時：2016年11月26日（土）
会場：TOTOプレゼルーム1・2
記念講演会講師：高橋晶子
7．表彰

金賞1点　　賞状、賞金15万円、記念品
銀賞2点　　賞状、賞金5万円、記念品
銅賞3点　　賞状、賞金3万円、記念品
学生賞3点　賞状、賞金1万円、記念品
ゲスト審査員特別賞1点　賞状、賞金3万円、記念品
8．問い合わせ先

―設計競技事務局−
〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目3-26 昭和ビル5階

（公社）日本建築家協会東海支部内
TEL：052-263-4636　FAX：052-251-8495
主催：公益社団法人日本建築家協会東海支部
後援：一般社団法人日本建築学会東海支部

テーマは『限界住居』

第 33 回 JIA 東海支部設計競技
詳細は HP にて公開中（http://www.jia-tokai.org）
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ある。時代は紙と鉛筆からますます進化を続
けていくのだが、扱う人は最先端とはいかず
アナログで苦しむのである。この先に登場す
るのは建築家に代るA.I建築家ではないだろ
うかと危惧するところだ。          （阪　竹男）
●『ARCHITECT』のページ数を24ページか
ら16ページに減らしてから、ちょうど1年が経
ちました。経費縮減のためやむを得ない措置
と理解し、連載を同時に1人分としたり、地域
発の報告を少しコンパクトにしたりと、試行
錯誤しながらなんとか今まで掲載していたも
のから極端な変化はさせずにページを減らす
ことができたと思います。以前の編集会議で
はページを埋めるためにどうするかを話し合
うことも時々ありましたが、今では掲載の優
先順位を決めるため、限られた紙面に何を掲
載すべきかを議論することが多くなりまし
た。JIA活動の各種報告で紙面が埋まってし
まい、会員の 様々な活動を紹介する自作自演
や会員のステージにしわ寄せがきているのが
現状ですが、支部機関誌として会員相互の交

●小谷陽次郎さんの自作自演記事を読んだ。
ゲームと言えば、今話題の『Pokémon GO』。位
置情報を活用することにより、現実世界その
ものを舞台として、ポケモンを捕まえたり、交
換したり、バトルしたりするといった体験がで
きる。今やツイッターを上回る勢いでユーザー
が増加しているという。ゲームは室内でほぼ
動かずにやるという概念を覆したことで、イン
ドア派を難なくアウトドア派に変えたという
ので驚きである。健康のためのウォーキング
を実行に移せない人がこのゲームで自ら進ん
でウォーキングするというのだからポケGO
効果は凄いものである。如何にスマホが国民
に浸透しているかが理解できる。私も一応ス
マホを利用し、FBやLINEなどのSNSを使う
が正直好きではない。しかし建築界のPCソフ
トも同様で、専門分野の知識を持たずとも図
面化でき、３Dパースも一瞬に出来上がるので

編 集 後 記 流を促進させる役目も果たしていきたいの
で、今後の工夫が必要だと感じています。
ページ数は減ったが内容は充実してきたと
思っていただけるよう、編集会議でも皆で
しっかり知恵を出していきたいと思います。

（川本直義）


