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　PC 記録メディアは FDD ～ MO ～ CD ～ DVD

～ USBメモリと目まぐるしく変わってきました。あまりに

変化のスピードが速く、PC環境の更新は（ソフトの

更新も含めて）なかなかに大変です。一方で建築と

いうのは（設備部分を除いて）なかなかに更新が困

難です。そういう意味においても建築家は、目前の状

況・変化に対応しながらも、今を越えて遠くを見続け

ることが重要なのではないかと思っています。

　私事になりますが、若手写真家の登竜門として

知られる「キヤノン写真新世紀 2016」において

佳作を受賞しました。東京都写真美術館での展示

（2016/10/29 ～ 11/20）と東京都写真美術館近く

のABGギャラリーで個展（2016/10/16 ～ 11/21）

を開催いたします。お立ち寄りいただけたら幸いです。
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Y今回使用した家庭用品
・CD・DVDケースケース　143×125×5…13 枚
・布粘着テープ　内径φ77　H50…4個
・厚紙　A4をカット…3枚
・1/50 人物模型…5体
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自作自演○205

才本　清継（JIA愛知）

才本設計アトリエ（名古屋市中区丸の内2-17-10 丸和ビル3F　TEL 052-212-2988　FAX 052-212-2989）

　私は若いころ、学生時代から東京や京都などに年に何度かは訪問し、それは今も続いている。しかしその内容が数年前か
ら大きく変わった。若いころは新しい建築をワクワクとしながら見たものだが、今は東京へ行っても新しい現代建築は見る
ことはほとんどなく、美術館などを計画的に訪問するようになった。また古建築に関しても、以前は建築を単体として見て
きたが、今は、建築とその周辺環境がつくる景観全体に興味が拡がり、視覚ばかりでなく五感を総動員してとらえている。建
築を単体として見たとき奈良の古建築が魅力的であったが、建築を環境全体で見始めると京都への関心が高まってきている。
　京都は東を東山三十六峰でふさがれ、そのふもとに多くの歴史ある寺院が並ぶ。銀閣、南禅寺、清水寺などなど。晩秋、夕
方の銀閣は、境内の東山の紅葉が西日を受け錦のごとく輝き、時間とともに陽が陰り、日没とともに景色が一変し落ち着きを
取り戻す。その変化と美しさは時間を忘れるほどである。
　逆に京都西端、嵯峨にある天龍寺は東が正面となり西に向かって一直線に禅宗様
式の伽藍が立ち並ぶ。伽藍配置が南面するという原則から外れている。最奥（西）に
は小倉山を背に夢窓国師の曹源池庭園が配置されている。大方丈から見るこの庭園
は、早朝は、正面から朝日を受け目が覚めるようなヴィヴィッドな光景が見られ、逆
に夕暮れ時は逆光の庭を見ることになり、まったく違った表情を見せる。
　一例だが、京都の建築、庭、景観を見る楽しみは尽きない。

　　　　　旅の楽しみ　建築から景観へ、視覚だけでなく五感すべてで

柘植　健志（JIA愛知）

日南設計（豊田市日南町4-27-1　TEL 0565-31-7990　FAX 0565-31-7992）

メンテナンスを主眼に置いた植栽計画を

　「どんな木がいいだろうか。」行きつけの床屋で散髪中に聞かれました。床屋さんの店に面する道路の改修が終了し、いよ
いよ街路樹を設置するということで、住民の希望を聞きたいと話がきたそうです。「それじゃサルスベリがいいよ。」と即答
しました。「サルスベリは百日紅と漢字で書くように花がとても長い間咲き、成長は遅く、葉も少ないのでメンテナンスが容
易、害虫もつきにくく、排気ガスにも強い。」と絶賛しました。唯一つ気になることとして、すぐ東側の通りが数年前にサル
スベリを植えているので、役所はきっと簡単には認めてくれないだろうと床屋さんに伝えておきました。案の定、街路樹の
選定会で床屋さんがサルスベリを提案すると、市の担当者はもっと別の木のほうがいいのでないか、サルスベリでは貧弱じゃ
ないかと簡単には認めなかったそうです。床屋さんは「落ち葉を市で掃除してくれるのか。害虫が出たら本当にすぐ駆除し
てくれるか。」と粘り、サルスベリを認めてもらったそうです。市の担当者にとっては、おそらく腹案があって、その通りに
決まることが第一で、落ち葉や毛虫など、どうでもいいことなのかもしれません。しかし、商店主にとっては死活問題。所詮、
他人事としか感じていないのではないでしょうか。近頃、盛んに緑化を叫び、たくさんの緑地が街の中にできていますが、ど
うもその緑地が荒廃しているように感じます。緑地は冬場を除いて2カ月に1回程度のメンテナンスが必要となると考えます
が、現状1年に2回のメンテナンスが精一杯といった所でしょうか。緑化を推し進めるほどメンテナンスで首を締める自己矛
盾に陥っていると感じます。これからはメンテナンスを主眼に置いた植栽計画が必要になると思います。

銀閣寺　晩秋の夕景　東山の紅葉が西日に輝く
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大瀧　繁巳（JIA岐阜）

金華建築事務所（岐阜市日野西2-1-7　TEL 058-246-8191）

ふるさと

　地図上から名前が消えて32年、中学生まで住み、高校入学と同時に離れた揖斐の最奥地の村。廃村にはなったものの生れ
た地区は最々奥地のため湖底に沈むことなく、家がなくなっただけで山も川も昔のままです。車で行くことはできませんが
今でも年1回だけ春に山菜採りに出かけることが唯一の楽しみとなっています。隣合せの地区境の峠まで車で行き、そこから
山道を歩いて1時間半余りの場所で、しずく、わさび、独活（うど）、アザミなどを採ってふるさとを満喫します。今年も山菜
取りに出かけた後、何十年ぶりかに源流の谷にイワナ釣りに出掛け、子
どもの頃に戻って楽しい時間を過ごすことができました。恵まれた自
然の中で思いきり好きなように過ごした少年時代の思い出はどこの誰
よりも一番いい思いをしていると自負することができます。こんなふ
るさとは自分の中で最高の桃源郷ですが、福島原発事故以来、大きな懸
念があります。隣の福井で原発事故が発生したら、あっという間に放
射能の洗礼を受けることになってしまいます。先人が築き守ってきた
山も土地も全てが　!　と思うとぞっとします。安全神話の上に成り立
ち、コントロールされている　?　掴みどころのない原発。間違っても
事故がないようにといつも祈っています。 家族と山菜取りへ

東海とっておきガイド　｜静岡編｜ 髙島ゆかり（JIA静岡・アトリエ結）

　沼津駅から真っ直ぐに続く仲見世商店街を抜けた先に、
60年以上続く餃子専門店の「中央亭」がある。開店は11
時だが、その前から長蛇の列ができ、12時半頃には暖簾を
片付けてしまうほどの人気である。
　餃子はカラッと焼き上げたものではなく、厚めの皮が少
しキツネ色になっていてラードで茹で上げたクタクタ餃
子。具は、ざく切りキャベツと肉汁がたっぷり。また包み
方が独特で、ガマ蛙のようにも見える。タレもオリジナル
で、辛み油と七味唐辛子が合う。唯一無二の餃子で、他に
支店はなく、小さ
なお店で自分た
ちの独自のスタ
イルを守り続け
ている。商店街
が閑散としてい
ても、半世紀以
上の間、変わらな
いお店の風景に
学ぶものがある。

中央亭

90

　今では当たり前になったゴミの分別化を高度経済成長期の1975（昭
和50）年4月から全国に先駆けて実施したのは沼津市である。その分別
化は地域ボランティアの協力なしでは実現できなかった活動で「沼津方
式」と呼ばれ、のちに全国からの注目を集めた。
　沼津は、インパクトのある観光名所も行事もないが、千本松原や中心
部を流れる狩野川など風光明媚な街である。1982（昭和57）年に開館
された沼津市民文化センターの設計者は、最小限住宅などの設計でも知
られる増沢洵である。
　市役所の隣に位置するが、手前のグランドや香陵の径の木立の中に溶
け込むように高さを抑えている。単調になりがちな外観はアプローチの
ピロティーで抑揚をつけ、かつ周囲の緑と有機的につながっている。外
壁の陶板タイルは34年経った今も目立った汚れはなく、風合いを増して
いる。市民の協力によって達成したゴミの分別化と、自己主張しない建

築の佇まいが不思
議とつながってい
るように思えるの
である。

沼津市民文化センター

所在地：静岡県沼津市大手町4-4-7
（沼津駅南口より徒歩5 ～10分程度沼津駅から443m）

TEL：055-962-4420
営業時間：［店内］11：00 ～売り切れるまで

［テイクアウトの受け取り］11：00 ～18：00まで
定休日：毎週月曜日、第3火曜日沼津市民文化センター外観



W木材利用とは

　連載に当たり、私の木材利用に対する姿勢を述べておきたいと思いま
す。私は大学受験をきっかけに木材利用を専門とする学問の扉をたたきま
したが、その原点はホームタウンの異人館建築にあるように思います（※写
真1）。「木材＝和風建築」のイメージが根強い中、和風建築からのスタート
でないことはやや珍しいかもしれません。異人館は、当時の私にとって「とて
も古い建築物」という位置付けにはなく、「神戸の歴史を感じさせる現役の
建築物」という位置付けでした。その歴史感をよりはっきりと感じさせてくれ
たのが異人館の中で使われている木材だったのでしょうか、私は木材が有
する材料力に惹かれたのだと思います。その材料力とは一体何であるの
かを知りたいと思い、この道を歩いています。数十年を経た今なお、その答
えは見つかっていませんが、時とともに「木材の材料力を多くの人が享受で
きる社会」をつくる一翼になりたいと考えるようになってきました。
　文系学生を対象とした環境問題に関する講義を担当することになり、そ
もそも「環境問題」とは何であるのかをあらためて考えたことがあります。「環
境問題」とは一般に人類の活動によって引き起こされた事象に用いられる
言葉であり、地球自身の活動によって起こる事象には用いません。では、人
類と他の生物は何が異なっているのか。それは、個 （々あるいは生活の単
位集団）が自身の力で生命活動＝略して生活、すなわち衣食住を賄えない
ことなのではないかと思います。この自活力の低下に伴い、環境問題は頻
繁に起こるようになり、問題は悪化の一途を辿っています。今や、人類社会
の持続性すら脅かすレベルにまで酷くなり、社会はようやく重い腰を上げざ
るを得なくなった。このような背景を考えたとき、木材利用が持つ本質的な意
義を理解できるように思います。木材は住生活（住宅に限らない広義）を支
える材料の中で、人類が最も簡単に扱うことができ、再生産することができ
る材料なのです。
　簡単に扱える木材を、人類は生活や社会形成に不可欠な居住空間や
建造物を造るために太古より用いてきました。西暦2016年の現在において
もその事実は変わることなく、三大建築材料の一つとしての地位を維持し
続けています。しかしながら、その様相はこの150年程の間に大きく変化しま
した（ただし、その変化の仕方や社会の捉え方は国や地域によって大きく異
なるように思います）。つまり、産業革命以降の近代化により、化石燃料の利
用に担保を置く科学技術の発達が「ある機能」に特化した材料の開発や
製造を可能にし、工業材料が目覚ましい発展を遂げたことが、木材という非

常に原始的な材料の利用場所を限定的なものとしたのです。生物材料で
ある木材は、力学的にも熱特性的にも居住者の生理的・心理的にも優れ
た材料ですが、何か一つの機能を特化させた人工材料とその点で比較
すれば、どうしても見劣りします。それゆえ、徐 に々、ある時は劇的にその居
場所を失っていったのでしょう。それでも、なお主要材料としての地位を保ち
続けているのは、オールマイティな多面的な機能性、生産から廃棄に至る
環境優位性や地域社会への貢献性の高さに依るところが大きいとも言え
ます。社会の基盤である建築物の建設は、人類が社会を運営する限り、た
とえ量的増減はあったとしてもゼロになることは決してありません。さらに、視
野を広げて世界全体を見渡せば、開発国を中心に人口増加と経済発展
が続いています。子どもたち、さらにその子どもたち、永遠と続く私たちの子
孫が暮らす未来の地球号に想いを寄せ、地球環境の持続性を確保しつ
つこの変化の時を乗り切る方策を思案するとき、生命の源となる酸素を生
み出す森林環境を健全に保全
し、かつ、その管理の中で生産
される木材が一方では人類社
会の基盤材料となり得ることに、
改めて非常に大きな価値があ
ることを思い知ります。いえ、人類
はそうして長きにわたる社会を

隔月 6回連載W第 1回
木材利用の意義と地域資源の可能性　

東海三県の森林面積をもとにした
森林資源のポテンシャル解析
山崎真理子 |名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授

写真１｜神戸市内の異人館
（神戸公式観光サイトより転載 http://www.feel-kobe.jp/sightseeing/spot/?sid=94）

写真２｜豊田市内の人工林を見学する学生
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営んできたのです。わずか百年そこそこの試行に限界を学び、修正するだ
けのこと。このような、森林保全と一体となった木材利用の意義は、COP21
で採択されたパリ協定にもあるように広く国際的に認知されるところです。

W東海地域の森林資源量とその可能性

　さて、日本は森林率66％の森林大国であり、その40％を人工林（生産林）
が占めています。これは世界的に見れば非常に有望な資源力を持ってい
ることになります（※写真2）。しかし一方で、拡大造林の影響による齢級構成

（林齢の構成。1齢級＝5年）の偏りは資源持続性の不安要素であり、さらに
は、多くの森林が手入れ不足による「荒廃」（森林破壊の一種）に陥ってい
ることも看過できません。この事実とその原因をネガティブに語ることは簡単
ですが、これまでの所業をいったん棚に預けてこの資源を冷静に見つめれ
ば、「なんともったいないことではないか」。スイス工科大学で活躍された近
代木造建築の大家、ナッテラー教授曰く「日本がうらやましい。とてつもない
可能性を実現できる資源があるではないか。人智を発揮するチャンスを日
本人は持っている」。
　では、地域産森林資源はどの程度のポテンシャルを持っているのでしょう
か。東海3県（愛知・岐阜・三重）を対象に、その可能性を生産と需要の両
面から試算してみました（名古屋大学GCOEプログラムの一環）（※図3）。
基にしたデータは各県が管理している森林簿のデータです。解析の結果、
齢級構成が一定（法制林）となればより高い持続性が確保できると仮定し
た場合、人工林面積を維持するとこの三県から毎年440万m3の主伐材が
収穫できることが分かりました。この量は、現在の当該地域の間伐計画量
の約8 ～10倍の収穫量です。換言すると、これだけ収穫しなければ法制林
にはならないのです（※図4）。一方で、この収穫量を建築物でどこまで利用
することが可能なのか（需要ポテンシャル）も解析してみました。結果としてま
ず重要な知見は、戸建住宅は重要な利用先ではありますが、構法によって
は地域資源の十分な有効利用には繋がらないということです（※図5）。こ
れは木材が生物材料（天然素材）であるためです。一言に、ヒノキ、スギと
いってもその力学性能には個体間・個体内ともに大きな幅があります。さら
に、たとえ同じ樹齢であっても成長の程度もまちまちで、太い木もあれば細
い木もあります。そうした資源の不均一性を理解しなければ、多くの資源は

「使えない」という烙印を押されゴミになってしまうのです。次の知見は、精一
杯工夫して戸建住宅に使ったところで、資源量にはまだまだ余裕があると
いうことです。中高層建築の構造、内装（フローリング）の利用を視野に入
れて試算すると、愛知県の着工実績の8割に及ぶ中高層建築を木造化で
きるだけの資源量であることが分かりました（内装に至っては10割！）。そして
重要なことは、これだけ利用して初めて、森林における炭素吸収量と木材
利用に伴う炭素排出量がバランスするということです。
　今回ご紹介した解析結果は、この地域の資源生産と利用のポテンシャ
ルです。これだけの資源力をどのように私たちの社会形成の中で活かすこ
とができるのか。森林資源は実に大きな可能性を秘めています。

やまさき・まりこ｜専門は木材科学。木材のマテリアル利用に軸足を据え、
材料学・環境工学をベースに、「森林資源のサステナビリティと地域社会
再生」、「大径材の強度性能評価」、「木質構造物における部材の残存強
度評価」など、木材・木造建築に関わる研究成果を数多く発表している。
近年は、名古屋大学の多分野の研究者が実務家とともに始めた「都市
の木質化PJ」において精力的に活動している。学生・市民・異業種を
も巻き込んだ活動が、国内外で関心を集めている

（a）人口分布 （b）森林蓄積量の分布

図５｜東海三県の森
林資源で建築可能な
住宅戸数の試算。
試算に用いた住宅
モデルでは地域の資
源の材質に見合った
部材を用いておらず、
資源の材積量と比べ
て着工可能棟数が
激減した

（a）現在の齢級構成　

（b）200 年後の齢級構成（主伐量 440 万 m3 の設定）

図４｜東海三県の齢
級構成：現在は拡大
造林の影響を受けて
釣鐘型のいびつな齢
級構成となっており、新
しい植林がほとんどさ
れていない。主伐量
440万m3として主伐
後の土地に新植を行
う計算をすると、齢級
構成が平準化され、
持続的な森林生産体
制が形成される

 図３｜東海三県の人口分布と森林蓄積量分布
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　今回、熊本地震後のJIA東北支部の活動と
して2日間熊本入りした際、同行したメンバーと
共に宇城市（2団地）、御船町（1団地）の応急
仮設住宅団地（以下、仮設団地）を見学した。
　熊本県では、地震直後にくまもとアートポリス
伊東豊雄コミッショナーとアドバイザーを含めた
会議の場を持ち、「熊本型デザイン・デフォルト

（以下、熊本型D）※1」として応急仮設の計画
について10項目がまとめられた。主に、コミュニ
ティを生む配置の工夫、遮音・断熱、RC基礎な
どの共通ルールである。木造仮設においても、こ
れらの指針が生かされていると見受けられた。

T 熊本型木造仮設住宅の特徴
　宇城市で見学した2団地は、①昭和40年前
後の市営住宅周辺に建ち並ぶ曲野長谷川団
地、②伊東豊雄氏らが取り組む「みんなの家」
が建つ当尾グラウンド団地である。これらの2団
地より熊本型と東北の木造仮設との違いを考
察してみたい。
①基礎は、RC基礎。東北の木造仮設では、一
部ベタ基礎タイプが見られたが、大部分が木
杭で5年が経過した現在、一部では腐蝕や不
陸などが発生し、中長期使用の場合は課題と
なる。今回のRC基礎は、仮設の中長期利用や
復興住宅への転用も視野に入れたものとみる
ことができる。
②開口は、南北通風・採光を意図して北側に
採風ドアや開口を確保している。
③玄関は、風除室がなく、玄関外の屋根下空
間に洗濯機を設置する仕様。東北でみられた
南入り住戸（※2）はなく、北入り住戸のみであ
る。これらは東北と九州の気候の差や生活習
慣の違いからくるものと考えられる。
④屋根は切妻を基本として、熊本型Dによる隣
棟間隔の確保により、圧迫感のない印象を受け

る。東北ではプレハブと木造での隣
棟間隔の違いや、住戸タイプにより
差がみられ、必ずしも十分な間隔を
確保した団地だけではなかった。
⑤仕様は、玄関のモルタル仕上げ、
軒天・通気、屋根の竪ハゼ葺き、クロ
ス貼りの壁など、東北の仮設住宅よ
り一般的な住宅の仕様に近づいて
いる。住戸タイプの個性は住棟の
判別のため外壁色を変えるなど一
部に留め、東北で課題となっていた仕様差によ
る不平等感を生まない配慮もされている。
T団地ごとの特徴
○曲野長谷川団地（宇城市松橋町）：13戸
　地震後、空家で老朽化が激しい数棟を解体
し、そこにRC基礎を持つ木造仮設住宅が建
設された。市の担当者は「その建物は仮設であ
るため長期的な利用には耐えられない」と認識
していたが、建築基準法の中で「不完全なも
の」という意味とは異なり、災害救助法の範囲
で中長期をカバーするものの必要性が東北に
おいてもテーマとなっていた。そこでは築50年
が経過する市営団地と現代性能を持つ仮設
住宅による対比の風景をみた。
○当尾グラウンド団地（宇城市松橋町）：44戸
　当尾グラウンドは当尾小学校脇に位置する
野球グラウンドの敷地である。団地正面中央に

「みんなの家」が位置している。「みんなの家」
を境に、Ⅰ・Ⅱ期2タイプの仮設が建ち並ぶ。2タイ
プは、外壁の違いにより判別できるが、2期で統
一した配置がされたことで、団地全体として統
一感が感じられた。住棟の配置は南向きを基
準とすることで、整形地でありながらシーンの変
化が感じられる団地の風景があった。

T御船町東小坂団地の木造仮設にみる
　 進化と木造仮設の未来
　続いて、御船町小坂地区にある坂茂氏設計
の10戸の仮設団地を見学した。ベタ（土間）基
礎に大手鉄骨プレハブの規格品に手が加えら
れた鉄骨基礎が設置されていた。構造はパネ
ル化した独自の構法により徹底的な合理化を図

ることで、良質の居住空間を提供しており、次世
代型仮設のプロトタイプといえるものであった。
　また、団地のある集落は、昔ながらの木造軸
組の民家が残る60世帯程の地区で、郊外に高
密度・大規模に計画される団地とは異なり、既
存集落内に溶け込む、小規模な単位の団地で
あることが大きな特徴といえる。
T 次の災害へ生かすために
　今回、熊本型仮設住宅の見学を通じて、東
日本大震災における木造仮設住宅と異なる点
や改善を試みようとした取り組みについて見るこ
とができた。地域の生活習慣や環境、建設業者
の状況を読み取り、それらを生かすことで地域と
しての仮設住宅供給の形がつくられるのでは
ないだろうか。
　東日本大震災時においては、有志が仮設住
宅の提案を初期に行うなどした中、各事業者
が試行錯誤を重ね、新しい木造仮設住宅像を
作り出していった。熊本型木造仮設住宅では、
事前に熊本型Dにより、県として一定の指針を
示したことは大きく、従来型と異なる魅力ある配
置・住戸計画に寄与している。今後、仮設住宅
のデザイン指針は、震災以前に各地域で準備
しておく必要があると考える。今後、熊本型の取
り組みの普及や検証を行い、東南海や首都圏
直下型地震、その他災害で応用可能なシステ
ムづくりが急務といえる。

熊本地震　JIA会員からのレポート

東北から熊本、その後につづく、木造仮設住宅の可能性
東北支部 福島地域会　芳賀沼 整

当尾グラウンド団地はみんなの家を中心にⅠ・Ⅱ期に分かれている

今回の行動を示す地図

1：桂英昭氏が「建築討論WEB（http://touron.aij.or.
jp/2016/08/2438）」で提唱する熊本震災応急仮設の特色

（10項目の基本ルール）を指す。
2：玄関を南側に配置する住戸タイプ。北入り玄関と向かい合わ
せとすることで外部におけるコミュニティ誘発や、通りの性格分け

（動線空間と、庭的空間など）を意図して計画された。
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U設計の方法論を模索する意義

　白須さんと米澤さんがそれぞれ標榜する設計手法は、いわゆる図面
や模型、CGなどによるスタディの方法論とは少し異なっていた。建築案を
つくる前段階において、部分的な情報のみにより施主と対話し、意思共有
を図っていく方法だった。プランや模型で建築案の全てをいきなり提示す
るのではなく、テーマを絞ることで施主の理解は容易になり、意見や要望
が出やすくなる効果があるようだ。公共建築ではワークショップによるユー
ザー参加型の議論がなされることが多くなったと思うが、個人住宅の設
計過程における対話方法の模索も、ワークショップと同様にプレデザイン
の一種と考えることができるだろう。今回のレポートでは、彼らの施主に与
える情報の選定・提示方法が特徴的だったので次に述べたい。
U分析から得た類型化された空間

　彼らは、「住宅特集」に掲載された住宅や改修物件などの膨大な事例
を分析し、構成や改修方法などの観点から類型化できた空間を施主の
要望にあてはめる手法を試みている。
　白須さんは、類型化できるほどの空間は、これまでの建築家がスタディ
や議論の過程で発見した「技術」や「知見」であり、新しさを求めて避け
るべきものではないと考えていて、参照することを積極的に考えようとして
いると話していた。
　また、米澤さんは、類型化した行為や空間を要望の変化に合わせて組
み換え可能なものとし、さらにはオープンリソースとすることで、他者が参照
可能な方法論の提示がなされ、通常の設計の範疇を超えた熱量が込め
られていた。
　論文的に他者の作品を分析し、「参照すること」を前向きに考えること
が、彼らの対話ツールを生み出したのだろう。
U議事録分析による空間の提示

　次に、彼らは議事録を分析対象として、ここでも抽出されたテーマに対
応する空間をスケッチにより提示しているが、空間のリソースが異なる。
　白須さんは、空間のリソースを住宅特集に求め、それらの複数の掲載
写真を手描きトレースしている。例えば、土間やリビングなどの主空間や、
空間と空間のつながりなどについて、トレースしたスケッチで空間のイメー
ジ共有を図り、それらの対話の中から抽出された断片的でパースペクティ

ブなイメージを紡ぎ合
わせていくようなつくり
方をしようとしている。
　米澤さんは、要望を
並列化した上で、それ
ぞれの要望と対になる
膨大なアイデアスケッ
チを提示し、施主の応答により評価している。そして評価されたアイデア
同士を組み合わせたスケッチをまた複数提示し、これも施主の応答により
評価して、建築空間へと落とし込んでいこうとしている。
　彼らは、複数の部分から思考を展開し、施主との対話の中で立体的なツ
リーのように建築案を組み上げていこうとしているわけだが、建築案をつくる
前段階において、部分的なイメージを参照・提示し、施主からの応答を得
て、徐 に々つくりあげていく手法の模索というのは一体何をもたらすのか。
U方法論の模索により獲得されるもの

　彼らの参照する姿勢にならい、方法論に関する論評を私も援用してみ
ると、門脇耕三氏は10+1websiteに次のように寄稿している。「（前略）
創造の過程において、他者が極めて重要なリソースとして働くことこそが、
2000年以降の建築界の最大の発見なのであり、だとするならば、模型に
代わる他者を設計に介在させる方法論と、その他者の読み解き方の開
発こそに、新しい建築の表現が開花するための沃野が広がっていると考
えられるのである……」（※1）。つまり、彼らの方法論の模索というのは、他
者性の獲得方法の開発という文脈に乗っているとも解釈できる。しかしな
がら、白須さんはただ単に新しき建築を求めているわけではないようであ
る。マルセル・デュシャンの「泉」を引き合いに、作品自体に宿る作家性では
なく、選定（もしくは編集）する作家性を獲得しようとしている。過去や歴史
は否定するものではなく参照対象であり、要望との相性を見極める参照
先選定の審美眼と編集方法に作家性は宿ることとなる。
　いずれにしても、2人の建築家の模索はこれからも続いていくようである。
地域に求められる建築というものが、施主や地域の人々、専門家の意見
等の調整や、フレームワークのデザインを伴うのであれば、他者を中心に据
えた彼らのプレデザインは、地域にまで愛される建築を生み出す方法論へ
と昇華する可能性を秘めているのかもしれない。

複雑化する社会と開かれた設計手法

鈴木悟史｜CAn

地域が

建築に

求めるもの　  5

i 特集・連続企画

第5回は、設計のプロセス論「複雑化する社会と開かれた設計手法」をテーマに、白須寛規さんと米澤隆さんの若手建築家両名にご登壇い
ただきました。パターンランゲージの設計手法を行う2人のパネリストのレクチャーから、小さな規模の建築においてユーザー参加型の設計方
法にどのような可能性があるのか、議論を深める機会になりました。　　　　　　　　　　　　　　　  企画担当：吉村昭範（D.I.G Architect）

白須寛規（design SU）
米澤　隆（米澤隆建築設計事務所）

〈第5回レポート〉
プレデザインさえも建築だ
9月30日（金）
会場：名古屋大学ES総合館4階

※ 1 ｜門脇耕三「2000 年以降のスタディ、または設計における他
者性の発露の行方」（10+1website 2012.04『設計スタディの現在
形、新たなテクトニクスの発見へ』）参照。

質疑応答の様子
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JIA 静岡発

小野田泰明氏「東日本大震災の復興の現状と課題」

建築文化研究会・定例講演会

　静岡県内建築五団体でつくる「静岡県
建築文化研究会」において、東北大学大
学院教授小野田泰明氏を講師に招き、同
上のテーマにて講演会が行われました。
　日本では数少ないプレ・デザインの実践
者としてご活躍の小野田氏は、2011年3月
11日の東日本大震災を境に日々の生活が
大きくかわり、被災地における建築の
ハードとソフト、建築家と被災者・行政な
どを結ぶ役割として、復興デザインにか
かわってこられました。そして、宮城・岩
手の自治体の復興アドバイザーとして、
また、建築家による復興支援ネットワー
ク「アーキエイド」の中心メンバーとして
の活動も行われており、私たち建築関係
者が被災前に必要なこと、日ごろからの
地域住民や行政とのかかわり方、震災後
の被災者に寄り添うまちづくりに関して
さまざまな対応・アドバイスをされていま
す。これまで震災からの復興については、
マスコミ報道から多くは伝えられている
ように感じますが、実際に復興の現場に
いる立場からすると重要なことがいくつ
か抜け落ちているとのことで、外部から
の情報に頼ることしかしていない私たち
にとって、貴重な講演となりました。
　この震災の大きな問題は、低頻度大規
模災害（Ｍ9クラスの巨大地震）が近代社
会に甚大なダメージを与えたこと、そし

てこのことが復興・住宅再建に対し大き
な足かせとなっていることが重要な点だ
とのことです。それは500年から1000年
に1回の確率で被害をもたらす津波の想
定浸水高がまちづくりの起点となるため
で、地域により、いくつもの堤防で街中
の浸水を低くする多重防衛の考え方、ま
たは大規模な盛土の整備が余儀なくされ
るかさ上げ防衛の考え方など、復興計画
のパターンは地形によりさまざまとなっ
たそうです。釜石市などは前者の形式で
中心部は住みながらの復興が早くから可
能となりますが、後者の形式である女川
町や陸前高田市などでは、宅盤整備など
大規模な土木工事が前提となり復興にか
かる時間が過大となります。
　もう一つの問題は住宅再建です。この
ように土地の手当てや、インフラの付け
替えなど建築に着手するまでには長い時
間が必要となり、仮設生活を長期化させ
被害者の家族に大きな影響を与える結果
となります。地域的にみても多世帯同居
をしていた家族が、仮設生活のあいだに
若夫婦が転出し、高齢者世帯だけが残さ
れる。残された老夫婦が災害公営住宅に
入居となるが、もともと人口減に苦しむ
地域が災害による流出も加速し、空き家
も予想されるそうです。阪神・淡路大震災
においてもこの住宅供給戸数の見定めは
難しく、まして広大な範囲の東日本大震
災においてはそれ以上と考えるべきとの
ことです。先の阪神・淡路大震災において
も災害公営住宅は大量に必要とされ、高
層化公営住宅など早期に建設されていき
ました。高齢者などの社会的弱者が優先
され、住み慣れたコミュニティから離さ
れた上に、鉄の扉に隔たれた住戸内で社
会から孤立していった。そしてこのこと

による、孤独死の問題が大きく取り上げ
られました。早期の復興において、開放
北側廊下、鉄の玄関扉、南側リビングの
採用は大量に建設するためには当然の流
れとも考えられました。
　この東日本大震災においては、この教
訓を踏まえ、さまざまな調整を経て少数
の供給に抑えている自治体と、超大な被
害規模に応えるためにこのような配慮が
難しい自治体と様々なようです。
　そして最後に紹介された災害公営住宅
はこうしたコミュニティの解決策として
新しいプランが紹介されました。今まで
の北廊下型でなく、多方位廊下型、対面
型などによるものです。対面型とは、2つ
の住棟が対面するよう配置され、その中
心に中庭や広場を介している形式です。
その中でも阿部仁史アトリエにおいて設
計された、七ヶ浜町の災害公営住宅は、
互いに向き合う住戸の玄関・リビングを
中庭側にプランした「リビングアクセス
型住居」としての新しい試みです。居住者
の孤立を防ぐためと、ケアマネージャー
の福祉サービスにも有効なプランである
ことがポイントだそうです。時間をかけ
住民とのワークショップを行うことの有
効性はこのようなところに表れているの
だと思います。ただし、あくまでも復興
事業として時間との戦いにどう対応して
いくのか、また私たち東海地域が遭遇す
る震災、復興計画にどう生かしていくか、
今後時間をかけ、しかし緊急な課題とし
て取り組む必要性を痛感いたしました。

講演会での小野田氏

江川静男（JIA静岡）｜
ヴァイスプランニング



ARCHITECT　2016 − 11　9

JIA 愛知発

日本初のJIA大学授業「建築家の仕事」

JIA・名古屋市立大学授業 ※P15 に授業シラバス掲載

　日本建築家協会東海支部愛知地域会の
皆さんに、本大学芸術工学部建築都市デザ
イン学科3年生に講義をお願いすることになり
ました。科目名称は「建築家の仕事」、本年
度後期毎週金曜日の2限目です。選択科目と
してカリキュラムに位置づけ、修得すれば2単
位となります。個人として非常勤講師の経験を
持っている方もおられると思いますが、日本建
築家協会という建築家職能団体が大学授業
を受け持つのは全国初です。
　一般に建築系の学科は一級建築士の受

験資格に必要な学歴要件を満たすよう、建築
士法の定める「国土交通大臣の指定する建
築に関する科目」をカリキュラムの骨格としてい
ます。各大学はそれらを前提に、その他必要
な講義、演習、実習を構築しています。学生
たちは、蓄積された学問体系に沿って建築学
を「学ぶ」ことになります。
　しかしながら卒業後に控える「働く」につい
て知ることはありません。多くの大学生は「就
職活動」という慣習が3年生後半に迫りくる中、
はじめて将来の職業に向き合います。社会は
より複雑化し、何より身近な生活の場から大人
の働く姿が消え去っています。自らの「学習」が

「社会」とどうつながるのかを理解することはき
わめて困難となり、小学校段階からのキャリア
教育が求められるほどです。
　15回の授業では、ベテランから若手、会社
組織から個人事務所、女性から男性、建築

からまちづくり、と個性的で多様な実務家が語
りかけます。建築の広がり、設計に臨む気持
ち、キャリアの積み重ねと心境変化など、建築
家たちのリアルな体験に接することができます。
学生たちにはカリキュラムを通じて学んだ建築
理論に、建築家としての先輩方の生き様を重
ね合わせることで、将来の社会での立ち位置
を探ってほしいと考えています。学習到達目標
は、「実社会における建築家の職能、役割、
活動について学びつつ、自らの進路イメージ
が具体化できる」としました。
　来年度以降は愛知学長懇話会（愛知県下
の国公私立大学の連携の場）の単位互換制
度を活用し、県内の学生なら誰でも受講できる
よう予定しています。

授業の様子

第２講座の講師の森口雅文さんと渡辺誠一さん

鈴木賢一（JIA愛知）｜
名古屋市立大学

久保田英之（JIA愛知）｜
愛知地域会地域会長・

久保田英之建築研究所

　2016年9月より名古屋市立大学芸術工学
部建築都市デザイン学科3年生を対象に、
JIA愛知の会員で講義を行うことになりました。
　昨年末にこの企画が持ち上がり、通常の
大学講義では、すでにシラバスも決まり来年度
の授業が確定している時期でもありましたが、
思い立ったが吉日と名古屋市立大学の鈴木
賢一先生と調整を計り授業開講に漕ぎ着ける
ことができました。われわれ建築家の職能とし

ても、次世代を担う学生への教育支援活動は
とても大切なことだと思っております。現在JIA
としては、学生のためにオープンデスク、ウェル
カムオフィスなどを行っていますが、会員が組
織体として大学にて講義をする形態は全国で
も例がないかも知れません。
　まずは、JIA愛知・大学特別委員会を発足
するに当たり、委員を公募し15名の会員に名
乗りを挙げていただきました。この講義に向け
て、JIA会員だからできることを柱に、計6回の
委員会を重ねて参りました。われわれ建築家
といっても考えてみれば、事務所規模の大きさ
から扱っている建築物の内容、男性女性の
視点の違い、街づくりの専門家や構造家、地
域を大切に活動している建築家と、さまざまな

職域と職種を扱っていることにあらためて気づ
かされました。今、それを建築家の生の言葉
で伝え、実社会における建築家の職能、役
割、活動について理解し、自らの進路にも役
立ててほしいと願っています。
　今年度は、15名の委員の他に、講義を担
当する講師を含め総勢25名によってこのカリ
キュラムをつくり上げました。授業のシラバスは
P15に掲載されていますが、各講座一つ一つ
がとても内容の濃いものになっています。学生
からもJIA愛知が試されている、そんな思いで
この授業に向かっていきます。

JIA愛知で名古屋市立大学の授業を行います
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地域に根付いた建築教室

事業委員会・三河地区会　sebone 建築教室／ココニコ建築教室

　8月27日、28日の2日間、とよはし都市型アー
トイベントsebone2016の企画として、事業委
員会と三河地区会が一緒になって、建築教室

「ダンボールでまちをつくろう−建築家になろう
−」を開催した。
　会場となった名豊ビルは、豊橋のまちづくり
を牽引し、長く市民にも親しまれてきた街のラン

ドマーク的存在。しかし、あと数カ月で終焉を
迎え、再開発により新しく生まれ変わろうとして
いる。この街で起きようとしている現実と建築
教室をシンクロさせ、子どもたち自らが未来の
豊橋の街を構築し、アバターを使い仮想体験
するといったプログラムを実践した。
　地下の空き店舗の床にクラフトテープを使
い街区をつくり、ダンカードで制作した建物を
並べ、参加者全員でひとつの街を昇華させ
ていった。初日は、伸びやかな水上ビルと対

照的に高層化した構築物が
大半を占め、上昇性を小塔の
工夫で表現するものが多く見
られた。一方2日目は、低層で
独特なフォルムの造形的な作
品が多く生まれた。これらは街

の景観を意識させたプログラムの成果と捉え
られる部分もあるが、別の側面から見れば、
社会の秩序を守ろうとする日本人的な心の表
れとも思えて面白い。ともあれ、子どもから大
人まで220人の参加があり大成功であった。
　さらには、私たちの建築教室に共感してい
ただいた豊橋市から共催のオファーを受け
て、9月のシルバーウィーク、延べ6日間に渡る
イベントを「豊橋市こども未来館ココニコ」で
行った。公共性の高い場所ということもあり多
くの市民に参加いただくことができた。来年は
中高生を対象としたプログラムを共催する話
が動き出そうとしている。

高木耕一（JIA愛知）｜
東畑建築事務所

下｜「豊橋こども未来館ココ
ニコ」での建築教室には多く
のリピータも訪れた

左｜「sebone」 では子どもたち
が未来の豊橋の街を創造した

JIA 愛知発 三河地区会　あいちトリエンナーレ 2016 豊橋会場視察

トリエンナーレ初参加となる豊橋会場を見学

　去る9月16日、東西三河地区の統合後初と
なる例会と持ち出し役員会が、豊橋の「穂の
国とよはし芸術劇場PLAT（プラット）」を会場
に開催されました。本年は、「あいちトリエン
ナーレ」の開催年にあたり、3回目にして初参
加となる豊橋で、会場視察・展示観覧も兼ね
た形で例会を行いたいと、年度中盤での開催
となりました。
　「トリエンナーレ」では、愛知地域会として前
回開催より伏見地下街での映画会、長者町

「ゑびす祭り」での段ボール迷路づくりなど「建
築家フェスティバル」と銘打った公益事業・PR
事業を展開しています。
　当日は、豊橋市担当課の概要説明、担当
キュレーターの加藤慶さんによる会場解説に
加えて、アート展において黒子として会場準備

に尽力する「アーキテクト」という立場で、豊橋
担当の山岸綾さんにもお話しいただきました。
まちなかを舞台に展示を行うためには、アート
分野のみならず、さまざまの専門家チームを構
成する必要があり、建築家の職域も重要な
パートを担うことを知りました。その後、まちなか
へ繰り出し、解説付きで現代アートに触れる良
い機会となりました。豊橋会場は、PLATのほ
か、水上ビル、開発ビル他の空きスペースを利
用し、駅周辺に集中しているのが特徴です。
話を聞いてあらためて建築側の視点で会場
を回ると、築40 ～ 50年の老ビルを実に上手
に見せています。
　豊橋では、ここのところアートイベントへの出
展、こども施設でのワークショップなど、事業委
員をはじめ、訪れていただける機会が増えて

います。名古屋圏以外の地域へのこうした関
与が増えることは、三河地域で活動している
われわれにはありたいことです。今後も三河か
らの発信を続けて参りたいと思います。

黒野有一郎（JIA愛知）｜
一級建築士事務所　建築クロノ

開発ビル・佐々木愛さんの作品（写真撮影：西村和哉）

※豊橋、水上ビルなどの詳細については、本誌2014年12月号
-2015年10月号「建築家はリージョンをも
つ」（隔月連載）に連載しております。
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「大屋根」の下に人びとが集う開放的な庁舎～北方町新庁舎見学会

JIA の窓

　去る8月19日（金）、JIA岐阜地域会主催、
2016年度 第1回「JIAの窓」が開催されま
した。「JIAの窓」は、会員以外の岐阜で活
躍する建築家、大学教員、学生などに参加
を呼びかけ、対話形式の会を通しJIA活動
の広報を行うとともに会員拡大の契機となるよ
う開催されている事業の一つです。
　「建築見学会」「講演会」「座談会」の3部
構成で行われ、一般、学生の申し込みが多
数あり総勢40名が参加しました。見学場所
は2013年に公開プロポーザルコンペが行わ
れ、平2016年3月に竣工した岐阜県本巣郡
北方町にある北方町新庁舎です。名古屋の
設計事務所C＋Aと岐阜の武藤圭太郎建築
設計事務所の共同体が設計監理した建築
です。この日は武藤圭太郎氏に見学会での
説明と、新庁舎内の会議室でレクチャーをし
ていただきました。
　新庁舎は鉄骨造・地上3階建て、延床面
積5,220㎡、「町のシンボルとなる庁舎」「機
能的・便利でわかりやすい庁舎」「安全・安心
な庁舎」「環境にやさしい庁舎」と4つのコン
セプトを掲げています。
　訪問時、真っ先に目に入ったのは地面から
浮かび上がるような大屋根です。周囲からす
ぐに認知できるインパクトのある外観でした。
大屋根の下は、奥行きが深く柱のない開放
的なピロティスペースです。外部と内部をつな
ぐ縁側のような空間はエントランスへのアプ
ローチになっています。当日は灼熱の暑さで
したが、この空間に入ると日差しが遮られ、

ほっと一息つくことができました。
　1階は主要な手続きが全てまかなえる窓口
が一直線上に並び、窓口の向かい側には、
町民が自由に利用できる3つの広場が開放
されています。広場のうち中央に位置する
「いこいの広場」は、大屋根の下に広がった
3層吹き抜けのダイナミックな空間です。藤森
泰司アトリエデザインの彩りある家具が、全面
に配置された交流スペースとなっており、町
民の方々が楽しげにくつろいでいる様子が印
象的でした。
　2階、3階は所 に々設けられたテラスからの
光が十分に差し込み、とても明るい環境で
す。執務空間も快適な空間でした。また、通
路に点在する休憩コーナーではゆったりとし
たソファーでテラス越しの山並みを堪能でき
る贅沢なスペースでした。
　見学会後、長尾岐阜地域会長からのあい
さつがあり、その後、武藤圭太郎氏のレク
チャーが行われました。レクチャーでは主に公
開コンペから庁舎竣工までの経緯について話
をしていただきました。コンペ時のファーストプ
レゼンテーション案の説明に始まり、実施設計
におけるプランの検討、RC＋鉄骨造の混構
造から全て鉄骨造に至った構造形式の変遷
など、大変中身の濃いレクチャーでした。
　圧巻だったのは大屋根の最終形状に至る
検討過程です。屋根勾配、内部空間、プラ
ンニング、外部からの光の状態とさまざまな
要素が絡むため、何十種類ものスタディ模型
を作成し、今あるデザインへ辿り着くまでに、

相当な時間と労力がかかっていることがわか
りました。また、旧役場へ訪問した時に感じ
た職員の方々の親身な対応が、設計の手が
かりになっているとの話もありました。
　ほんの少しの滞在時間でしたが、新庁舎
の掲げるコンセプトである「大屋根」の下に
人びとが集う開放的な庁舎の一端を感じるこ
とができたように思います。
　座談会は見学会、講演会の後、岐阜市
美 殿 町 のレストラン&バ ー「sound inn 
COA」で行われました。各自が自己紹介した
後、見学会・講演会の感想をざっくばらんに
話しました。会員以外の方、特に学生達は
JIA主催の事業・JIA会員との交流が、とて
も新鮮だったようです。学校の授業とは違っ
た刺激を受けたのではないでしょうか。
　今回、建築見学会・設計者レクチャー・懇
親会と連続して行うことは初めてでしたが、
大変有意義な試みになったと思います。岐
阜地域会では、今後もこの「JIAの窓」を一
層盛り上げていけるように創
意工夫を重ねていきます。

インパクトのある大屋根 交流スペース「いこいの広場」武藤圭太郎氏のレクチャー会

sound inn COA での座談会

寺下　浩（JIA岐阜）｜
スマイロ・アーキテクツ・ユニット
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三重大学レーモンドホール

石水博物館と川喜田半泥子

レーモンドホール、石水博物館見学

　9月9日、東海支部持ち出し役員会は三重
県津市で開催されました。会議に先駆け午前
は三重大学の構内に立つ「レーモンドホール」
を三重大学教授の菅原洋一先生の案内で
見学、丁重な説明を受け、参加した会員には
誠に得難い機会となりました。東海地区にレー
モンド設計の建物が存在することは案外知ら
れていないと思います。少し経過を含め、述
べたいと思います。
　実は2006年6月に「第6回JIA25年賞」の
最終審査の選考外となった経過があります。

　9月9日、JIA東海支部持ち出し役員会の
のち、全員で石水博物館を訪ねた。石水博
物館は、川喜田久

きゅうだゆう

太夫が昭和5（1930）年
に地域文化の復興と社会福祉活動の拠点と
して設立した財団法人石水会館を母体とし
ている。津市の中心の展示施設として、昭
和50（1975）年に登録博物館となって、地元
に根ざした展覧会を開催し、市民の皆さまに
親しまれてきた歴史がある。
　平成22（1947）年に公益社団法人石水

三重県立大学は1950（昭和25）年4月に設立、
その翌年8月25日に三重県立大学付属図書
館として竣工した、建坪約280㎡の木造平屋
建てで、木曽山中から運び出された桧丸太末
口7寸を主用材とした神殿と間違えるほどの建
物です。内部はニス塗装がうまくマッチしており、
軒の出6尺と母屋は野地板を載せて垂木なし、
すべてあらわしのままでの構造で、静かに読書
に没入させる雰囲気を醸しだしています。
　1951（昭和26）年といえば、第二次世界大
戦の敗戦の色なお濃く、戦後の食糧不足で皆
が痩せ細っていた時代であり、大学が図書館
の設計に、外国人で、しかも署名な建築家に
依頼するということは大変ユニークな発想であ
り、多額に設計料が支払えたようです。その頃
は、三重県知事は青木理知事県政下で財政
事情も良く、県大の創設ということで思い切った
ことができたのでしょう。県大が国立移管で江
戸橋キャンバスに移転する1969（昭和44）年ま

博物館に変更するとともに、津市南郊の自然
豊かな川喜田家ゆかりの千歳山（現在地）に
新しく展示施設を新築し、平成23年5月に移
転開館した。
　新館は、地上2階建て、外壁はコンクリート
の打ち放しとガラス張りである。正門から玄関
までのアプローチからも内部からも、広葉樹に
囲まれた千歳文庫（川喜田家の所蔵品収蔵
のため建てられたが、現在は石水博物館収
蔵庫として使用）の建物を見ることができる。
　川喜田久太夫は、号を半

はんでいし

泥子と称し、禅
の師の命名で「半

なか

ば泥
なず

みて半ば泥まず」とい
う意味ときく。
　江戸時代より江戸大伝馬町で木綿問屋を
営んだ津の豪商川喜田家の16代。経済人
で百五銀行第6代頭取として活躍する傍ら、

レーモンドホール外観

石水博物館外観

中村　久（JIA三重）｜
中村建築設計事務所

清水一男（JIA三重）｜
清水設計事務所

での間、19年間、さぞ大谷地に集い学んだ
人 の々心を豊かにしてきたことでしょう。
　その後、この由緒ある建物も江戸橋に移
設、厨房を建て増し、内部に改造も加わり、

「水産食堂」と呼ばれるようになりました。学園
紛争の際に、団交の場と化したり、入試時には
父兄、保護者の控室となったり、ダンスパー
ティーや音楽会のホールともなっていたようで
す。その後物置となっていた建物を2013（平
成25）年には耐震補強工事、屋根の葺き替
え、外壁改修、内部改修がなされ現在に至っ
ています。建設当時の設計図もあり、麻布の
レーモンド自邸のもととなった建物でもあり、登録
有形文化財登録基準に該当するものと関係
者は願っておられます。当日参加できなかった
方々、一度「レーモンドホー
ル」にぜひお越しください。

陶芸、茶道、書画、俳句、建築など多彩な
趣味を持ち、型にとらわれない自由でのびや
かな心で遊んだ。中でも本格的に取り組み独
自の作風をつくり上げた陶芸は、異彩を放
ち、北大路魯山人と共に「東の魯山人、西
の半泥子」と讃えられ評価も高い。
　石水博物館の所蔵品は、江戸時代に伊
勢商人の豪商であった川喜田家の多岐にわ
たる資料を中心に、代々の当主が蒐集してき
たコレクションと楽しい銘のついた半泥子の
名品を所蔵している。また、国学者・谷

たにかわ

川
士
ことすが

清、本居宣長、賀
か も の

茂真
ま ぶ ち

淵、北海道の名付
け親・松浦武田郎の書簡な
ど実に多彩であった。
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　本部・支部ともに新体制が動きつつある。本部では各委員会の
ミッションが見直され、六鹿体制の色が出始めている。東海支部
でも新支部長と幹事長の手腕が発揮され順調な運営が行われてい
る。一方、会員資格などの規定にあらも見えてきて、改正の必要
性や本部-支部間で見解の相違も生じている。東海支部において
は、会員規定について8月に本部宛に質問状を提出した。あらま
しは、プロフェッサーアーキテクトの定義とその入会資格、不動
産関連組織に所属する者の入会資格についての2点である。回答
が9月に送られてきた。定款に記述のある「専ら建築設計監理業
務を行う」の解釈がポイントの1つであり、会員が所属する組織の
性格については規定外と読み取れるような内容が見られる。社会
の組織が多様化し建築家の業務スタイルも変化しているが、JIA
がこれまで発信してきた姿勢を短時間で大きく変えるのもいかが
なものかと思う。会員の皆さまも一読されお考え願いたい。

日　時：2016年9月9日（金）14：00 ～ 15：30
場　所：三重県津市垂水「はま作」　（持出役員会）
出席者：支部長、本部理事、幹事11名
　　　　監査2名、オブザーバー 13名

1．支部長挨拶

　役員会に先立って行われたレーモンドホール・千歳山の見学会
において、菅原先生のご解説ありがとうございました。東海支部
から質疑した回答が本部よりありました。“正会員”につき今後
議論を深めていただきたい。（車戸）
2．報告事項

（１）支部報告　特になし
（２） ジュニア会員の正会員移行については次回以降に検討する。
３．その他　

① 支部質問状への本部回答は次回以降に検討する。

＜議　事＞

1.審議事項

①入会申込書　ジュニア会員「萩原健一（静）」（大瀧）　→承認
　入会申込書　法人協力会員「㈱LIXIL（静）」（大瀧）　→承認 

　入会申込書　法人協力会員「㈱サンワカンパニー（愛）」
　（久保田）　→承認
・ この前の愛知地域会でジュニア会員（愛）の申込があったが、現

在工務店に勤めており資格要件に合わないと判断しています。11
月に独立するということで、再度申込をお願いしている。（久保田）

・ 古い申込書を使わないように。（見寺）
2.協議事項

①入会申込書　正会員「及川博文（静）」（大瀧）→条件付きで承認
条件：申込書を訂正すること

3.その他

①GC賞 本部助成金申請について（柳澤）
・ １/28審査会、参加人数70名を予定、講演会内容は検討中。予算

について、前回は赤字でスタッフが自腹を切ったので、今回は
それがないようにしたい。

・ 今後本部事業（国際交流委員会）と位置付けられれば、東海支
部だけでなく持ち回りで各支部で行って欲しい。

・ 本日承認を得られれば、各種手配・文書を配布発送する。
 →内規として活動助成は3回まで受けられる。本部国際交流委

員会の下に入ることになると思うが、そのミッション・活動内
容の中に是非入れてもらってほしい。（小田）

 →国際交流委員会にこの内容を伝えるべき。GC賞は国際交流
委員会が担当するとすでに岩村氏より返事をいただいている。

（石田）
 →筒井専務経由で伝達すること。（車戸）
 →審議へ　事業計画を承認
② JIA建築家大会2016大阪（10/27 ～ 10/28）について（矢田）
・ 参加者ノルマについて：愛知地域会50名、静岡地域会20名、岐

阜地域会5名、三重地域会5名
・ 「東海支部の夕べ」は開催保留
③ 役員会日程変更（2/17→2/8）について（矢田）
　西澤立衛氏講演会の日に兼ねる　→承認

東海支部役員会報告

奥野美樹（JIA三重）｜奥野建築事務所



14　ARCHITECT　2016 − 11

保存情報　第 180 回　JIA 愛知保存研究会

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

裁断橋跡と堀尾跡公園

伏見地下街

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

の三名文のひとつにあげられている。
　金助母子の出生地の大口町では、平成8年、
郷土の人 の々慈愛と偉業を称え堀尾跡公園を整
備した。公園内を流れる五条川には「尾張名所図
会」を参考に裁断橋を復元、精巧に複製された擬
宝珠を設置し、隣接していた姥堂も復元された。

■発掘者コメント
　東海道宮宿（熱田宿）の東のはずれに精進川が
流れていた。東海道筋に裁断橋が架かり、その袂

（西南角）には姥堂があった。大正15（1926）年に
川は埋めたてられ橋は取り壊されたが、4基の擬
宝珠は道路脇に保存された。同年発行された浜
田青陵著「橋と塔」（岩波書店）よってその存在が
知られ、擬宝珠に刻まれた子を思う母の仮名書き
銘文が、多くの人 の々感動を呼び有名になった。
　昭和28（1953）年、裁断橋は地元伝馬町の人々
によって姥堂境内に3分の1に縮小して復元され、
擬宝珠も移設保存された。昭和48年、名古屋市
指定文化財（工芸）に指定され、平成4（1992）年
にマンション建設とともに裁断橋を撤去、擬宝珠は

■発掘者コメント
　伏見地下街は、1957年地下鉄東山線（名古
屋駅―栄間）の開通に伴い建設された伏見駅の
開業に合わせオープンした（同年11月16日）。名
古屋駅地下街、栄地下街に続いてのオープン。
栄方面行プラットホームの東改札口からそのままア
クセスでき、地下街から改札口越しに電車の発着
を見ることができる。
　現在240mの通路に49店舗の区画があり、1
区画の面積は20.4㎡（及び17㎡）。5カ所ある出
入り口は長者町通りにある。
　1956年5月25日、地下鉄伏見駅と長者町を結
ぶ地下繊維問屋街を建設するため、長者町の旦
那衆により長者町地下繊維問屋協同組合が結成
された。長者町地下街発展会の発足、解散を経
て、1999年3月1日伏見駅地下街協同組合に名
称変更し現在に至る。出店者も準組合員として
組合活動に参加可能となった。
　しかし、繊維産業の衰退に伴い客は次第に減
少し、店の閉店時間も早くシャッター街となって
いった。
　2011年、五十嵐太郎氏があいちトリエンナーレ
芸術監督に就任し、2013年に開催されたあいちト

名古屋市博物館に保管されることになった。現在
は平成5年に建てられた姥堂の入口に記念碑とと
もに裁断橋のかつての様子が再現されている。
　裁断橋物語は、天正18（1590）年に小田原征
伐に加わった18歳の堀尾金助にまつわる話であ
る。金助の母は祈願を兼ねて熱田神宮近くにあっ
た裁断橋まで見送ったが、その願いもむなしく金助
は病に倒れ帰らぬ人となる。息子の死を悲しんだ
母は、翌年、供養のため私財をなげうって別れの
場となった裁断橋を架け替えた。その後、三十三
回忌にあたり、2回目の改修工事に取り組んだがそ
の完成を見ることなく母は亡くなり、意思を継いだ養
子が元和8（1622）年に完成させた。亡き息子へ
の思いはその擬宝珠に刻まれ、この文章が日本母

リエンナーレに合わせ、台湾の打開連合設計事務
所が出入り口及び通路に「長者町ブループリント」
を制作。通路のデザインは特定の視点からのみ立
体画像が現れる手法が取り入れられ、階段のモ
チーフは商店街が誕生した昭和時代と現在、そし
て未来へとつなぐ意味を持つとのこと。制作には多
くの大学生も参加した。JIA愛知地域会も地下街
の一コマを借り、子どもたちを対象とした紙コップ
アートや映画鑑賞会を催したのも記憶に新しい。
　若者たちによる立ち呑み屋が何件もオープンし、
閉店時間も23時までとなり多くのサラリーマンが利
用するようになり、一度シャッター街と化した商店街
が再び活気を取り戻しつつある稀有な例となった。
　取材に際しご協力にしていただきました伏見駅
地下街協同組合長および事務局の方 に々感謝申
し上げます。

熱田神宮

神宮西

熱田裁断橋跡

神宮西

地下鉄
名城線

熱田裁断橋跡

1

地下鉄
名城線 伝馬町伝馬町

名鉄
神宮前

伏見地下街

●オアシス21

●白川公園

●名古屋市役所
●愛知県庁

名古屋駅 伏見

丸の内国際センター
久屋大通 高岳

地下鉄東山線

矢場町

栄

伏見地下街

●オアシス21

●白川公園

●名古屋市役所
●愛知県庁

名古屋駅 伏見

丸の内国際センター
久屋大通 高岳

地下鉄東山線

矢場町

栄

熱田裁断橋跡と姥堂

通路に描かれた3Dデザイン

立ち呑み屋 出入り口

堀尾跡公園内に復元された裁断橋と姥堂 大口町裁断橋の擬宝珠（複製）

所在地：［裁断橋跡］名古屋市熱田区伝馬二丁目5-19
　　　　［堀尾跡公園］愛知県丹羽郡大口町堀尾跡
　　　　　　　　　　 一丁目50番地
参考資料：堀尾跡公園マップ（大口町歴史民俗資料館）

参考資料
・伏見地下街協同組合「伏見地下街の歴史」
・打開連合設計　あいちトリエンナーレ2013作品集
・中日新聞

塚本隆典（JIA愛知）｜
塚本建築設計事務所

澤村喜久夫（JIA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＞
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＞
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＞
9/30 JIA・名古屋市立大学授業 開始（※詳細は同ページ下部に掲載）
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
11/9 建築トラブル回避法Part2
10/26 「地域が建築に求めるもの」第6回「使いこなしの作法」
＜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＞　
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

JIA 愛知発

商品PR展示会を開催

法人協力会主催 商品 PR 展示会

　JIA愛知地域会主催の暑気払い2016が、
アパホテル名古屋錦で、8月19日（金）に開
催されました。その会場で、JIA愛知法人協
力会員の商品PR展示会を開催させていた
だきました。
　18時30分の暑気払い開催に合わせて出

展者が集合し、1社あたり90㎝×180㎝のス
ペースに展示を行いました。各社の展示中か
ら暑気払い終了まで、会員の方々が展示を
熱心にご覧いただき、各所で質問されたり、
カタログを持って帰られたりしていました。参
加していただいた会員・法人協力会員の皆さ
ま、ありがとうございました。今回は、最近法
人協力会に入会された、新東㈱、㈱ライフス
タイル、㈱トーヨーキッチンスタイルの3社も出
展していただきました。
　今後もこのような催しを開催していきますの
で、会員・法人協力会員の皆さまのご協力を
お願いいたします。

出展企業（順不同）：新東㈱、大光電機㈱、
㈱岡村製作所、YKK AP㈱、日新工業㈱、
㈱エフワンエヌ、三協立山㈱、田島ルー
フィング㈱、㈱LIXIL、TOTO㈱、中部フ
ローリング㈱、㈱ライフスタイル、㈱ユ
ニソン、三晃金属工業㈱、サーマエンジ
ニアリング㈱、㈱サンゲツ、㈱トーヨー
キッチンスタイル、ジャパンパイル㈱

以上18社

会場の様子

山本義和（JIA法人協力会員）｜
ジャパンパイル㈱中部支店

●第1講座（9月30日）　　
建築家のフィールド（建築家の職域とその特徴）　榎戸正浩
●第2講座（10月7日）
建築家と構造家の歴史とコラボレーション　森口雅文・渡辺誠一
●第3講座（10月14日）
地域や街で活躍する建築家の仕事 那古野下町衆と円頓寺･四間道界隈、建築家はリージョ
ンを持つ
齊藤正吉・黒野有一郎　
●第4講座（10月21日）
時と人と建築　浅井裕雄　　
●第5講座（10月28日）
クライアントと建築家　八木有美・塩田有紀　
●第6講座（11月4日）
組織事務所のしごとと環境　鈴木達也
●第7講座（11月11日）
名古屋を拠点とする設計事務所の仕事と私　内藤正隆・澤村喜久夫　

●第8講座（11月18日）
都市・地域整備の過去・現在・未来　尾関利勝 
●第9講座（11月25日）
住宅設計士としての仕事　川口亜稀子　
●第10講座（12月2日）
もの／ひと／こと／まち育て　高木耕一  
●第11講座（12月9日）
プロダクトデザイン、クラフトデザインと建築設計　矢田義典・矢田なおみ
●第12講座（12月16日）
社会のながれに沿った社会活動と、設計人生の節目　田中英彦
●第13講座（1月13日）
サバイバル デザイン アーキテクチャー　柳澤力
●第14講座（1月20日）
モノと向き合う仕事　吉元学・三宅真示
●第15講座（1月27日）
総括（講師参加者）

JIA・名古屋市立大学授業スケジュール　※毎週金曜日2限目（10:40〜12:10）
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示すきっかけとなり、JIAの新たな存在意義
となることを期待します。　　（中澤賢一）
●12ページJIA三重発「三重大学レーモン
ドホール」。以前にも案内があり、関心大な
がらいまだ行けずにいる。戦後県立大学施
設に良質な建築をつくった知事らの英断は

「瓦礫となった国土を再建する担い手であ
る次世代にこそ投資する」という想いと察
する。レーモンドの丸太架構は、日本の大工
の伝統的木組みの技術も大いに参考にした
と聞く。新潟県新発田市にある「新発田カト
リック教会」は、ぜひ体感したい丸太架構
だった。2度目に、やっと内部に入る。正に、
ひとを包容する空間。「前川国男自邸（移築
保存/江戸東京たてもの園）」に、同じ血を感
じる。知の粋である大きな架構＋細部。随所
に具体的な生活のシーンが、確かなイメー
ジとして捉えられ、形態化/デザイン……

「ここで、こうしますか」と唸りながら見て
回る。100㎡未満の建築に込められた膨大な

●名古屋市立大学で始まったJIA会員によ
る大学授業「建築家の仕事」について、構想
から開講までの経緯が掲載されています。
第1弾・全15回の講義スケジュールを見る
と、私も毎回受講してみたいと思ってしま
うほどの錚々たる顔ぶれで、あらためてJIA
愛知の層の厚さと多様さを感じます。講師
の皆さんは、ほぼ非常勤の経験のある方ば
かりかと思いますが、JIA愛知の冠で半期を
通したリレー（?）講義となることで、どのよ
うな成果をもたらし、学生に評価されるの
か、その結果はあらためて紙面に掲載した
いと考えています。今回の講義を皮切りに、
ゆくゆくは県内学生を対象にした公開講義
となる構想とのこと。建築家を志す若者が
減少していると言われる昨今、この講義が
次代を担う若者にとって希望の未来を指し

編 集 後 記 思索の時間。身近にある南山大学から、レー
モンドの血が薄まっているのが残念。

（笠嶋淑恵）

　おかげさまで弊社、小泉グループは今
年で創業300周年を迎えることができま
した。享保元年（1716年）、グループの始
祖である小泉太兵衛が、近江の国の特産
の麻布を担いで全国行商の旅に出たのが
始まりです。以来300年、幕末の動乱や太
平洋戦争敗戦など数々の荒波を乗り越え
ながらも事業を継続・発展させることが
でき、現在も皆さまのご愛顧のおかげで
グループは存続できています。
　さて、日頃皆さまには新製品のご案内
や照明計画のご提案をさせていただいて
いますが、会社そのものをご紹介するこ
とはなかなかできておりませんでした。
しかし現代は、製品の確かさを追求しご
提供するだけではなく、それをどんな考

え方、どんな背景のもとに生み出してい
るのか、つまりその企業がどんな企業で
あるのかをきちんと伝えることが求めら
れています。
　そこで弊社では、この300周年の節目を
機にグループをご紹介する動画を作成
し、み な さ ま に ご 覧 い た だ け る よ う
YouTubeにアップいたしました。タイト
ルは「受け継がれる心、未来へ」。グループ
の各社に流れるDNAとは何か。300年の

信頼はどこから生まれてくるのか。ナビ
ゲーターの俳優、久家（くが）順平さんが
グループ発祥の地を訪ね、一つひとつ解
明していきます。YahooやGoogle検索で

「YouTube　小泉産業」と入力してもす
ぐ出てきますのでぜひ一度ご覧になって
ください。
　またお気づきの方もおられるかもしれ
ませんが、この節目の年にブランドロゴ
も一新して新たな歴史を刻み始めまし
た。今後もいろいろな交流の場を通じて
皆さまと連携し、会の発展に貢献してい
きたいと考えております。

グループ創業300周年を迎えて
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