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　2017 年 あけましておめでとうございます。新

年を迎えると、お参りしたり、お祈りしたりする

機会がいろいろあるかと思います。神社・寺・教

会などには、素晴らしい建築・空間が多々ありま

す。そのような空間・建築というのは、説明の文

章を読んだり聞いたりする前に、自然に頭を下げ

たくなる空間・建築になっているように思います。

昨今では重要視されていませんが、いにしえより

コンセプトと別の部分で建築家に求められている

『言葉で説明できない何か』がただよっている空間

であり建築であるこということがとても重要な気

がします。今回の表紙写真は新年にふさわしいも

のにしたいと思い、原初の祈りをイメージして組

み立てました。「何か」をお伝えできたら幸いです。
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・竹串　φ3.6×180…25 本
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年頭に当たって−2017年 ………………………………………………………………… 2
車戸愼夫・鈴木利明・大瀧正也・久保田英之・長尾英樹・奥野美樹

第2回　木材利用の意義と地域資源の可能性

木材の個性（バラツキ） ………………………………………………山崎真理子 …… 6

JIA建築家大会2016大阪 …………… 山田浩史・石川正子・川口亜稀子・高橋　徹 …… 8

第33回　JIA東海支部設計競技 2次審査結果 ……………………………………… 10
　「限界住居」
　金賞｜阿部このみ・浅見花織　銀賞・ゲスト審査員賞｜大柳友飛　銀賞｜本野晴也　
　銅賞｜伊達卓也・辰巳祐輔・西川公貴、西村宇央、小林洵也・藤枝大樹、崎山  涼・Julia Windom
　学生賞｜杉村　悟、廣川大樹、池田　匠

　＜講評＞西倉　潔・生田京子・道家　洋・鈴木貴紀・山田昌毅・高橋晶子
　＜審査経過＞寺下　浩＜記念講演会＞羽柴順弘

愛知発　建築トラブル回避法 Part2 建築トラブル護身術 ……………井村正和 … 17

三重発　金属系外壁材・屋根材の成形工程を見学 ………………………阪　竹男 … 18

「BELSと省エネ基準義務化」について ………………………………豊田由紀美 … 18

三重発　とっておきのまちなみ散歩　＜神島＞ ………………………森本雅史 … 19

東海支部役員会報告………………………………………………………大瀧正也 … 20

保存情報　第182回　高針　蓮教寺 ……………………………………尾関利勝 … 21

船
せんどうひらこうもん

頭平閘門と木曽川文庫……………………………………鈴木祥司 … 21

Bulletin Board ………………………………………………………………………… 22

地域会だより…………………………………………………………………………… 22

新年広告………………………………………………………………………………… 23

法人協力会通信㉗　㈱ LIXIL ビル中部支店 …………………………古池省吾 … 24

編集後記……………………………………………………… 伊藤彰彦・原眞佐実 … 24



2　ARCHITECT　2017 − 1

　新年あけましておめでとうございます。今年古希を迎えます。記憶力
は低下し、忍耐力はなくなり、気も短くなるばかりです。昨年は鈴木本部
理事、矢田幹事長そして顧問・役員・事務局の皆さまはじめ、会員の方々
に多くのご支援・ご協力をいただき、本当にありがとうございました。
　初夢を見ました。庁舎を中心に、200戸の住宅棟、商業施設、高齢
者専門医療施設が併設された、大規模な複合施設のプロポーサルコン
ペの審査員役とそのヒヤリングの夢でした。
　“最有力候補に挙げられた案は、AIが駆使され、平面計画・空間構
成・外観共に整合性が計られ、種 な々膨大な史・資料も分析活用され
た案で、近年精度を高めたAIへの信頼性をそのままに、審査員の高い
評価を得ていた。入室した2人の提案者は、スーツ姿の30歳代の若者と
小洒落たジーンズ姿の40歳代の男であった。
提案者A「当社が開発したAI技術は、計画者の思考のブラックボック
スを見える化したもので、まずプランニングの過程と最適解としての平面
計画のプロタイプをお示しします」。
　スクリーンには、人の流れが、血液の流れのように、立体的に現れた。
やがて、ブラウン運動する人の流れを分節するように、透明な壁が現れ、
より人の動きが明確になると、アイソメ化された平面構成はプロトタイプとし
て収斂していった。
提案者A「これは人の流れを軸に、各施設の機能の整合性が計られた、
平面計画の基本形です」。
審査員A「庁舎や商業施設はどこに位置するのですか」。
　「分かりました」と若者がクリックすると、スクリーンに、室名や施設名が
表示され、ゾーニングされた平面図が完成した。
提案者A「経験が豊かな人でも、人間のストックされた情報量には限界が
あり、施設ごとの資料集成の寄せ集め的なゾーニングになりがちです。実
際の使用者は、施設を明解に分節化することなく、流動的に利・活用して
います。人の行動のシミュレーションを軸に平面を構成し、後から施設・室
名を便宜上名付けるといった手法をとりました。AIゆえに可能となりました」。
車戸「ところで、貴方の御専門は建築ですか?」。
提案者A「いえ、理学部卒で、有限要素解析と図形認識を。弊社に
60年代のアレキサンダーのパターンランゲージを修論で扱っていた者がい
て、それを基に建築設計用にAI化し、その精度を上げるのが私の主な
ワークです」。

建築家とは ?
初夢に思う

東海支部長

車戸　愼夫

審査員B「敷地条件を入れるとどうなるのですか?」。
提案者A「分かりました。これもアレキサンダーの『傾向』と『矛盾』の概
念を応用したものですが…」。
　敷地形状が入力されると、方形的なプロトタイプがアメーバ運動のよう
に動きだし、敷地形状に沿ってリレイアウトされ、立体的な形態と共に、緑地・
駐車場など他の外構計画も現れた。
提案者A「法規、日影、道路や公共交通など環境の諸要素をはじめ、
人口動態などあらゆる省庁のデータが、未来予測値も含めて、バックデー
タ化され、計画にフィードバックされています」。
　外観も含め全てのプレゼンテーションが終わった。
審査員B「この概算予算の確度はどの程度ですか」。
提案者A「このソフトは、実はゼネコンとサブコンさまとの共同開発で、実
施設計のデータと連動し、施工金額も同時に積算されていますので、極
めて正しいものです」。
車戸「貴方は設計士の資格はお持ちではないようですが」。
提案者A「はい。持っていません。現在の資格制度では設計の質は
問えないのでは。当然弊社には管理建築士がいます」。
車戸「ごもっとも。実に合理的で、形態的にも内・外観も表情豊かです
ので、貴方の計画・デザインとばかり思っていまして」。
提案者A「意匠を担当したディレクターに変わります」。黙ってにこやかに
うなずいていたジーンズ姿の男に変わった。
提案者B「私も設計士ではありません。芸大で彫刻の専攻でした。造
形能力はあるつもりですので、意匠を担当しています。荒川修作の『養
老天命反転地』の例もありますしね」。
車戸「確かに資格が十分条件にはなりませんが、建築家が培ってきた職
能が果たす価値も、成文化できないまでも、あると思いましたので」。
提案者A「当社の社長はJIAの会員ですが、それでは不十分でしょう
か?」。
車戸「………。それはそれとして、設計とは、生き方の問題ということもあり、
AIに頼りすぎるのもいかがかと思いましてね」。
提案者B「AIは客観的で、ミスのない見事な解を出します。でも、所詮
AIは自殺できませんから。それはAIの創造行為の限界だと思います。
ところで建築家で造形・意匠で悩んで自殺した人はお見えでしょうか」。”
　今年もよろしくお願い申し上げます。

■年頭に当たって─ 2017 年
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　新年あけましておめでとうございます。
　東海支部からの本部理事として2度目の新年を迎えるに当り、2016年
を振り返りあらためて心に期するところなどをお話します。
　昨年は東海支部とその4地域会にとって新役員・新体制発足の年で
したが、全国単一組織であるJIA本部の会長と諸役員・諸委員会構
成などの体制も一新されて新スタートを切りました。6年間尽力された芦
原会長が終盤に提起・実践された、正会員は全て登録建築家になるこ
とや、JIAのそもそもの存在意義や今後の在り方について中長期ビジョ
ンと短中期方針を鋭意検討する｢JIAアクションプラン策定特別委員会｣
の答申の継承展開などが六鹿新会長体制の早 の々大きな課題となって
います。
　一方、10月末の全国大会｢JIA建築家大会2016大阪｣は鮮烈企
画のもと大盛況を納め、東海支部からも80名の動員目標をほぼ満足す
る盛況でした。今年9月末に開催予定の徳島大会もすでに着 と々準備
が進み、盛大な全国会員交流が期待されます。また、翌2018年はアジ
アの建築家が集うARCASIA大会誘致が決定しており、関東甲信越
支部で全国大会も併催予定です。
　東海支部は本部委員会などとのパイプも強靭で、総務・財務・フェロー
シップといった主力委員会には歴代支部長・本部理事を務めた論客を送
り込んでいますし、他の委員会や全国会議でも行動力ある中堅委員が
活躍しています。（現理事の私は旧・公益事業委員会から改編されて
教育・表彰委員会所管となったCPD-WGの委員として、CPDプログラ
ムの充実とCPD履修システムの整備のミッションに参画し始めました。そ
の議論の中でも東海支部と4地域会はその先進性が注目されています）
　また、3年ごとに東海支部主導で大車輪運営してきた、本来なら
UIA ～本部国際交流委員会マターのゴールデンキューブ賞に関する
活動はその本筋がしかと本部確認された上で、正式にあらためて六鹿
会長名で東海支部長宛に業務依頼されました。その他、熊本震災へ
の諸支援などでも全国連携活動を担いました。
　東海支部と4地域会においても前任体制からのミッションや諸課題を
新体制に新展開させる意欲的な取組みが活発でした。言うまでもなく
支部と地域会はJIAの日常活動の最前線であり、個々の会員固有の
フィールドや所属委員会などから積極的に発信実践できる素地が当支
部には力強く息づいています。

改めて自然体の ｢建築家 ｣を求め、
その輪を拡げよう

本部理事

鈴木利明

　本部事務局・委員会などや理事会マターについての疑義確認も当
地から多く発され、先夏には正会員の新規入会資格についての｢質問
状｣を東海支部長と4地域会長の連名で本部・六鹿会長宛にぶつけま
した。正会員と準会員との境界｢グレーゾーン｣の弁別判断における
本部との認識の齟齬の問題提起でした。（支部からの具体的質疑対
象は、例えば大学教員の正会員か専門会員かの判断と不動産業を兼
務する会員の正会員排除事例）総務委員長名で理事会に報告され
た回答では、正会員要件たる｢専ら建築設計監理を行う者｣が満たさ
れればOKで、所属で即断されるものでなく本人個人の独立性・自律
性の資質判断による（その判断は本人をよく知る支部・地域会主導が
適）とされ、構造・設備専門家や建築行政課長などにも準用されるとの
趣旨ですが、いまだ釈然としないものが残ります。（｢専兼問題｣にかか
わる総合請負業兼業者は現時点では個人協力会員に限定）
　暮れの支部役員会では、イコール関係を標榜された｢正会員｣と｢
登録建築家｣の関係を再問する議論が白熱しました。正会員という｢
メンバーシップ性｣と登録建築家という｢ライセンス性｣がそもそも同じ土
俵で論じられるかとの基本的な疑義ありです。国家資格目標だったは
ずの「登録建築家」がその神通力が見えない一方で、唯一の｢建築
家｣集団である私たちのJIAはその正会員になること自体が若い頃か
らの憧れでしたし、それだけで十分ブランド性を有するとの自負もありま
す。｢建築（家）は文化だ!｣などと時にちょっと嘯いてみたい気すらします。
　六鹿新会長は昨年6月就任時の意見交換会席上で、意志の高い
個々人の活動を見える化・連携して｢効果的な運動体｣を目指す、との
抱負を語られました。想えば私の建築への道も、大学闘争の渦中に巻
き込まれた理科系新入生の日々 のクラス討論の中で、社会を変革し未
来を拓くのは現状への胡坐や組織維持第一の停滞では決してなく、
個 の々自由意志を持った自在な分子運動のベクトル総和による｢健全な
運動体｣であるとの認識に発しています。（幻想だと揶揄されながらも、）
｢フリーアーキテクト｣を夢見て、機動的な同志のチーム力発揮を希求し
てやみません。
　JIAは、自由意志と活動フィールドを持つ個々の建築家マインド主体
の自発的でダイナミックな集合体でありたいと念じて、私としては、あまり
力まず柔軟にその輪の拡がりを模索します。 
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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　新年あけましておめでとうございます。会員の皆さまには日
頃、東海支部の事業並びに運営に対しましてご理解ご協力をい
ただき厚くお礼申し上げます。
　さて、本年の経済予測では、減速に歯止めがかかり、緩やか
に持ち直すとしていますが、地方ではまだまだ予断を許さない
状況だと言えます。
　また、昨年は4月に熊本地震が発生し、益城町では震度7を2度
観測、新耐震基準で建てられた住宅にも大きな被害がもたらさ
れました。次に10月の鳥取地震、そして11月のアメリカ大統領
選においては、大方の予想を裏切りトランプ氏が勝利しました。
それらのすべては、「予期せぬこと」として報道されました。し
かし、この事態が起こったことにも何か理由があったはずです。
すべてのことには始まりと終わり（結果）があり、理由や原因
があると思います。いろいろな不具合に「仕方がない」とあき
らめるのではなく、分析をし、どうしたら良いか検討する、場
合によっては原則に立ち返る勇気も必要なのかもしれません。
また思い入れや先入観で物事を見てばかりいると、本質を見失
う危険性があります。本年は、ぜひ物事をじっくりと見極め、
企画に際しては慎重な結論を導き出せればと思っています。
　次に静岡地域会を振り返りますと、建築家講演会（藤村龍至
氏、小野田泰明氏）、建築ウォッチング（メディアコスモス、明
治村見学）、JIA塾（既成杭・免震説明会、木造準耐火構造見学、

「地震の研究と現実の狭間」講習会）を実施して参りましたが、
毎年実施されている基本形をなぞったものにとどまりました。
　本年は、建築フェアの開催を予定しております。若手建築家
や建築を学ぶ学生などを巻き込んだ形での企画を考えておりま
す。不本意であった昨年の状況を分析し、私自身がいつも嫉妬
ばかりしている他地域会の活動を見習い、本年はより地域会会
員、法人協力会の皆さまにとって有意義となるような事業を実
施して参りたいと思います、また、若手新入会員、古参の再入
会など会員増強にも力を入れたいと思っています。
　本年も皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。

何事にも本質を
見抜く目を

静岡地域会長

大瀧　正也

　新年あけましておめでとうございます。支部会員の皆さまに
は、日頃よりJIA活動にご協力いただきまして感謝申し上げま
す。
　早いもので、地域会長となり半年が経過いたしました。愛知
地域会では、各委員会の毎月開催を目指し、さまざまな事業を
行って参りました。その中でも広報委員会の行っている連続セ
ミナーは、今の時代を映している特筆すべき事業だと思ってい
ます。公共事業からプロポーザルコンペ、環境、シェアハウス、
地域に至るまで幅広い分野を、若手・学生を巻き込みながら熱
気溢れるセミナーを開催しています。
　2016年は、3年に1度のあいちトリエンナーレの開催年でもあ
り、JIA愛知では7つの事業をリンクさせながら、建築家フェス
ティバルと銘打ち活動してまいりました。
　港千尋芸術監督の講演に始まり、ゑびす祭りではJIAパビリ
オンを会員自らが構築するなど、学園祭並みの盛り上がりを見
せたことは記憶に残る一つとなりました。
　また、昨年の秋から、名古屋市立大学芸術工学部での授業を
JIA愛知で受け持つことになり、15回の講義を、毎回会員がリ
レーをしながら受け持ち、学生へ建築家の魂をぶつけていく講
義です。学生以上に熱い講師陣に、今更ながらJIAの素晴らし
さを感じておりますが、今年度から他大学からでも受講できる
相互単位授業にも登録していく予定であります。
　小学校教育では、名古屋市立猪高小学校で数年ぶりの建築教
室を行い、公益事業を広げたいJIA愛知としては続けていきた
い活動の一つとなりました。2017年には建築家マップの出版検
討を行い、JIA愛知として社会にPRしていく出版本の活動精
査を行っていくつもりです。
　また、日頃よりわれわれをバックアップして下さいます、法
人協力会員、個人協力会員の皆さまとの研修事業も行っていき
ながら、組織体としての強化を図っていきます。各委員会の活
発化により、人と人の顔が見え、点と点が線となるようつなげ
ていくことが、私の役目と役割であると強く認識しております。
　本年も会員の皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げま
す。

社会に認められる
JIA活動を目指して

愛知地域会長

久保田　英之
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　新年あけましておめでとうございます!　本年の会員の皆さまのご多
幸を心から祈念申し上げます。
　本年は、東海支部大会を岐阜の地で開催させていただきます。地
域会会員が少ないですが、岐阜地域会一丸となって、盛り上げてい
こうと頑張っていますので、支部会員の皆さまのお力添えを切にお願
い申し上げます。
　さて、JIAの活動をしていて思うことは、組織的な内部整備の課題
が多く、世間に向けたJIA活動をあまり行っていないことが気にかかり
ます。今までの建築家は待ちの商売だと言われてきました。われわれ
地方のアトリエ事務所だと仕事も紹介が多く、営業はHPを見て下さい
といった感じで、しっかり営業戦略を練っている会社は少ないと認識し
ています。建築的なプレゼンテーションは上手いのに、営業アプロー
チが不慣れなのかもしれません。一般の会社だとすると、どう売ってい
くか?　会社の強みとは?　会社らしさとは?　という表現になるかと思
います。
　昨今、会社を世間に表現する手法では「何でもできます営業」よりも

「この点ならできます営業」が業績を伸ばしています。俗に言う「刺さ
る営業」ということです。会社の営業と同じく、われわれJIAも団体と
して世間に向けた「これならお任せ下さい営業」を一緒懸命考えて、
どうやってJIAを売っていくかは、とても重要だと思っています。今ま
での内部インフラ整備への軸足をもう少し外に向ける必要があると考
えます。
　それには、建築というコアな領域を一旦抜け出して、われわれは世
間から見るとどう映って、何をしている団体なのかをしっかり考える時
期が来ていると私は思います。
　今後、建築家の業務形態も、世の中のニーズにより変化しなければ
ならない、またそうしないと生き残って行けない日が近づいてるような気
がします。だからこそ、世間のニーズをしっかり読み取り、JIAは建築
家のリーダーの団体として、どう営業的な部分を捉えて、売っていくの
か、「世間に刺さる営業」視点に立ち、本気で活動を考えてみてはど
うでしょうか?
　私はまず、岐阜地域会からそうした外向きの視点で、団体のスケー
ルメリットを生かした事業を考え、JIA活動を楽しく変化させていきた
いと考えています。
　本年一年どうぞよろしくお願い申し上げます！

外向きの視点で
活動していく必要あり

岐阜地域会長

長尾　英樹

　新年あけましておめでとうございます。年頭のご挨拶に代え、
地域会の活動状況を報告いたします。
　三重地域会では設立当初より内容があり意義の高い活動を目
指しています。「建築ウォッチング」「建築文化講演会」「アーキ
テクト三重」の3大核事業は今も続いていますが、これらは文化
交流事業であり、研究教育や社会公共事業は行われていません。
そこで今年度より新たに実践すべく委員会を立ち上げ、「まち
づくり」、「環境」、「子供と建築」、「住宅と建築」の4部会を設置
しました。4部会は、支部本部で行われる事業や全国会議との
リンクを意識はしていますが、独自の創意や工夫を持ってこの
地域に密着した活動を目指しています。
　新部会では早くも事業が得られました。まちづくり部会では、
会員が個として続けてきた庁舎保存活動を後援しました。さら
に、三重大や行政・各地域の文化資産保存活動団体とつくり上
げた「みえ歴史的町並みネットワーク」に継続参加し、防災・
復興のテーマを背景に歴史的建造物の保存・活用、地域再生の
問題に取り組んでいます。子どもと建築部会では、四日市の小
学校にて4年生を対象に教育支援を行いました。割り箸による
ワークショップで、建物のかたちと強さの仕組みを学習しまし
た。
　また、新設した災害対策委員会では、来たるべき災害に備え、
会員の意識づくりと支援活動への参加意思確認を行っていま
す。何分少数で他建築団体との重複会員も多いため、実活動で
きる会員は少ないと思いますが、過去に紀宝町水害や本年6月
に熊本地震の支援活動に参加した経験を糧に次の段階に入りた
いと思っています。
　部会活動は、“この指とまれ”的に自分がやりたいことを提案
しそれを賛同した者とで事業を推進していく姿をイメージして
います。ここまでの活動でも、個々が強い思いを抱き、会員種
別を超えた賛同者と実践したことで、質の高い内容が実現でき
たと考えています。
　なお、昨年よりすべての地域会事業に全出席している法人協
力会員がいます。これは何よりも励まされます。また同時に会
員自身の参加姿勢を問われています。本年も皆さまのご協力と
積極的なご参加をいただきますようお願い申し上げます。

新たな一歩を

三重地域会長

奥野　美樹



W木材の力学性能

　建材としての木材の品質ですが、嗜好性の強い部分はさておき、
技術面で検討する必要があるのは強度と含水率（水分管理）です。
いずれもバラツキがあるもので、建材としての木材の弱点と捉え
られることが多いかもしれません。一方で、このバラツキ（フレキ
シビリティ）は木材の生物材料らしさ、天然材料らしさと同質であ
るともいえます。木材は生物材料であり、同じ生物である私たちを
思えば理解しやすいですが、このようなバラツキがあることは当
たり前のことです。他材料の「強度性能」の感覚とは大きく異なっ
ています。木材、木造に魅せられる研究者の多くは、このバラツキ
に翻弄されつつも、魅了されているようです。言うに及ばず、私も
その一人ですが。今回は、特に強度性能に焦点を当てて、このバラ
ツキについて考えたいと思います。
　まず、木材の強度性能は負荷方法（圧縮、曲げ、引張、せん断など）
で異なり、また、組織構造と負荷の方向の関係性にも依存します

（直交異方性：互いに直交する繊維方向、＜年輪に対して＞接線方
向、＜年輪の拡がる＞半径方向の3方向で性質が大きく異なる）。さ
らに、JISに試験方法が規定されているような無欠点小試験片（概
ね、断面寸法20mm角以内、長さ60 ～300mm程度、繊維走行が通直
で節などの異物を含まない材料）と実際に建物で用いるような実
大材では強度がかなり異なります。例えば、無欠点小試験では圧縮
強度より引張強度の方が高い値を示しますが、実大材では引張強
度の方が低い場合が多くなります。さらに加えて、樹種の差、個体
間差があり、もっと言えば個体内差もあります。丸太の中央（髄）か
ら10 ～15年輪程までは未成熟材と呼ばれ、それ以降の成熟材より
力学性能（ヤング率）が小さいことが知られています。樹高方向に
は、2番玉（根元から5m ～9m程）の力学性能が比較的高く、上方の
細い部分は新しい部分であるため（つまり未成熟材）性能が低い。
このように、同じ樹木（個体）の中でも力学性能が変動します。この
ような丸太から建材を切り出すのですから、木取りによっても力
学性能は変化します。

W木材の力学性能を評価する

　次項の「地域産材の力学性能分布」の前に、準備運動として木材

の力学性能を評価する手法について記しておきます。建材に要求
される力学特性は主に曲げ、圧縮、引張、せん断です。これらの強度
性能を直接知ることができれば最善ですが、現在の科学レベルで
は木材の強度性能は破壊しなければ測定できず、非破壊的に測定
することは残念ながら不可能です。また、後述のように、同一樹種、
同一産地、同一クローン、同一施業履歴であっても力学性能がバラ
ツキますので、簡単に一つの「破壊強度値」を決めることもできま
せん。そこで、木材の場合には，非破壊的に計測できる因子から力
学性能を推定的に評価する手法が採られています。図1は、密度あ
るいは曲げヤング率と曲げ強度の関係を調べたものです（建築設
計に用いる基準強度を決定するために、全国の試験研究機関で長
期間にわたって地道に蓄積されたデータ）。木材はパイプ状の細胞
からできており、基本的には密度の大小が細胞壁の多少を意味し
ます。そのため、密度が大きいほど細胞壁が多く（内部空隙が小さ
く）、強度性能も高いと考えられます。しかし、図1を見ると、木材の
強度は単純にそれだけでは決定できないことが分かります。現在、
強度と最も相関が高いと考えられているのはヤング率で、世界中
どの国でも木材のグレーディングにはヤング率が使われていま
す。ヤング率を測定する方法には、実際に少し曲げる静的な方法の
ほかに動的な方法もいくつかあります。動的な方法では、固有振動
数、応力波あるいは超音波伝播速度を測定します。

W地域産スギ丸太の力学性能分布

　それでは、同一産地、同一施業履歴の場合に材の力学性能はどの
程度バラツクのでしょうか。数年前、地域産材活用のシナリオを策
定するために、豊田森林組合（愛知県豊田市）の御協力を得て、現在
主に伐採されている45 ～50年生（当時）のスギについて、その強度
性能の分布を調べました（※図2）。収穫資源全体の活用を検討する
ために、構造用材として市場に流通している1番玉（根に最も近い
部分、元玉）や2番玉だけでなく、これらの構造材を得ようとすると
もれなく収穫される上部（3 ～5番玉）についても調査しました。調
査は応力波伝播速度を測定する方法で行いました。図3に丸太の応
力波伝播速度分布と、これより推定した含水率15％時のヤング率
分布を示しました。ヤング率が低いものでは5GPa未満のものか
ら、高いものでは11GPaを超えるものまで、実に2倍以上の性能差

隔月 6回連載W第 2回
木材利用の意義と地域資源の可能性　

木材の個性（バラツキ）

山崎真理子 |名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授
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があることがわかります。
　近年の木造建築では、どうも高性能な部材を要求することが多い
ようです。その原因はこれまで多く使われてきた輸入材との兼ね合
いもあるようで、構造設計をきちんと行えば過剰な要求であること
も多々あります。ヤング率の高い材だけを求めれば、素材生産上も
れなく収穫される多くの材は活用されず、建材としての行き場を失
います。しかし、図3の分布を把握し、より多くの材を有効に使おう
とすれば建材として活用される資源は大いに増えます。
　私たち人間が日頃感じている「自分は他人と同じではない」「自
分という人間を輝かせたい」、「人材を適材適所に配したい」といっ

たことと同じ感覚を木材利用に対して持つこと。持続可能な循環
型社会をつくるために、全生物の生産者たる樹木に対して消費者
でしかない人間が活用者に昇格すること。その一つが木材のバラ
ツキを生かす建築物を考えることであり、その知恵を出せること
が人間の腕の見せ所なのだと思います。

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
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図1｜曲げ強度を予測するための非破壊評価因子（右：密度との関係，左：曲げヤング率との関係）

図2｜豊田森林組合でのスギ丸太の力学性能調査（左：調査した丸太；右：応力波伝播速度の測定）

図3｜豊田市産材の力学性能分布（左：丸太の応力波伝播速度；右：含水率15％時の推定ヤング率）
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答えも無数にあるように感じました。
　その中で、「風景と人の営みが地域（まち）
をつくる」、「地域色は距離よりも時間がつくり、
そこには独特の建築文化がある」という言葉
が頭に残っています。当たり前のことだと感じ
る方もいるかもしれませんが、この青年会議で
同世代の方 と々議論をすることは、無意識の
中で忘れていたことを思い出すきっかけとなっ
た時間だったように思います。今回、この先に
ある職能まで話ができず「地域×職能」の入
口に立っただけですが、今後につながる会議
ということで、どのような方向へと進んで行くの
か、とても楽しみです。

　今大会のメイン会場であり、2002年に国の
重要文化財に指定された中央公会堂の見
学ツアーに参加しました。
　1918（大正7）年の竣工以来、ほぼ１世紀近
くにわたって、大阪の文化・芸術の発展に深く

かかわってきた建物だけに、一歩足を踏み入
れた瞬間からその静寂で重厚な空気に圧倒
されました。少し話は逸れますが、1931（昭和
6）年に竣工し、同じく重要文化財に指定され
ている綿業会館にも今回訪れましたが、建物

の中に佇んだときの感覚にい
くつもの共通点を感じました。
それは、長い年月を経た建材
の臭いであったり、温度で
あったり、また当時の設計スタ
イルからなる空間のスケール
感などが類似しているのでは
ないかと思われますが、現代

建築にはない厚みを古き良き建築は備えてい
ることをあらためて肌で感じることができました。
　話は戻り、中央公会堂は老朽化のため、
1999（平成11）年から4年の歳月をかけ保存・
再生工事が行われました。今回はその改修
工事の方法や様子の説明を受けながら建物
の各所を見て回ることがメインとなっていまし
た。長年の間に使い勝手とコスト優先で簡略
化されてしまった部分を、当初のディテールに
復元した作業が各所に見受けられ、中でも大
集会室と中集会室の天井の復元は素晴らし
いものでした。また、当時のデザインを崩さず
現代の音響環境を実現させるために設けら
れた反射板など、ただ復元するだけではない
工夫が随所に見て取れました。そして、一番
圧巻であったのが、免震レトロフィットによる耐
震化でした。建物を丸ごと浮かせて基礎に免
震材を差し込むといった離れ業を行う現代の
技術力に感心し、地下に潜ってその様子を
実際に見ることができたのは、とても良い経験
となりました。

山田浩史（JIA岐阜）｜
ヒロプランニング

大阪市中央公会堂建物見学ツアー

2016.10.27（木）―2016.10.29（土）

　青年会議は、8つのテーマに別れて、若手
建築家がお酒を飲みながらさっくばらんに本
音で議論をする場です。私が参加したテーマ
は「地域×職能」。ほかに「環境×公共」「公
共×ストック」「ストック×災害」「災害×地域」

「職能×テクノロジー」「テクノロジー×伝統」

「伝統×環境」とありましたが、その中で「地域
×職能」を選んだ理由は、地域での活動の中
で建築家としての役割と立ち位置に疑問を
持ちつつあったからです。6 ～7人のグループ
のうち、半分以上が近畿支部の方々で、2時
間という短い時間内だったので、私たちは実
際にはお酒を片手に真面目な会議となってし
まいましたが、一口に地域と言っても参加者
各々の活動や捉え方、考え方が異なり、おもし
ろい会議だったと思います。
　参加者には設計活動の中で、建築に地域
の特徴となるマテリアルを使い地域性を取り
込むことを積極的に行っている方や地域に建
築家として参加し活動している方、建築家と
幼稚園の園長を兼任している方などがいまし
た。私自身を含め、立場や環境の違いにより、

「地域」という言葉はさまざまな捉え方ができ、

青年会議

石川正子（JIA静岡）｜
高木滋生建築設計事務所

JIA建築家大会 2016大阪
笑都物語 繋いできたもの 繋いでゆくもの

今大会のメイン会場となった中央公会堂

お酒を片手に建築談義

基礎に差し込まれた免震材
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　久しぶりの大阪・中之島で先輩の近畿支
部H氏と20余年ぶりの再会を果たし、2つの
イベントに参加した。空き家・空き地問題ミ
ニフォーラムでは負の遺産と捉えるか、資
源として捉えるかによって大きく相違する
が、歴史的建造物の保存再生に取り組む身
としてはまちづくりの大切な資源として捉
えている。また、若い建築家が空き家・空き
地をチャンスとして捉え、DIYを含め施主
や関係者と共同して長屋のリノベーション

に取り組む報告は各地で同様の動きがあ
る時代なのだと感じた。身の回りにある建
築を生かし、新たな空間に仕上げることに
醍醐味を感じる若い建築家が出てきてい
ることは心強い。一方、空き家・空き地のリ
ノベーションを大きなビジネスとして捉え
る動きもあるが、空き家・空き地への建築
家の積極的な取組みは社会の課題に対し
て挑戦する、地域密着の建築家を生み出す
契機となり、エリアリノベーションのまち
づくりの担い手としての建築家の職能が生
かされ、地域に貢献できる。
　シンポジウム2「ソーシャルイノベーター
としての建築家」では、現代の成熟社会で
建築家に求められているソーシャルイノ
ベーターとしての存在意義はどこにあるの
か自問自答した。それは日々の生活の中で
地域社会にある課題に職能を生かして地

道に取り組む中に見えてくるのではない
か。社会において建築家の職能が生かされ
ることが楽しいものだと実感でき、いかに
忍耐強く、持続できるかがイノベーターと
しての資質ではないだろうか。
　話題に上がった「小さなSOSを見逃さな
い」「弱者の意図を聞き取ること」という
キーワードが示すのは積極的に社会に関
わらない限り、社会に潜む課題を改革する
ソーシャルイノベーターとしての役割は発
揮できないということである。いかに直接
的に住民、市民とつながりをつくれている
かが鍵である。建築家として身近な環境や
地域をどのようにデザインすると良いかを
住民と共に取り組むことで、住民から信頼
を得、一緒に楽しみ、地域に新たな価値を
創出するソーシャルイノベーターとしての
役割を果たせるのではな
いか。

高橋　徹（JIA三重）｜
高橋徹都市建築設計工房

空き家・空き地問題ミニフォーラム＆シンポジウム2
ソーシャルイノベーターとしての建築家

の座敷で、落語家の桂歌之助さんが笑点の
ように落語を交えながらお題を出し、古谷誠
章氏や東大阪町工場でロケットをつくる青木
氏、箕面市長、女子アナなどが今の地域の問
題を掘り下げました。午後のフォーラムでは、
歴史ある建物のリノベーションが若い起業家
たちのスタートアップとなり地域活性のアクショ
ンになる話などを伺いました。
　3日間通して感じたことは、発展成長を望む
より、人口減少を嘆くより、今ある現状や資源
を見つめ直し、ほころんだ所を工夫して直せ
ば、発見や新しい展開につながっていく、単
世代を多世代構成にして顔が見える地域
に、程よい距離感を考えながら戻していく。
異業種の方 を々迎えて、深刻な課題を大阪ら
しく笑いを交えながら、多種多様な視点で建
築を語り今後の展望を見つ
める貴重な時間でした。

　JIAの大会に初めて参加しました。大阪は
生まれ育った土地でもあり、慣れ親しんだ場
所でのプログラムは充実した内容で、有意義
な3日間でした。初日は重要文化財の綿業会
館で登録後、まずはJIA市民大学講座まちづ
くりセミナーに参加。大阪のまちの特徴やこれ
からの進む方向について、建築史家の井上
章一氏がショート(笑都)ストーリー(物語)仕
立ての漫談のような調子で持論を展開し、ウ
エルカムパーティー会場の味園ユニバースで

は昭和中期にタイムスリップしたままディープ
な大阪の夜を彷徨いました。
　2日目午前の中央公会堂では「偉大な先輩
建築家に学ぶ」フォーラムが開催され、若いこ
ろ憧れた建築家たちの創作過程や建築への
想いを伺いました。シンポジウム2では、ソー
シャルイノベーターの方 と々大阪市長を迎え
て、伊東豊雄氏はじめ著名建築家と「ホッと
する居場所」についての討論が行われまし
た。異業種との共通点を見つけ合う対話は若
い人たちの地域への発信と行動力を知り建
築の場の力を感じる時間となりました。
3　日目のシンポジウム3は、大阪美術倶楽部

JIA市民大学講座
まちづくりセミナー×偉大な建築家
に学ぶ×シンポジウム2～3

川口亜稀子（JIA愛知）｜
Liv設計工房

空き家・空き地問題ミニフォーラムの様子

シンポジウム 2 は中央公会堂大集会室にて開催 落語を交えて地域の問題を掘り下げる面白いアプローチ
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金賞 「限界のパッチワーク」 阿部このみ（名古屋造形大学大学院　造形学部 1）
  浅見花織（名古屋造形大学大学院　造形学部 1）
銀賞・ゲスト審査員賞 「鬩ぐ筒」 大柳友飛（福井工業大学　デザイン学科 4）
銀賞 「今際の在り処」 本野晴也（愛知淑徳大学 3）
銅賞 「家の花」 伊達卓也（金沢工業大学大学院 建築学専攻 1）
  辰巳祐輔（金沢工業大学大学院 建築学専攻 1）
  西川公貴（金沢工業大学 環境建築学部 建築デザイン科 4）
銅賞 「町の小さな風物詩」 西村宇央（九州大学大学院　人間環境学府 1）
銅賞 「規制団地」 小林洵也（名古屋工業大学大学院 1）
  藤枝大樹（名古屋大学大学院 1）
銅賞 「WILD UTOPIA」 崎山　涼（工学院大学大学院　工学研究科建築学専攻 2）
  Julia Windom（フリーランス） 
学生賞 「限界住居 階段による限界」 杉村　悟（名古屋芸術大学 3）
学生賞 「小鳥がつなぐくらし」 廣川大樹（工学院大学　建築学部建築デザイン学科 3）
学生賞 「Shake House」 池田　匠（工学院大学　建築学部建築デザイン学科 3）

■審査経過
設計競技特別委員会委員長　寺下　浩

　11 月26（土）、「第 33 回 JIA 東海支部設計競技」2 次公開審査
会が、大名古屋ビルヂング内の TOTO テクニカルセンター プレゼルー
ムにて行われました。今年度から一般の部、学生の部を統合することに
なり、それに伴い審査方法も見直しました。
　まず、1 次審査で選ばれた応募者が一組ずつ 5 分間のプレゼンテー
ションを行い、対象作品すべてにつき審査員からの質問タイムを10 分
間とります。その後、各審査員がすべての作品について寸評を行い、
最後に審査員の投票によって各賞が決定するという審査方法です。ま
た投票前には、応募者自身の応援演説として「発表者から一言」とい
う自己 PRタイムを設けました。

　当日のプレゼンテーションですが、各応募者とも１次審査の 67 作品か
ら選ばれただけあって、非常に練られた資料、図面、模型などを使っ
た素晴らしいプレゼンテーションでした。また、質問タイムでは審査員が
図面から読み取っていた意図とは全く異なる内容であったり、応募者以
上に審査員が提案を深読みしていたりと面白い展開が何回か見受けら
れました。この質問タイムにて 1 次審査の評価から大きく変わった作品
もあったように思います。やはり応募者本人と直接質疑応答を行うことの
大切さをあらためて感じました。
　投票の結果ですが、最初の投票で
上位 3 作品（5 点ｘ2、4 点ｘ1）が決
まりました。2 作品が同点だったため、
その後再投票を行い「限界のパッチワー
ク」が見事、金賞に選ばれました。

第 33 回　JIA 東海支部設計競技　2 次審査結果

「限界住居」

審査委員（順不同・敬称略）
〇西倉　潔

（建築家・名古屋造形大学教授）
生田　京子

（名城大学準教授）
道家　洋

（道家洋建築設計事務所）

鈴木　貴紀
（株式会社　竹中工務店）

山田　昌毅
（山田昌毅建築設計事務所）

◎高橋　晶子
（ワークステーション共同主催・
武蔵野美術大学教授）

（◎：ゲスト審査員　○：審査員長）

プレゼンテーションの様子
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　初めて「限界住居」というコンペのテーマを聞いたとき、ある
種の不安を感じた。限界という単語が多用されたのは 1970 年代
半ば、私の学生時代かその少し前であるように思ったのだ。経済
的発展に伴う影の部分が顕在化した時期、都市にどう住むか、ま
たどこまでを住居と言えるのかという問いに自身の建築イメージ
を重ね合わせた当時の若手建築家の面々を思い浮かべた。時代が
違う現在、この骨太なテーマがどこまで響くだろうかと気になっ
た。
　しかし、審査に臨んで、その心配はかなり和らいだ。限界とい
うことばの定義・解釈がきちんと語られた提案を、数多く認める
ことができたからだ。このテーマならではと感じるものを優先し
て選んだ結果、プレゼンテーションに残った７組は、「限界」を
どう捉えたか、その問題意識は提案とどうつながっているか、ク
リアに語ってくれた。それを大別すると以下になる。
　１つ目は効率主義がもたらした制度の限界を問うもの。いろん
な意味で行き詰まった現代社会、型にはまった機能性、合理性と

経済性を相対化しうる、あらたなルールや建築・都市の提案。
　２つ目は「洞窟系」と名付けられうる原初的建築への遡及。過
剰な人工環境、均質な価値体系で覆われた状況を再考し、自然の
制御しきれなさを受入れて対峙・共存する住居。
　３つ目は一般社会から切り捨てられたヒトやモノを見つめた結
果生まれてきたものの描写。寿命がつきるとき、モノはリサイク
ルされてあらたな住居を構成し、ヒトは生きた記憶を残す。
　個人的に興味深かったのは、３つ目に位置づけた２作品がある
意味対照的な様相だったこと。「今際の在り処」はババっと描い
た生々しい絵コンテ、「限界のパッチワーク」は淡々と描かれた
可愛いイラスト。限界の捉え方の共通点と差異を、絵のタッチか
らも明確に感じることができた。
　審査終了後、私の大学（武蔵野美大）の授業でこのコンペにつ
いて短く話題提供したところ、予想以上に学生達から反応が返っ
てきた。「限界」という言葉の持つインパクトと誘引力はいまも
健在なのだ。

　JIA 東海支部設計協議の表彰式に引き続き、ゲスト審査委員を
努めていただいた高橋晶子氏の記念講演会が行われました。
　学生に向けた講演が前提ということもあり、高橋氏が学生時代
に影響を受けた本の紹介から始まり、学生時代や篠原一男アトリ
エのスタッフ時代の体験談をありのままに語られ、会場は和やか
な雰囲気に包まれながら作品紹介へと続きました。
　太平洋を一望できる小高い丘の上に建つ、「高知県立坂本龍馬
記念館」、田の字型プランの良さを生かし、どのようにでも使え
る風呂敷のような“がらんどう”の空間を提案した「岐阜県営住
宅ハイタウン北方南ブロック高橋棟」、梱包箱に見立てた空間を
展示会場にした「横浜トリエンナーレ 2005 会場計画」、若い家族
の小さな家「深見の住宅」、審査委員長を務めていただいた西倉
氏も深く関わりのある「“Architecture Planet Project”Space E」
と「京浜急行電鉄黄金町高架下新スタジオ Site-C 工房」、木を編
んだような構造屋根が印象的な「地域資源活用総合交流促進施
設」、木の洞窟をコンセプトにした「熊本県立球磨工業高校 管理
棟」といった多くの作品を紹介していただきました。
　個人的に印象深かったのは、「高知県立坂本龍馬記念館」でした。

30 代前後でコンペを勝ち取り、独立するきっかけにもなったこ
の作品は、「地勢と人の動きを可視化する」というコンセプトの
もと、丘という地勢にスロープを建築的要素として配置しながら、
彫刻的な構成で表現されています。現在、「坂本龍馬記念館リ
ニューアル計画」が進められており、文化財などを貯蔵する新館
が工事中とのことです。オープンした際は既存館と併せて拝見し
たいと思います。
　まとめとして、「触媒としての建築」というキーワードについ
て語られました。触媒は化学反応を誘発するが、それ自体は変化
しない。建築もそれ自体は動かないが、それがあることで周りの
環境や人の気持ち・行動に変化が起きる。その力をうまく利用し
たり圧迫されたりしながら、できる限りそういったところを意識
して楽しくしぶとくつくっていきたい、と締めくくり講演会は閉
会しました。
　30 代前後という若さでも、「坂本龍馬記念館」のようなコンペ
を勝ち取れる可能性があることを聞けた学生にとって、夢と希望
が持てる貴重な講演会になったと思います。

■審査を終えて　

■高橋晶子氏 記念講演会

羽柴順弘（JIA 愛知）｜ haco 建築設計事務所

ゲスト審査員　高橋晶子
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学生賞

限界住居 階段による限界
杉村　悟（名古屋芸術大学）

小鳥がつなぐくらし
廣川大樹（工学院大学）

●テーマについて

　取り組みにくいテーマにもかかわらず、たくさんの応募をいただいたこと
にお礼申し上げます。課題に取り入れて多数の応募をしてくれた大学も
あったそうでたいへんうれしく思いました。
　今回のテーマ「限界住居」について、私はコンペ要項に、「住居が
持つ無限の可能性を『限界』という概念で再定義して欲しい」と書きま
した。また「限界住居」は造語であるとし、応募者各人にその「限界」
の定義を求めました。しかし、実際は第 2 次審査会の最後に述べたように、
私にはこの造語のイメージの出典になるものがありました。それは、哲学
者であり評論家の鶴見俊輔による「限界芸術論」です。1956 年頃、
鶴見俊輔がある座談会で発言し、その後、勁草書房から「限界芸術論」
として刊行され、現在はちくま学芸文庫に収録されています。実に 60 年
前に提示された概念です。現在はこれを新たに読み解く美術批評家もい
ます。当初、鶴見俊輔は芸術を純粋芸術、大衆芸術そして限界芸術
の 3 つに分類し、落書き、花火、漫画など非常に裾野の広い分野を差し、
芸術概念としてはギリギリはみ出し以内か、あるいははみ出している分野
までを限界芸術としました。これを建築分野で考えることはできないかと思
いました。現在、純粋芸術や大衆芸術の区分けはもはや不明になり混在
しています。限界芸術で示された分野も芸術分野の周縁ではなく中心に
あったりしています。そのような状況で再度「限界」の定義を求めたのは、
住宅や建築のあり方に閉塞している状況を感じたからです。限界を考え
ることをきっかけに新たな向こう側への可能性が見えないかと思いました。
●提案書について

　当初心配していた受け入れらないかと思われたテーマは、それこそ思

わぬ展開となって現れました。67 作の提案書は随所に熟慮したさまざま
な限界を設定し、考察していました。制度的な分野へのアプローチ、孤
絶から連携へのアプローチ、商品住宅を解放するアプローチ、災害を克
服していこうとするアプローチなどなど力作が多かったと思います。これは
どういうことなのかと考えると私たちは同時代を生きる人間として何か生きに
くい状況を共有しているのではないかと感じました。しかし、そのままを嘆く
のではなくその向こう側へ行こうとする意思は提案書を多様な表現で満た
し、豊かなものとしました。最終選考に残ったのは、いろいろな制度を見
つめ「効率批判」、「新たな公共空間の提示」をする案と自然と住むこと
の境界を見つめる案と「限界」そのものを考察する案でした。そして、
どれも表現力、特に画力に優れていました。これらは第 33 回の 67 作を
代表するに十分な広がりと内容を持っていたと思います。
●審査を終えて〜海を見に行く自由

　日本で乱立する学生や若い設計者を対象にしたアイデアコンペや卒業
設計（制作）コンクールは、近年ショー化がますます激しく、賞金の高騰
もあり極度の競争を生んでいる側面があります。しかし、よい面を捉えて
みれば、このようなアイデアコンペは「海を見に行く自由」があるのではな
いかと思います。これはとある高校の校長先生が卒業生に送った言葉で、
大学に行く意味を語ったものです。立ち止まり、イメージを膨らまし、深呼
吸をする自由。そんなことが大切だと語った言葉です。現代の大学生は
非常に忙しい余裕のない生活を強いられていると思います。一生懸命な
学生はさらに過酷な日々 かもしれません。アイデアコンペを考えることとは、
そのような逼迫した状況の限界を超え、海を見に行く自由を手に入れるこ
となのかもしれません。審査総評の最後にこの言葉を記します。

■審査総評　 審査員長　西倉 潔

Shake House
池田　匠（工学院大学）
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　「限界のパッチワーク」は、窓枠や洗濯機の蓋などの廃棄物が組み合
わされて小さなシェルターとして生まれ変わるさまざまな風景を描いた
ものである。そこには使われ方の説明はあっても分析やプロセスはほと
んどない。ひたすら味わいのある手書きスケッチで都市のあらゆる隙間
や余白に寄生する描写があるのみであった。一次審査でこの案は最多
票を集めた。しかし決してイチ押しというわけではなく、審査側はなぜ
この案を推すかうまく説明できないでいた。2 次審査のプレゼンで詳細
が明らかになってからも、この作品は提案なのか ?　社会批評なのか ?
　実現したい理想なのか ?　判然としない状況を引きずっていたと思
う。しかしシェルターは高架下や橋のたもと、古い建物同士の隙間など
打ち捨てられたような場所に明確な意思を持って設置されていること
や、さまざまな事情を抱えたルンペンが社会通念から外れた形で生活
する風景を描写しようという意図が徐々に明らかにされた。護岸から突
き出した釣り好きのための桟橋小屋や公園の中に放置された人間用犬
小屋など、作者はあえて特殊解を例示する。コミカルでもあるのだが、

その分住人に設定したパーソナリティーがリアルである。究極の職住
近接装置としてオフィスの隅に置かれた塒（ねぐら）、ゴミ屋敷の中で
そこだけはゴミから隔絶される聖域としての東屋、そのような室内シー
ンの設定があるのも秀逸だった。とてもシュールな光景だが住人の外
面からは伺い知れない精神状態が表出しているようで面白いし、この
世のいろいろな場所でこんなことが本当に発生していそうだ。感嘆した
のは「お散歩シェルター」である。スーツで決めた男性が車輪付きシェ
ルターをリードで引いて街を散歩するのである。まるで犬の散歩のよう
にその行動自体が目的化した光景なのだという。作者の説明の力点は

「どう住むか ?」ではなく「こんな散歩が許されるならば社会の風景は
どう変わるだろうか ?」ということであった。審査側が最終的にこの作
品を金賞に推した理由はこのあたりに潜んでいる。作者はモノが廃棄
物として処分される前に別の用途として再利用されることで限界を超
える、あるいは次の限界が設定されるという観念を立てた上で「住む」
という空間を提示したと述べていたが、審査側はその具体例としての
シェルターではなく、このような占拠行為が問題にならないほどの社会
事情を映し出している点に魅力を感じた。生活破綻者とか引きこもり、
社畜、逃避癖などネガティブな言葉で枠にはめられて行き場を失った
人たちが最後にやけくそになって打って出たパフォーマンスに見えたの
だ。となるとこれらは本当の意味でシェルター（退避場所）だし、材料
は廃棄物の寄せ集めでなくてはならないだろう。そして「限界のパッチ
ワーク」という棘のあるネーミングで見世物小屋のようにしたことがと
ても腑に落ちるのである。　　　　　　　　　　 　　　　（鈴木貴紀）

金賞

「限界のパッチワーク」

阿部このみ（名古屋造形大学大学院）

浅見花織（名古屋造形大学大学院）
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銀賞・審査員特別賞

「鬩ぐ筒」

大柳友飛（福井工業大学）

　最小限の操作でつくられた空間に、ヒトと自然と
が共存あるいは鬩ぎ合う限界住居の提案。
　原初的建築への遡及を志向した案は、「洞窟
系」と審査中に名付けたほどあまた見られた。
その多くは人の手によらないモノや場所に近似し
た有機的な形で、表現の主役は光の移ろいなど
自然環境要素がつくる視覚的現象だった。基本
共通した志向性を持ちながらも、四角い筒という
単純なモチーフを折り、くの字型断面としてなだ
らかな勾配の山林に挿しこんでいるのがこの案の
特徴である。
　水平に伸びた半分は平らな床と垂直な開口を
持つヒトが暮らす領域、斜めに刺さった半分は風
雨や雪、落葉や陽光など、さまざまな自然環境の
諸要素が出入りする領域になっている。そこにい
て心地よいひとときもあるだろうが決してそればかり

ではなく、かといって恒常性を脅かすものとして否
定的に自然のふるまいを捉えきっているのでもない。
筒に降る枯葉はクッションになり、雪は断熱材や光
の反射板になる。自然の呼吸とヒトの身体をさまざ
まなシーンで限界まで近づけたい、普通に暮らし
ている感覚では見つけられない場面を体験したい
という意図が「鬩ぐ」というタイトルから読み取れる。

　ヒトは昔からそれぞれの場所で、そこにある自
然と向き合い活用する方法を発見して形にしてき
た。その関係は一意で決まるものではなく多様な
解法があり、各々豊かな表情をもつ。均質化が
進んだ現在を批評しながらも、ノスタルジーに陥
らず、遡りながら前に進むことの可能性を今後も
探り続けてほしい。　　　　　　　（高橋晶子）

　もう10 年以上も前になる─友人に誘われて琵琶湖疏水の見学に赴い
た。｢ 釜の哲人 ｣、平井正治氏の案内による見学会だった。平井さんに
ついては当時も今も訳知り顔で話せるような知識は持ち合わせていない。
どうやら日本有数の“ドヤ”、釜ヶ崎に長年暮らしながら、日本近代の裏面
史を研究していたらしい。件の見学会でも疏水建設にかかわる「囚人使
役」の問題について何か語っていたと記憶する。誘われてノコノコくっつ
いていっただけの浅はかな私は悲しいかなその内容が思い出せず、不当
な使役の訴えだけがわずかに印象に残るのみである。そんなことを思い出
しながら、この作品を眺めていた。実のところ私としてはこの案をいわば
一押しする気持ちだったのだが、惜しくも銀賞となってしまった。ドヤのよう
なところ（文字通り“マージナル = 周縁 / 限界”の場所）でギリギリの生
活をした人間が、その今際の際、住処に何を残すのか、その痕跡その
ものがいわば ｢ 限界住居 ｣ であるという、｢ 住居 ｣ あるいは ｢ 居住 ｣に
対する問いかけであり、作品自体が存在として ｢ 限界 ｣に位置している。
それは私たちのシアワセな日常とはかけ離れたところにある事柄への想像
力を問うているのだ。日々 の暮らし、思考、食事、服装、排泄、匂い、

触覚について。あるいはさらにそれ以上。にもかかわらず ｢ 建築物 ｣とし
ての具体性が問われたとき、むしろ真摯で生真面目な、作者のその応答
が、皮肉にも私たちの想像の方を奪ってしまったかもしれない。
　平井さんについて、気になったので検索をして見たら（この手軽さにい
つも何か後ろめたさを感じる）、すでに 5 年前他界されてしまった由。享
年 83 歳。追悼記事によれば、｢ 釜ヶ崎の平井さんの三畳アパートは現
代史資料で一杯だったという※1。　　　　　　　　　　  （道家　洋）
※1 関西共同行動ウェブサイト「関西共同行動ニュース　No.56」より

銀賞

「今際の在り処」

本野晴也（愛知淑徳大学）
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　私が ｢ 限界住居 ｣というテーマを聞いて真っ先に思い浮かべたのが、ウディ
チコという芸術家の Homeless Vehicle Projectという作品だった。銀賞となっ
た｢ 今際の在処 ｣とは、そのアイロニーに関してまったく趣を異にするけれど、１
人のホームレスが辛うじて生き( 延び )ていけそうな空間を内包した、ショッピング
カートのような形の、極限的な可動型の装置である( それを敢えて｢ 建築 ｣と
呼んでみてもよい )。本コンペでは、そうした社会性に触れる作品はどちらかとい
うと｢コミュニティ｣ 的な志向へと流れ、その反対に（でもないが）、｢ 洞窟系 ｣
あるいは ｢ 退行型 ｣とでもいうべき私的（詩的）な空間を志向する類型も多く
見られた。住居の原型としての洞窟というイメージと｢ 限界 ｣という言葉が結び
つきやすかったのかもしれない。
　本作品は一見すると前者の方に分類されそうなのだが、特筆されるべきは、
団地のコミュニティ形成に｢ 規制 ｣を積極的に盛り込んだことである。それはまさ
しくローレンス･レッシグが述べる｢アーキテクチャ｣ではないか。レッシグは、人
間の行動を規制する社会制度を｢アーキテクチャ｣と呼ぶ。アーキテクチャを
変更すれば、まちも変わるし、人の行動も変わるというわけである。そういえば
磯崎新も｢ 最近いわれていること｣として、こう指摘している。「政治でも、都市

でも、建築でも、ビジネスでも、その仕組みを考えている者がアーキテクトで、仕
組みそのものがアーキテクチュアだ」※2 。私たちは｢ 建築 ｣ の概念変更を迫ら
れているのかもしれない。
　翻って本作品。勝手な欲をいわせて貰えば、もう少し特徴的なコミュニティを
生み出しそうな｢ 規制 ｣を考えてもよかったのではないか、と思った次第。

（道家　洋）

※ 2『T_ADS TEXTS01これからの建築理論』東京大学建築学専攻 Advanced Design Studies 編，
東京大学出版会 2014 年

銅賞

「規制団地」

小林洵也（名古屋工業大学大学院）

藤枝大樹（名古屋大学大学院）

　新宿に建つ上部構造と下部構造に分かれた塔の提案である。作者はアンリ・
ルフェーブルの「都市革命」を引用しながら都市の発展段階を政治都市、商
業都市、産業都市、批評都市（原典では「批評的位相」）と順に位置づけ
て、都市に見立てたこの塔にどのように批評的位相が現れるかという野心的な
テーマを設定した。具体的には、自然公園に縦に積むデザイン操作を行い、
好奇心で人が集まってきそうなさまざまな仕掛けを設定している。それらは塔の
下部構造に集約されており、近づくことを拒否するかのような岩肌が露出した
崖から始まり、その上部に順にキャンプ場、森、高原、山頂がいびつに積み
上げられている。その様子から「緑化して美しい自然を取り戻しましょう」とは
おおよそ正反対の精神が展開されているといってよい。上部構造は一転して
なめらかな表面を身にまとい眺めのよい居住空間となる。作者がこれを億ション
だと言い切った瞬間、評者はこの案にとてつもないプロットが潜んでいるのでは
ないかと色めき立った。上層階の住人にとって下部構造はバリゲートなのでは
ないかと。そのための費用負担を苦にもしないだろう。このバリゲートがワイルド
であればあるほど皮肉にも下部構造はクールな都市公園としてステイタスを獲
得し、その一方で経済原理に主導された上部構造を地表面の文脈から切り

離しうる可能性を作者は鮮やかに描いてみせた。2 次審査で審査側の誤読
が判明して残念な部分もあったのだが、発展の終局段階において都市がこの
ような狂気と道理の組み合わせを選択するストーリーは共感を覚えるし、虚構の
ように見えて妙なリアリティーを感じる。（鈴木貴紀）

銅賞

「WILD UTOPIA」

崎山　涼（工学院大学大学院）

Julia Windom（フリーランス）
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　現在多くみられる住宅の建ち方と公共の
コミュニティへの疑義に対して、東北の震
災地を例に挙げ、私有地に採光と換気をか
ねる筒を中心に居住空間をつくり、残りの部
分を盛土する。盛土と屋根の部分が連続し、
その場が公共のコミュニティ空間として機
能するのではないかという提案である。
　災害時を想定したグランドデザインへの提
案が新鮮であるとともに、ファンタジーなプレ
ゼンテーションが評価され銅賞を獲得した。
　この案は、東北の震災地を想定している
ことから、一次審査では震災後の限界に至っ
た居住空間とグランドデザインを再構築し、
新しい風景を創出した提案と深読みした審
査員もいたことで評価が高かったが、提案
者は新築として提案していたことから作品

の意味を深めることができなった。しかし、
近年各地で自然災害が多数発生している。
そういった状況の中、建築に携わる者が何
をできるのか思いを巡らす。この状況を提
案者は今日的課題と据え、真正面から向か
い合う姿勢は評価に値するし、今後も継続

してもらいたいと思う。願わくはファンタ
ジーではなく批評的な態度で。
　提案者はここ数年このコンペに応募して
いたと聞く。グループでの提案は悪くはない
が、ぜひ次回は個々で挑戦することを期待
する。　　　　　　　　　　　　（山田昌毅）

銅賞

「家の花」
伊達卓也（金沢工業大学大学院）
辰巳祐輔（金沢工業大学大学院）
西川公貴（金沢工業大学）

　本計画では、現代における限界住居＝建売住宅として、限界の定義が
批判的に捉えられている。建て詰まりの起きている住宅地に対して、その画
一性を打破して新たな住居を構想しようとする提案であった。手法としては、
個室や書斎などの個の空間を極力小さくし、全体面積と建蔽率を下げ、建
蔽率の余剰を生み出す。そこに仮設膜をかける。仮設膜に覆われた空間は、
柔らかな個の領域を設定しつつも地域や自然へと開かれていく、という仕組
みであった。
　本作品は住宅地において、内部空間をできるだけ小さく削ぎ落とし、半外
部空間を広げ、曖昧な領域とすることで、町の見え方や隣人とのつながり、
関係性が変わるのではないかという着眼の面白さが評価された。同じような
案として「規制団地」が挙げられるものの、この案は仮設膜が独特の表情
を生み出しており、ルールとしてではなく、あくまで１つの作品として提案され
ている。内側の屋根だけのまち並み、膜が開いたときのまち並みと、風景が
呼吸をするように変化していく設定も楽しげである。一方で票が伸びなかっ
た理由としては、設定の甘さが挙げられよう。標的として建売住宅が建つ狭
小住宅地を設定しているのだが、それらの敷地において、描かれた図面の

イメージほどに、建蔽率を削減できないのではないか、という疑問の声が審
査中に聞かれた。むしろ人が減りつつある古い住宅団地などで、小さな分
割敷地を足し合わせて、新たな集合住宅の形として提案するなど、別の設
定がありえたのではないかと、惜しまれる。 　　　　　　　  （生田京子）

銅賞

「町の小さな風物詩」

西村宇央（九州大学大学院）
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JIA 愛知発

建築トラブル回避法Part2～弁護士から学ぶ建築トラブル護身術～

建築相談委員会　建築トラブル回避法 Part2

　11月9日、建築訴訟に明るい弁護士の石
川先生をお呼びして「建築トラブル回避法 
Part.2 ～建築トラブル護身術～」を開催し
ました。石川先生には2年前にもさまざま
な具体例から設計業務に携わる者が配慮
すべきポイントをお話ししていただきまし
た。今回はその2回目となります。台風の
影響で急遽やむなく日程を変えての開催と
なってしまいましたが、23名の方に参加し
ていただくことができました。
　今回お話ししていただいたトラブル事例
の中には、普段の業務の中でわれわれがつ
い陥ってしまいそうな些細なものから、事
務所運営に大きく影響を与える可能性の
あるものまで多岐に渡り、判例を通して、
契約方法、施主とのコミュニケーションや
同意過程の共有の重要性、自覚すべき建築
士の職能と責任をあらためて認識しまし
た。また今後このような企画を催していき
たいと思います。

―事例概要―
■トラブル例1

営業活動と有償業務の違いは?
　おそらく事務所によって対応が別れる
設計初期の作業だが、どこまでがボラン
ティアの範疇なのか、どこからが有償とみ
なされるのか?　設計者としては有償業務
と思い行った作業に対して対価が支払わ
れなかったケース。
【結果】4つの裁判事例のうち、1件は設計
事務所の請求が棄却され、他の3件は幸い
にも報酬請求が認められた。商法第512条

（“商人がその営業の範囲内において他人
のために行為をしたときは、相当な報酬を
請求することができる”）を根拠とした主張
が認められているが、やはり「対価が発生
する」という合意をしたことを証する痕跡

（設計監理業務委託契約である必要は必ず
しもない）を残すことが重要である。
■トラブル例2

設計業務途中での契約解除と
報酬請求は?
　見積額が予定金額から大幅に上がって
しまった（予定工事額の170 ％）ことに対し
て「債務不履行」を理由に契約解除、支払
い済み報酬の返還を求められる。
【結果】東京高裁「予定工事額を大幅に超過
した設計は債務不履行」とし設計者敗訴と
なった。他の判例で予定工事額の140 ％に
なってしまった同様の裁判で設計者側の
主張が認められた例はあるが、この事例の
予定工事額の170 ％という見積り額はその
後調整できるレベルではないとみられた。
設計は請負契約であるため普段の「建築設
計・監理業務委託契約および約款」による
契約自体に問題はない。
■トラブル例3

設計監理報酬を不当に値切られた例
　工事途中に施主が工務店に対して執拗
なクレームをつけ請負金額を強引に減額さ
せた。その結果、料率方式で計算していた
設計監理報酬の残金も同様に下げるよう
に要求される。
【結果】設計者側の主張が認められたが1年
半もの時間を要した。
■トラブル例4

少しでも図面（＝契約内容）と違えば
瑕疵か?
300×300と変更合意をした柱が実際は原
設計図のまま250×250で施工された（瑕疵

には2種類あり、法令違反など瑕疵である
ことに議論の余地のない「客観的瑕疵」と、
契約で特に定めた品質を欠く場合に関す
る「主観的瑕疵」があり、この事例は後者
となる）。
【結果】高裁は250×250でも構造計算上問
題はないから瑕疵ではないとしたが，最高
裁は，300×300とすることが特に約定さ
れ，それが契約上重要な内容になっていた
として瑕疵であると認めた。何でもかんで
も図面と違っているからといって自動的に
瑕疵と判断されるわけではない。ただし、
法令違反等ではなくても施主との間に“特
に約定され、契約の重要な内容であった”
状態でそれが守られなかった場合、瑕疵と
みなされる可能性がある。
■トラブル例5

施主の強い要望によって法令違反や
強度不足となる設計をしてしまった例。
【結果】多くの判例で設計者が責任を負う
結果となっている。施主が強く要求したこ
と、また施主が承諾したということは、そ
れが事実であっても設計者にとっての免
責になるわけではない。また、ある判例で
は「原告の指示が不適当（法令違反）である
場合はこれを警告し、翻意させる義務があ
り……（地裁）」という裁判所判断もある。
　建築基準法違反の建物は一見施主の希
望が通っているかのように見えても、か
えって居住性や財産価値が失われている
こともあり、また法令違反の責任を負うの
は「……法令又は条例の定める建築物に関
する基準に適合するようにしなければなら
ない。」という職責を有する建築士のみで
ある、と認識すべき。

講演の様子。JIA 東海支部事務局を会場に

井村正和（JIA愛知）｜
井村建築設計
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JIA 三重発

会員研修3  金属系外壁材・屋根材の成形工程を見学

会員研修4  「BELSと省エネ基準義務化」について

会員研修

　2016年10月7日、㈱ミヤムラ様のご厚
意により、本社会議室にて金属建材を中
心とした主要製品の紹介を承り大型建築
物の実績画像をもとに金属製品の可能性
についてご説明を受け、その後自社製造
工場に場所を移動し金属製品（外壁材・屋
根材）の成形工程の見学させていただき
ました。
　㈱ミヤムラは1956（昭和31）年より鉄鋼
二次製品販売を業として始まり1979（昭
和54）年現在の㈱ミヤムラとして設立、三

　去る11月4日に三重県総合文化センター
特別会議室において、新しく法人協力会員
になった㈱サンコー三重支店の協力により、

「BELSと省エネ基準義務化」の講習会が開
かれた。今年度は奥野地域会長、および事
業委員長の伊藤達也氏の方針で、例会ごと
にさまざまなテーマで講習会を行い、毎回
CPD申請を行っている。CPD委員長の私に
は大変心強い取り組みであり、会員にとって
も有意義なことである。
　さて、今回の講習では2020年に義務化さ
れる省エネ基準について、現行法との違いを
より分かりやすく学ぶことができたと思う。今

重県に本社を置き全国展開する企業です。
今回の研修は、設計業務において身近に
ある金属系外壁材・屋根材がどのようにし
て成形されるのかを見学する貴重な機会
になりました。
　熟練工の手際よい作業によりロール状
に巻かれたおそらく数十メートルもある
であろうフラットな鋼板を成形機の端部
から送り込む、複雑に組み込まれた回転
するプーリー状の金型を通してフラット
な鋼板が普段から見慣れた折板、大波、

後は大手ハウスメーカーを中心に、ZEHが
新築住宅の標準的な仕様になる動きが加速
されることから、私たち設計事務所もさらなる
努力が求められる時代となってきた。現在、
私の設計する住宅は、地域型住宅グリーン
化事業もあって長期優良住宅の性能レベル
をクリアする仕様にしているが、今後は一次
エネルギー消費量の削減を考え、住宅の構
造や性能だけでなく、給湯・暖房・照明などの
設備性能についても重視しなくてはならない。
以前は木や土を使い、自然の風を活かした
住宅が理想のカタチであると思っていたが、
近年は地球温暖化の影響もあって、夏の高

小波、角波形状に成形されるのです。成
形長さは物流経路や規制により制限され
るものの作成長さは建築物の範疇では無
制限に対応可能とのこと。大規模建築物
の折板屋根などは現場にローラー状の鋼
板と成形機を持ちこみ長尺物を成形する
のです。
　そのほかにも日鉄住金鋼板㈱の2 ％マ
グネシウム添加で耐久性をアップさせた
次世代ガルバニウム鋼板SGL・㈱長尾木鋼
の破れない雨戸・ケミュー㈱の災害に強い
屋根材ROOGAなどをご紹介いただきま
した。
　今回研修会のご説明いただきました㈱
ミヤムラ常務取締役新堂昌孝さま、その
ほかご関係者さまには深く感謝を申し上
げます。

温多湿、冬の寒さは尋常ではなく、省エネを
考慮していない住宅は住みにくい。ただ、基
準をクリアすることが目的なのではなく、住む
人にとっての快適とは何かを考えると同時に、
自然素材を利用することや職人の技術を生
かすことは絶対忘れたくないと思っている。
日々 、自分なりのエコハウスの基準を探ってい
るが、まだまだ勉強不足は否めない。よって、
今回は私にとって大変役に立つ講習だった。

複雑に組み込まれた回転するプーリー状の金型 工場内にはさまざまな種類の鋼板が並ぶ

豊田由紀美（JIA三重）｜
Y’s設計事務所　　

阪　竹男（JIA三重）｜
阪竹男建築研究所
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JIA 三重発

とっておきのまちなみ散歩　＜神島＞

建築ウォッチング 2016

　2016年11月12日（土）、JIA三重主催「建
築ウォッチング2016」は、三島由紀夫の小説

『潮騒』の舞台にもなった鳥羽市の神島を訪
ね、周囲約4キロの小さな島を散策しました。　
晴天の中、本年も会員だけではなく一般の方
にも参加いただき、JIA会員15名、一般参加
者15名、30名の参加者で開催することができ
ました。一般参加者の中にはリピーターの方も
多く、建築ウォッチングが少しずつ浸透している
ことを感じました。
■漁村としての神島

　神島は、鳥羽港の北東約14km、愛知県
伊良湖岬の西方約3.5kmの伊勢湾口に位置
します。外海側は太平洋側からの強い波浪な
どの自然的災害を受けやすいため、内海側に
港を設け、山頂にかけて階段状の家 が々密集
した漁村特有の集落を形成しています。私た
ちが乗った神島に向かう連絡船も、晴天にもか
かわらず外海に出たときは、高波で激しい波し
ぶきが甲板に打ちつけていました。
■神島ウォッチング

　島に着き、地元の旅館で名物たこ飯や魚料
理による昼食をいただいた後、神島在住のガイ
ドさんの案内に従って、5回にわたって映画化
された『潮騒』のロケ地をたどるように島を一周
しました。集落に入ると迷路のような路地や階
段が続き、八代神社→神島灯台→監的哨跡
→ニワの浜(カルスト地形)の順に歩きました。
毎年、元旦未明に行われるゲーター祭りが有
名な八代神社へは、214段の直線階段を登り

ました。社殿を参拝後、裏手の遊歩道を上り
断崖絶壁に沿う細道から眺める伊勢湾、伊良
湖岬の景色には、参加者からの歓声があがり
ました。日本三海門の一つと言われる伊良湖
水道は昔から海の難所とされ、その安全を
守ってきたのがその後訪れた神島灯台です。
また監的哨跡は、戦時中に旧陸軍が伊良湖
から撃つ大砲の試着弾を目視して確認するた
めの施設で、『潮騒』のクライマックスシーンにも
描かれており、ここからの雄大な太平洋の眺め
は絶景でした。そしてニワの浜は島の南端部
にあり、石灰石が風化してできたカルスト地形
は、長い年月がつくりあげた芸術品のようでし
た。小さい島ですが、外海側と内海側で違っ
た風景を形成していることが刺激的でした。
■三島文学と神島

　三島由紀夫の小説は何冊か学生のころ読
みましたが、この『潮騒』だけは三島作品の中
では異色だった印象があります。三島はなぜ

『潮騒』の舞台に神島を選んだのか不思議で
した。調べてみると、この島へ取材旅行のため
に2度来ており、その前年にはギリシャを旅した
ようです。20代後半の彼は、青い空と太陽、
白い大理石の古代遺跡など、地中海的な明る
さに傾倒し、その風土や文化に深い感銘を受
け、ギリシャ神話『ダフニスとクロエ』を日本に移
して書くことを思い立ち、選んだ舞台が神島
だったとのこと。この島の風土をはじめ、半島や
島 を々間近に見る風景、海岸線から島の最高
点へ急激にのびる景観などは、エーゲ海に通

じていたのでしょうか。三島が明るく力強い自然
美を背景に、主人公の新治と初江の健康的
な恋物語をうたいあげたのが『潮騒』だったの
です。
■人と神島

　散策が終わり、帰りの船待ち自由時間、小さ
な港の近くの道路で遊んでいる子どもたちと話
すことができました。ほとんど車は通っていない
ので遊び場は道路。子どもたちは人なつっこく、
この島の学校のことや先生のこと、島での遊び
の話をしてくれました。観光地化していないとこ
ろが素敵で、生活感を感じられることがこの島
の一番の魅力です。そして港の道路脇に品物
を広げての即席の市場を開いてもらい、参加
者は地元のおばあさんとの会話を楽しみなが
ら島で採れたわかめなどを購入し、島を後にし
ました。荒波に囲まれた離島。だからこそ『潮
騒』に描かれた美しい自然・人情は、時を経た
今でも損なわれていないようでした。皆さんも慌
ただしい日常を離れて鳥羽・神島の旅はいかが
ですか?

神島の集落 八代神社の階段を上る参加者たち 島の子どもたちは道路が遊び場

参加者集合写真

森本雅史（JIA三重）｜
森本建築事務所
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　地域会役員会において、本部支部報告のつまらなさを指摘する声はあっ
た。
　以前、長尾岐阜地域会長が述べておられた、「自分たちが楽しむという
論点を忘れてはいけない」「誰の方を向いて組織に力を出しているのか?」
というのは、まさに私も同感であるし、そうあるべきであると思う。
　現在、会員減少に歯止めがかからない状況の中で、本部では正会員要件
の枠を不動産デベロッパー建築家、その先のゼネコン建築家にまで広げる勢
いである。しかしながら、専業建築家という要件は、JIAにとっての大切な特
色であり、引き継がれなければならないことのように思う。要件のみが複雑にな
り分かりにくくなっていると思う。また、それが若手建築家の入会の妨げになっ
ているのかもしれない。折しも、本役員会で鳥居監査が述べられているが、
正会員と準会員の要件の問題、正会員と登録建築家のすり合わせ、名誉会
員とフェロー会員の違いなど辻褄を合わせなければいけない時期にきているの
ではと感じる。ここは、原則に立ち返る必要があると思う。なにより会員にメリッ
トのある企画、事業が必要であり、所属したいという気持ち
にさせることが重要である。今の若手建築家の求めている
のは決して肩書や資格だけではない。

日　時：2016年11月11日（金）16：00 ～ 18：00
場　所：JIA東海支部事務局会議室
出席者：支部長、本部理事1名、幹事10名、監査2名、オブザーバー 8名
欠　席：幹事1名

1.支部長挨拶
　大阪全国大会お疲れ様でした。全国大会では、フェロー会員と語る会に
出席して参りました。
２．報告事項

（１）本部報告
①第39回フェローシップ委員会（11/1）（谷村）

・ 全国大会地域会長会議について
・ 全国大会フェロー会員パネル展示ほかについて　受付横にパネル5枚を

展示。
・ 昨年、会員1名がフェロー会員からシニアに移行し、フェロー会員でなくなっ

た。過去に名誉会員とフェロー会員に同時になった例があり、腑に落ちな
いとの話があった。（谷村）

・ フレッシュマンセミナーおよび集合会議について
 東北支部担当で検討中。各人負担は、￥12,000程度（昨年並み、宿泊

費+懇親会費）。支部からは1 ～ 2名程度、入会3年～ 5年の会員対象。
各地域会よりの推薦を募る。

（２）支部報告
①第33回JIA東海支部設計競技一次審査結果（矢田）
　1次審査については「ARCHITECT」12月号P6に詳細。協賛企業の看
板掲載あり。2次公開審査会については今号P10 ～掲載。
②ゴールデンキューブ賞特別委員会（11/7）（上原）
　審査会場は大光電機ショールーム（名古屋市）を検討。締切12/9で現
在募集中。
３．その他
①熊本地震被災者支援「嘉島町被害認定2次調査の追加依頼」について

（矢田）
②ジュニア会員・法人協力会員入会本部承認について（矢田）
　三重地域会申込のYKK-APについては、次回の理事会で承認予定。
③「西澤立衛氏講演会（2/8）」について（矢田）
④アーキテクト2月号(静岡)3月号(岐阜･三重)広告掲載について（矢田）
　広告依頼静岡地域会4社　締切11/20。岐阜地域会、三重地域会各2社。
議　事
１．審議事項
①入会申込書法人協力会員「グランデコール」（久保田）
②「第24回JIA東海学生卒業設計コンクール2017」協賛依頼（矢田）
③後援名義使用
　（一財）東海建築文化センター「開発許可制度研修会（2/14・2/20）」（矢
田）
２．協議事項
①ゴールデンキューブ賞実行委員会について（矢田）
　協力金は支部、決算については本部で取りまとめ。協賛金は一口あたり、
支部会員\5,000、支部内企業\20,000、各支部長理事\5,000で依頼。申込
締切は12/22(木)。
②「東海支部大会2017岐阜」について（長尾）
　岐阜市（長良川）、または大垣市（西美濃地方）の見学を検討。長良川の
川港、輪中文化、中山道歴史の道などのフィールドスタディ、講演会「沖大幹
氏」、鵜飼い船などの懇親会、若手建築家との交流会などを企画中。全国
大会との調整も必要。
③本部への質問状について（矢田）
　回答書については、会長名での書面を求めていく。
３．その他
①JIA建築家大会2016大阪（10/27 ～ 10/28）（矢田）
　東海支部より77名の参加。参加要請80名をほぼ達成。

・ 全国地域会長会議（久保田）
 前半は、ジュニア会員（学生会員）の活動報告を主に北陸、九州支部ほか
の発表。後半は、行政との関わりについて神奈川地域会ほかの発表あり。

・ 全国環境会議（柳澤）
 アルカシア大会（香港）の報告あり。JIA環境建築賞への応募依頼、支

部の住宅賞の応募作品を独自にデータ抽出し、推薦するようなことも考え
たい。

・ 全国住宅部会連絡会議（吉元）
 近畿支部作成の建築家カタログは、タウン誌とのコラボで実施（敷居を下

げた形で作成）。来春の会議は沖縄で開催、沖縄の住宅を見学予定。
・ 建築×子どもフォーラム（上原、矢田）
 全国で5組の活動について報告がされた。今後、ネットワークの構築を支

部発で考えたい。
・ フェロー会員と語る会（車戸）
 登録建築家制度はJIA独自の資格制度となってきている。グレーゾーンの

建築家は、登録建築家として認めていくという話もあった。
4．監査意見

［鳥居監査］JIAのいろいろな制度の整合性を諮る必要がある。どこで清算
をするのか、非常に大きな問題。

［服部監査］中部建築賞について、2次審査が終了し各賞が決定している。
12月14日に表彰式が開催。今回が48回となり、50回の記念事業の計画が始

まっている。

東海支部役員会報告

大瀧正也（JIA静岡）｜聖建築設計事務所
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

高針　蓮教寺

船
せ ん ど う ひ ら こ う も ん

頭平閘門と木曽川文庫

登録有形文化財

　周辺は国営木曽三川公園内の船頭平河川公
園として整備されており、この河川風景は都市化
されてゆく地域の中で本来の濃尾平野の姿を残
す美しい景観をなしている。

■紹介者コメント
　平成２８年１１月１８日、国の文化審議会が文部
科学大臣に文化財建造物の登録を答申した中に、
名東区高針の蓮教寺が入った。
　以前、お気に入り情報で、高針界隈と蓮教寺を
紹介したことがあり、今回国の登録文化財となり、
一際、嬉しさを覚える。
　地区のプロフィールとアクセスは前回紹介してい
るので今回は簡略にとどめる。
　名東区は区画整理による新市街地だが、かつ
て名古屋城下と足助を結ぶ中馬街道（高針街道）
の宿（高針新宿）であった高針界隈は、江戸期の
愛知郡村邑全図に牧野ヶ池を含む山田荘高針村
の図がのこされ、地名から中世の山田荘以来の古
い歴史を持つと推察される。
　戦国期には臨済宗済松寺付近が高針城の城
跡と言われ、城主加藤勘右衛門ゆかりの真宗大
谷派東勝寺本堂は天明7（1787）年の再建と言わ
れる。高針界隈の北、今は氏神様の高矛神社は
延喜式内社の八幡社と伝わる。
　真宗高田派蓮教寺は界隈の北東にあり、長徳
年間（995～998年）創建と伝えられ、本堂は宝暦8

（1758）年の建立で、尾張名所図会（天保14年・

■発掘者コメント
　木曽川・長良川・揖斐川が濃尾平野を入り乱れ
て流れ、河口付近で合流して伊勢湾に注いでい
ることから木曽三川と呼ばれている。この木曽三
川に挟まれた中洲・長島の北端部に船頭平閘門と
木曽川文庫がある。
　この地域は地震・津波・台風・高潮・降雨増水な
どの洪水と、まさに自然災害のメッカで人 を々苦し
めてきたと同時に、これらの川の流れは地域に豊
かな恵みを与えてきた。木曽川三川下流域は輪中
と呼ばれる堤防で囲まれた地域で「曲輪」「輪之
内」とも呼ばれ、連担する家屋、田畑を堤防で囲
んだ集落を形成し、長期に渡る浸水から避難する
ための「水屋」「泥田」に溝渠を掘り、土を盛った

「堀田」など独自の地形、形態をつくってきた。

1841年刊行）でも紹介されている。蓮教寺はじめ
上述の歴史的施設の集積を見ると、当地は江戸
後期には高い文化集積を持った界隈であったこと
が伺われる。
　境内に一歩、足を運ぶと、かつての尾張名所図
会そのままに、今の蓮教寺境内を見ることができ、
感動的である。図会に見る伽藍は正面の本堂を
中心に、その背面に書院、東側に庫裏、西に鐘楼
を配する尾張の江戸期真宗建築の伝統的配置
様式をよく伝えている。
　本瓦葺き寄せ棟屋根、棟の短い本堂は見るか
らに時代を感じさせる。宝暦8（1764）年の棟札に
は尾張名古屋が誇る名門堂宮大工、伊藤平左
右衛門道房と記されている。あらためて大工伊藤
家の偉大さを知らされる。
　残念ながら、外観でしか拝観したことがなかった
が、名古屋市教育委員会の資料写真を通して見
る本堂内陣は欄間の彫刻が見事で、書院上段の
間、格天井も見事さが伺える。
　登録文化財指定を機会に、外観だけでなく建
物の内部を是非拝観させていただきたい。

　この地域の治水には桑名の発展の基礎となっ
た員弁川を付け替えた「慶長の町割り」、薩摩義
士で有名な「宝暦治水」などがあり、洪水のとき木
曽川の水が長良川・揖斐川に流れ込み浸水被害
が発生し、木曽三川を分離することが昔からの悲
願であった。その後、オランダ人技術者ヨハニス・
デ・レイケの指導により明治20（1887）年から45

（1912）年にかけて「明治治水」が行われ、分離さ
れた木曽川と長良川を小型船、筏などが行き来す
るために船頭平に閘門がつくられた。複閘式閘門
としては日本初期のもので現在も使用されている。
木曽川文庫は昭和62（1987）年に開設され、宝
暦治水、明治治水、船頭平閘門、オランダ人技
術者ヨハニス・デ・レイケ、木曽三川に関する文献
や資料が数多く保管展示されている。
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船頭平閘門近景 船頭平閘門中景 木曽川文庫全景

尾張名所図会　蓮教寺

蓮教寺　本堂

名　称 真宗高田派　蓮教寺　
所在地 名古屋市名東区高針四丁目864､865　

所　在　地：愛知県愛西市立田町福原 
ア ク セ ス： JR関西本線及び近鉄名古屋線長嶋駅下車、
　　　　　　北方向　徒歩70分
建　築　年：船頭平閘門　明治35（1902）年3月
　　　　　　木曽川文庫　昭和62（1987）年
構造・規模：船頭平閘門　閘頭部分・煉瓦造一部花崗
　　　　　　岩積み、閘室部分・間知石積み、
　　　　　　全長56.3m
重要文化財（建造物）指定等：
02383  平成12（2000）年5月25日

鈴木祥司（JIA愛知）｜
アトリエ祥建築設計

尾関利勝（JIA愛知）｜
地域計画建築研究所

建設年 本 堂：宝 暦 ８年（1758）建 立、平 成16年
（2004）改修

 書院：文化9年（1812）建設、昭和30年頃・平
成27年（2015）改修

 庫裏：宝暦13年（1763）建設、昭和後期改修
アクセス 市バス・名鉄バス「高針」下車
 徒歩5分
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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＞ 
10/25 第2回JIA塾（1.基礎杭の施工管理の現状、2.免震工法につい

て）の開催
10/26 木造準耐火構造施設建物の現場見学会（杉山貞利会員設計）
11/17 11月静岡地域会定例役員会の開催
 12月JIA塾の事業計画報告
 建築5団体建築文化研究会講師の人選
 来年度実施建築フェアー構想立案検討
12/8 12月静岡地域会役員会の開催
12/8 12月JIA塾の開催
 「地震の研究と現実の狭間（地震情報の読み方）」講師：大石博

司　会員
12/8 静岡地域会忘年会の開催
1/20 建築関係団体新年会(建築5団体)の開催
＜愛知＞
11/2 第24回愛知まちなみ建築賞　第2回選考委員会
11/9 建築トラブル回避法Part2
11/17 JIA愛知　建築セミナー
11/24 広報委員会　地域が建築に求めるもの 第7回　「あたらしい

シェア建築のカタチ」
11/28  事業委員会　名古屋市立猪高小学校 建築教室 紙コップ造形

教室
12/16 JIA愛知・賛助会CPD研修
1/6 新年互礼会
1/20 JIA愛知新年会
＜岐阜＞
11/21 第7回役員会開催予定（18:45 ～ 20:30）
 場所：ハートフルスクエアG 2F 研修室
1/27 JIAの窓の開催 岐南町役場庁舎見学会・説明会
 見学会(PM3：30 ～ 4：00)、意見交換会(PM4：10 ～ 4：50)、懇親

会(PM6：00 ～ 8：00)
12/14 第8回役員会開催予定（18:30 ～ 20:30）
  場所：ハートフルスクエアG 2F 研修室
＜三重＞　
11/4 第6回役員会、第6回例会
 会員研修4：BELSと省エネ基準義務化　講師：㈱サンコー三

重支店　疋田 勉 氏
11/12 建築ウォッチング「とっておきのまちなみ散歩～神島～」
12/9 第7回例会、忘年会
1/22 建築文化講演会「建築を超えて」　講師：手塚貴晴氏
 場所：アスト津アストプラザ4F　アストホール　13:00～
2/10 第5回会員研修

Bulletin　Board

■日時：2017年1月22日（日）　13:30 ～ 15：30（会場13：30）
■会場：三重県津市 アストホール／アストプラザ4階
　（近鉄・JR津駅のすぐ横）
■定員：270名（入場無料・当日先着順）
■講師：手塚貴晴（建築家・手塚建築研究所代表・東京都市大学教授）
■主催：（公社）日本建築家協会東海支部三重地域会　
■共催：（一社）三重建築士会
■問い合わせ先：JIA三重事務職（HAGA総合設計）
　　　　　　　 TEL 0598-21-5511　MAIL haga-s@sky.email.ne.jp

■テーマ：劇場は社会に何ができるか、社会は劇場に何を求めているかⅡ
　　　　 ～日本版 社会的処方箋は可能か? ～
■日　時：2017年2月9日（木）～ 10日（金）
■会　場：可児市文化創造センター ala
■参加費：フォーラム（3,000円）、レセプション（4,000円）
■申込先：特定非営利活動法人世界劇場会議名古屋
　　　　  TEL/FAX 052-232-2270　MAIL itcn@itc-nagoya.com
■申込締切：2017年1月31日
■振込先：世界劇場会議国際フォーラム2017　中京銀行 名古屋中央支店　

　　　　  普通5026800
■主催：（公財）可児市文化芸術振興財団　
■共催：NPO法人世界劇場会議名古屋

2月9日（12：00受付　小劇場）
〇13：00 ～ 13：30　基調講演
経済成長優先の『豊かさ』の時代から、生活重視の『幸福』の時代へ
〇13：30 ～ 13：50　対談

「対談」基調講演を受けて
〇13：50 ～ 14：20　基調報告
芸術活動による社会包摂に対するインパクト評価
〇14：40 ～ 17：00  session1
文化芸術の社会包摂機能は、新しい価値を生み出す「処方箋」になりうるか

2月10日（9：30受付　小劇場）
〇13：00 ～ 13：30　活動事例報告
魂のサンクチュアリへ　文化芸術の社会包摂のありかを探る
〇13：00 ～ 15：50　session2
劇場と芸術と社会の、「幸せな関係づくり」へ向かう
〇15：50 ～ 16：00　総括
今年のキーワード、「エビデンス」

■パネラー：神野直彦、伊藤健、ヘレン・フェザーストーン、藤井昌彦、ニッ
キー・テイラー、セーラ・ジー、竹内文則、上田假奈代、川口淳一、尾崎隼　
■コメンテイター：衛紀生
■進行：坂崎裕二、澤村潤、山出文男
■総括責任者：下斗米隆

入場無料

JIA 三重建築文化講演会 2017 
手塚貴晴「建築を超えて」

JIA東海支部後援

世界劇場会議国際フォーラム 2017in 可児
2017 年 2 月 9 日（木）〜 10 日（金）
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㈲ 柏 彌 紙 店

代表取締役　尾関和成

名古屋市中区橘 1-4-6
TEL 052-331-8681　FAX 052-331-8891

㈱ 石 井 建 築 事 務 所
会　　　　　長　増澤信一郎
代表取締役社長　鈴木　俊之

熱海市田原本町 3-1 熱海魚熊ビル 2F
TEL 0557-82-4171　FAX 0557-82-4174

㈱ 伊 藤 建 築 設 計 事 務 所
代表取締役会長　森口雅文
代表取締役社長　小田義彦

名古屋市中区丸の内 1-15-15 桜通ビル
TEL 052-222-8611　FAX 052-222-1971

㈱ 石 本 建 築 事 務 所
名古屋支所

取締役支所長　植野收

名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル
TEL 052-263-1821　FAX 052-264-1990

㈱ 浦 野 設 計
代表取締役社長　浦野廣高
取 締 役 会 長　浦野三男

名古屋市西区八筋町 90
TEL 052-503-1211　FAX 052-503-1212

久 保 田 英 之 建 築 研 究 所

久保田英之

名古屋市東区東大曽根町 29-11 共栄ビル５C
TEL 052-979-0755　FAX 052-979-0756

㈱ 黒 川 建 築 事 務 所

代表取締役　黒川喜洋彦

名古屋市昭和区鶴舞 2-10-5
TEL 052-882-0281　FAX 052-871-1884

㈱ 三 和 建 築 事 務 所

見寺昭彦

名古屋市港区港栄 4-5-5
TEL 052-661-2211　FAX 052-661-2247

㈱ 田 中 綜 合 設 計
代表取締役会長　佐藤東亜男
代表取締役社長　近藤　眞二

名古屋市中区丸の内 1-8-39
TEL 052-211-4035　FAX 052-201-9285

㈱ 地 域 計 画 建 築 研 究 所
名古屋事務所

中部統括技監　尾関利勝

名古屋市中区錦 1-19-24 名古屋第一ビル
TEL 052-202-1411　FAX 052-220-3760

㈱ 中 建 設 計

代表取締役社長　石田壽

名古屋市中区栄 2-2-12NUP 伏見ビル
TEL 052-222-7850　FAX 052-222-7856

中 日 設 計 ㈱

代表取締役社長　清谷英広

名古屋市東区筒井 2-10-45
TEL 052-937-6711　FAX 052-937-6881

一級建築士事務所　デザイン スズキ

鈴木利明

豊橋市東小鷹野 4-4-8
TEL 0532-61-4245　FAX 0532-61-4215

㈱ 中 建 築 設 計 事 務 所
取締役会長　森川　礼
代表取締役　廣瀬高保

名古屋市中区新栄 1-27-27 広瀬ビル
TEL 052-262-4411　FAX 052-262-4414

㈱ ヤ ス ウ ラ 設 計

代表取締役　水野豊秋

名古屋市中区新栄 2-35-6
TEL 052-241-7211　FAX 052-241-7333

矢田義典建築設計事務所

代表取締役　矢田義典

名古屋市名東区社台 1-187
052-771-2592　FAX 052-771-2617

㈱トーヨーキッチンスタイル

代表取締役社長　渡辺孝雄

名古屋市名東区一社 2-21
TEL 052-709-0190　FAX 052-709-0183

企業組合 針谷建築事務所

代表理事　鳥居久保

静岡市駿河区小黒 3-6-9
TEL 054-281-1155　FAX 054-282-5502

㈱ ワ ー ク ○ キ ュ ー ブ

桑原雅明　　吉元学　　平野恵津泰

名古屋市昭和区福江 1-7-2
TEL 052-872-0632　FAX 052-872-0633

㈱ 車 戸 建 築 事 務 所

代表取締役　車戸　愼夫

岐阜県大垣市鶴見町 73-3
TEL 0584-78-8311　FAX 0584-73-3401

㈱ 野 村 商 店

代表取締役社長　野村勝也

静岡県伊東市萩 578-216
TEL 0557-44-6600　FAX 0557-44-6618

新年あけましておめでとうございます　2017 年
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スティナブルを目指す環境社会と建築に直結す
るテーマを大変興味深く拝読しています。今年も
活発な活動に期待しリアルなJIAを皆さまにお
伝えします。よろしくお願いいたします。

（伊藤彰彦）
●今号に設計競技の記事が掲載されている。
近年「限界集落」や「町家再生」といったコンペ
が大流行?だが、これは建築家の、ひいては
JIAの危機意識の表われなのだろうか……。学
生諸君や若いアーキテクトは日本の伝統をどう
思っているのか……。日本の気候風土の中で千
年以上にわたり、日本人の感性と知恵によって築
きあげられた伝統文化や伝統芸能、それからわ
れわれ建築家が深くかかわっている建築の伝
統技術（伝統構法）。これらは日本の観光資源
として多くの外国人観光客を引き寄せている。こ
うした日本の原風景を支えてきたのが建築の
「匠の技」なのだと思う。日本の伝統的な木造建
築技術は、古来の技術と中国大陸や朝鮮半島
から伝来した技術とが融合された職人の技だ。
先日、日本の「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無

●新年あけましておめでとうございます。鈴木利
明本部理事の記事より、昨年は正会員の全員
登録建築家を目指す方針となりました。そして入
会や会員資格のグレーゾーンに関しては、愛知
地域役員会でも意見交換があり多様な発言が
ありました。今後の動向と着地点に注視したい
事柄です。久保田愛知地域会長の新年挨拶で
は、あいちトリエンナーレ関連事業、大学での講
義、紙コップでの建築教室、など昨年の活発な
JIA活動が列挙されています。ほかにも段ボー
ルカードでの一般参加型ワークショプ、設計コン
ペ、講演会、研修など、担当各会のチームワーク
も素晴らしくパワフルに事業を成功に導くことが
できたと感じました。当誌構成においても話題多
くアクティブなJIAを実感できた実のある１年でし
た。隔月連載 山崎真理子先生の「木材利用の
意義と地域資源の可能性」は再生産可能な森
林資源活用のポテンシャル、そして木の個性、サ

編 集 後 記 形文化遺産に登録されたが、今度こそは「伝統
構法：日本建築の匠の技」の出番だ。必ずや早
い時期に登録をしたいとあらためて思った次第
だが、これから「建築」にどう関わっていくのかと
いう私の道標のひとつでもある。　（原眞佐実）

　2016年春、入社25年来初の単身赴任とな
り、静岡に参りました。そんな私を静岡のすべ
ての方、環境が、温かく迎えてくれ、今では第
2の故郷との思いでいっぱいです。そんな静
岡のために何かできないかとの思いが強くな
る中、静岡県の「ふじのくに木使い推進プラ
ン」に出会いました。
　弊社E-SHAPE Window+Woodは「森
から街へ木の温もりをつなげる」をテーマにし

た製品で、融合することで静岡県、市産木材
の有効利用に貢献できるのではないだろう
か、との思いが生まれました。
■ 人にも・環境にも優しいファサード

　この製品は室内側の方立、無目に木（集
成材）を利用することで、無機質になりがちな
窓周辺のインテリアに安らぎと高級感を生むこ
とをコンセプトにしたサッシです。
■ 地産材利用による自然共生社会の推進

　地産材を適切に利用し、循環させることで
森林の整備と保全を図り、低炭素社会づくり
に貢献します。
　「E-SHAPE Window+Wood」は、地産ヒ
ノキ・スギとのハイブリッドにより、新たな「環境
配慮型デザイン」として、付加価値の高い空
間づくりを提供いたします。このデザインが少
しでもサステナブルな国内森林の保全・低炭
素社会への転換に向け、お役に立てることが
われわれLIXILの願いです。
　JIA静岡会員皆 さ々ま方に支えられなが
ら、地域社会に貢献できるよう邁進して参りま
すので、これからもご指導いただけますよう何
卒よろしくお願い申し上げます。

地産材の有効利用への挑戦

古池省吾｜㈱ LIXIL ビル中部支店 静岡ビルフロント営業所所長

法人協力会通信㉗

●㈱ LIXIL ビル中部支店静岡ビル・フロント営業所
 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5
 TEL 054-238-7797　FAX 054-238-7761

＜静岡＞

採用イメージ

木部は
カバータイプの為、
竣工後も簡単
に交換が可能

E-SHAPE Window+Woodの構造
（方立部） 

省エネルギー効果の
高い空気層12mmの
複層ガラスまで対応

耐候性・耐風圧強度は
アルミ部材で担保


