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　今回、このシリーズで初めてシンメトリーな空間を

つくりました。デザインを学び始めた頃に、形態の意

味を知って課題などでやらかしてしまうのが、シンメ

トリー・黄金比・モデュロールなどによる形態操作で

はないでしょうか。意味を知ってその形態を守ってつ

くって、したり顔で「これはカクカクシカジカ」とま

るで難しい言葉を覚えてしきりに使いたがる中高生の

ような態度で説明してしまったりして……。2～3年

もすれば、その浅はかさと無知さを恥じ、条件を満た

し破調でバランスを取れてようやく一人前なのではと

思ったりして……。さらに時間を重ね自由な形を扱え

るようになると、あらためてシンメトリー・黄金比・

モデュロールなどの素晴らしさに気づいたりすること

があるのではないかと思っています。makira DESIGN
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自作自演○208

石黒　隆敏（JIA愛知）

PES建築環境設計（名古屋市千種区内山3-25-6　TEL 052-733-6825　FAX 052-732-3779）

オペラ狂

　オペラグラスを通して、ひいきの歌手を間近に引き寄せ、恍惚感を味わうのもオペラの醍醐味だ。しかし、その効力を十分発揮できるの
はやはりオペラハウスの広さ、容積による。観客席2,000席以下の劇場ならオペラグラスが観客をたやすく舞台に招き入れてくれる。
　メトロポリタン歌劇場（3,800席）は、客と舞台との距離が遠すぎて、オペラグラスでは、歌手の姿はヴェール越し。2階のロビーには巨
大なシャガールの左右2連の絵が壁に飾られ、そこから覗くと中央の大きな階段を昇り降りするする着飾った女性たちの背中を堪能できる。
オペラ狂には垂涎の的だ。シドニーオペラハウス（1,547席）はオルセンの濃いブルーの横長の絵が壁全体に広がり、前に広がる海の色
につながる。内部は白樺の木肌で仕上げ。辺りを見回すと空席が目立つ。右の後ろですごい「いびき」が続くが客の誰からも苦情も反
応もない。次の幕では左から「いびき」。こんな幸せな観客もいる。サンフランシスコのオペラ（3,146席）では、背中に値札を付けたまま
座った女性。買ったばかりか貸衣裳か、後ろの客がたまらず声をかけて値札を切ってやる。ヨーロッパではオペラハウスは比較的小ぶりで、
オペラグラスが生きてくる。シュトゥットガルト（1,404席）は経済的に豊かなまちらしく、幕間は華やかな社交のサロン。演出は極めてモダン。
世界一のオペラ上演で評判を得ている。ウィーンオペラハウス（1,700席）は、将来の音楽家にと立見席（550席）を用意して、劇場の外
ではスクリーンに上演中のオペラを放映している。バイエルン国立劇場（2,100席）は、酒場からすぐのところ。ビールの匂いにあふれるこ
の劇場は、傑出した指揮者たちが歴史的な演奏を残した所でもある。テアトル・レアルマドリッド（1,746席）の200年におよぶ古臭さも、ロ
イヤルオペラハウス（2,256席）の慇懃さも、舞台を囲んで観客が一体感で盛り上がる。
　1961年の東京文化会館のイタリアオペラ日本公演、デル・モナコ「道化師」に魅了され、オペラ三昧。「トゥーランドット」の4幕で声が
続かなかったドミンゴ、「連隊の娘」で、高音が出せず引っ込んだパバロッティ、口パクになった「こうもり」のコワルスキーなどなど、人間ド
ラマがそこにある。オペラは一期一会でもある。

石黒　正則（JIA愛知）

アズテック建築設計研究室（名古屋市中区栄1-13-4みその大林5階　TEL 052-222-1630　FAX 052-222-1631）

間もなく春　～山菜採り～

　春になると、毎年恒例の恵那への山菜採りを楽しみにしています。20年前に恵那の駅前のまちづくりに携わったのをきっか
けに、「都会では決して味わえない体験をぜひ」と地元の山菜採り名人に誘われ、毎年恵那を訪れます。
　初めての山菜採りは、右も左も分からず名人についていくのに精一杯でした。森の中を散策しながら、新鮮な空気を吸い、鳥
のさえずりを聴き、ワラビ、ゼンマイ、タラの芽、コシアブラを無我夢中になって探して採るのは、気持ちの良いものです。棘の
道をかきわけて、たどりついた先で自然のタラの芽の群生に出会ったときは感動
します。
　このような山菜採りのできる環境は、地方ならではです。林業に従事する人も
高齢化しつつあり、ますます山の中に人の手が入らなくなり、倒れた木々が横た
わり、荒廃が進んでいます。山に携わる仕事の衰退の現実を痛感する風景でもあ
ります。身の回りの“家具”や“家”に通じている必要な職業である林業。日本の
山を守るためには、地方でチャレンジしやすい仕事づくりを社会のシステムとし
て構築することが、これからの地方創生につながるかと思います。
　間もなく春到来、皆さまも森林浴兼ねて、ぜひ、山の幸を探しにいきませんか。
自分で探して収穫した山の幸は格別ですよ。

天ぷら、おひたし、煮物に炊き込みご飯。
旬のものを食して楽しむのもいい
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塩田　哲也（JIA愛知）

日建設計（名古屋市中区栄4-15-32　TEL 080-6907-8520　FAX 052-252-7295）

　エアブラシの登場とときを同じくし、私は、父に与えられた世界から外れ大戦中のドイツ機を制作した。自我の発露。こ
の段階で建築設計への扉を開いたと言える。飛行機でフォルムの美に目覚め、同時に己の理系的律儀さに不安を感じたとき
に建築は選択肢として魅力的だ。そして実際身の回りに似た者の多いこと…。プラモで鍛えた設計者はチリやニゲの意味を
体得しており、安易に同面納めを描いたり要求したりしない。強い決意を持って同面を言い渡すのだ。
　さて Ju-87、Bf109、Fw-190（液冷に改修）、スピットファイア（英国機。特段好きでもなかったけれど避けてはならぬ「た
しなみ」のように感じ）、Me262、Ta152 などひとしきりつくった後は、疲れたのか風物詩シリーズ「たこ焼き屋」で和んでいる。
3 枚のプレートに整然とたこ焼きが装填され、こんがりと焼き上がっている。クリアーレッドと黒で調色したソースに鰹節
と青のり（着色済み木屑）も振りかけられており美味しそうだ。余談だが、後年たこ焼き屋のアルバイトをやって、つくっ
たモデルの過ちに気づいた。プレートの上のたこ焼きは全体に一様に焼かれない。片側のプレートから順に進めていくから
だ。おまけにプレートの上で青のりは振り掛けない。われわれ建築家は現場に学べと言われるが、それと妙に重なる思い出だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （つづく）

プラモデル遍歴④
※①②はARCHITECT 2012/1-2、③は2016/12参照

東海とっておきガイド　｜三重編｜ 阪　竹男（JIA三重・阪竹男建築研究所）

　三重県が誇るジュエリーといえば真珠（パール）です。そ
の真珠を生み出すアコヤ貝の養殖は近年約3800㎏/年に
なります。真珠を取り出した後の貝柱を再利用して美味しい
料理をつくりメニューに加えている老舗レストランをご紹介しま
す。昭和24（1949）年徳島で創業の江戸一は昭和40

（1965）年に志摩の地に移りグリル・エドイチと改名。前シェ
フは某高級ホテルの料理長で多くの要人にも認められた腕
前とのこと。現在は2代目シェフが腕を揮っています。メディ
アでも複数のパールコロッケをメニューにするレストランが紹
介されていますが、ここエドイチは50年以上変わらぬ味、そし
てシンプルな盛付は視覚的にも飽きることがありません。
　志摩にお越しの際はぜひ一度ご賞味ください。

パールコロッケ～真珠貝を食す～

92

　季節が春めいてくると日中ひとり立ち寄りたくなる場所に旧四日市港界隈があ
る。幼少の頃過ごした場所でもあり、思い入れもひとしおである。停泊した巨大
タンカー・作業船の排気ガスのにおい、堤防に打ち付ける波に反射する太陽光
は冬の厳しさを忘れさせてくれる。足元には雑草が芽吹き生ぬるい空気が動く。
遠い景色は蜃気楼のように霞んで見え、幻想的この上ないのである。人気のな
い場所ですが駄菓子屋や船員食堂純喫茶とひととおりの施設は整っており、ま
た、文化財登録された跳ね上げ橋と潮吹き防波堤などサスペンスドラマのシーン
を思わせる運河沿いの倉庫群など見どころもあり、暖かい春の日中にぶらぶらと散
歩するにはお薦めの場所であると個人的には思っております。

春霞のかかる旧四日市港

「グリル・エドイチ」　
所在地：
志摩市阿児町鵜方1089
TEL：0599-43-1319
定休日：毎週金定休

旧四日市港界隈
（四日市市北納屋町・

中納屋町・南納屋町・
高砂町・末広町）
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W木造建築物の非破壊検査

　前回の記事では、木材の力学性能には分布があること、強度を非
破壊的に測定することはできないのでヤング率を使って評価するこ
とをご説明し、地域産の丸太の強度分布についてお話しました。今回
はすでに建っている建築物に目を向けてお話を進めたいと思いま
す。木質系の既存構造物（建築物に限らず、土木構造物でも同じ）に
おいて、木材に関連する非破壊調査要請の背景には大別して以下の
3点があります―①部材の強度を知りたい場合、②部材の生物劣化

（腐朽や蟻害）の程度を知りたい場合、③構造物の安全性（耐震性）を
知りたい場合―です。①は、社寺建築など比較的大規模の建築物で
構造計算を踏まえた改修を計画している場合や、改修時に施主が古
材の力学性能に不安を感じている場合（測定値を示すことにより安
心してもらえる）などに要請があるように思います。現在でも強度グ
レーディングを受けていない木材が流通していますが，古い建築物
の場合には当然元々の強度保証がされていませんので、その点で改
修などの機会があれば一度データを取っておくことは有意義だと思
います。②は木材ならではの案件であり、要請も多いように思いま
す。元の力学性能とは関係がなく、使用されている環境の影響を強く
受けます。また、③の耐震調査も阪神大震災以降、その重要性への理
解が進みました。人間社会に例えれば、③は会社の経営診断、①と②
は従業員の健康診断に似ていて、健康診断の中でも①は体力測定あ
るいは能力検査、②はがん検診のイメージです。今回は木材の個性に

関連して、特に①の強度評価についてご紹介したいと思います。

W構造体のままで力学性能を評価する

　木材の力学性能を評価するためには、前回お話ししたようにヤン
グ率を測定するのが最も近道です。ヤング率を測定する方法は複数
ありますが、現段階で構造体のままで測定する方法としては応力波
法が適当だと思います。製材のグレーディングで使われる曲げ試験
や振動法は、基本的に木材がフリーの状態でなければならず、構造
体に組み込まれている部材には適用が困難です（最新の研究では拘
束された状態で木材の固有振動数を測る方法も検討されていま
す）。応力波法（あるいは超音波法）の場合には、部材の内部を波が伝
播する速度を測定しますので、材料の拘束条件を気にする必要があ
りません。一方で、応力波法の特徴としては、材料内部のどこか最も
伝播しやすい部分を評価していることになるために、材料全体の平
均的な性能を把握しているわけではない点が挙げられます。
　材料のヤング率Ｅは応力波伝播速度Ｖと材料の密度ρから「Ｅ＝
ρＶ2」で求めることができます．ここで問題となるのが密度ρの評
価です。木材の密度は、同じ樹種でも1.5倍ほど異なることがありま
すし、さらに個体内変動もあるために「一部分を切除して評価する」
という方法も適当とは言えません。そこで、密度を測定せずにヤン
グ率を評価する方法が必要となります。私たちの研究グループで
は、木材の強度データベース（全国の地方公設試験場で地道に蓄積
されたもの。木材の基準強度の基になっているデータベースです）
を活用して、モンテカルロシミュレーションを使って統計的に「密
度ρを測定することなく・応力波伝播速度Ｖだけを測定して・ヤン
グ率Ｅを評価する」手法を提案しています。詳細は論文（※）に預け
たいと思いますが、図1にシミュレーションで推定したヤング率と
実際に曲げ試験で確認したヤング率の関係を示しました。密度の変
動幅などを考えればそれなりの信頼性を確保していると思います。

W非破壊検査事例の紹介

　これまで15年近く相当数の物件調査に携わってきましたが、その
中から基本的な測定事例を紹介したいと思います。2013年春に岐阜
県立森林文化アカデミーの小原准教授のお誘いで島根県隠岐の島
の木造小学校校舎2物件を検査しました。昭和30年代の建築物で、ト

隔月 6回連載W第 3回
木材利用の意義と地域資源の可能性　

既存構造物の部材を測る

山崎真理子 |名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授

図1　シミュレーションで推定したヤング率と曲げヤング率実験値の適合性
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ラス構造の小屋組にはアカマツが使われていました。図2は測定の
様子です。前回ご紹介した丸太の場合と同様に、木材の繊維方向（部
材の長軸方向）に応力波を伝播させ、その時の伝播時間とセンサー
の間の距離から速度を計算します。
　図3に小屋組部材の推定ヤング率分布を示しました。また、参考と
して基準強度のアカマツデータベースも併せて示しました。まず、あ
る意味驚きなのは、多くの物件で部材の性能分布が基準強度のデー
タベースと類似することです。日本中の実験値を集めたものと、ある
物件内で使われている材料の分布が類似している。一見当たり前の
ように感じるかもしれませんが、一つの物件を建てるのに広い範囲
から材料を収集するわけではなく、生産地などのロットがある程度
揃っていることを考えれば、やはり木材というのはそれだけ力学性
能に分布を持つということなのだと思います。同種の材料を用いな
がらその力学性能がこれほど分布を持っているケースというのは、
ほかの構造物や機械製品では見当たりません。木造建築というのは
そうした不均一性を内包しつつ、適度にバランスを取って成立して
いる構造物だといえます。一方で、図3を見ると、設計で想定している

下限値（アカマツの場合は6.5GPa）を下回る材料もそれなりの頻度
で存在していることが分かります。それぞれの部材の性能を無視し
て一律に下限値で設計するならば、厳密には危険側ということにな
ります。耐震診断とは違いますので、直ちに建築物の倒壊につながる
ものではありませんが、建築物の構造要素の状況を的確に把握して
おくことは重要だと思います。人間ドックや体力測定と同じく、そん
なに時間を要するものではありません。1本1本の部材を測定すれば、
同時に生物劣化の簡易チェックをすることにもつながります。機会
があれば、ぜひ一度測定してみてはいかがでしょうか。

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

※Yamasaki, M.; Sasaki, Y.: Determining Young’s modulus of timber on 
the basis of a strength database and stress wave propagation velocity I: 
an estimation method for Young’s modulus employing Monte Carlo 
simulation, Journal of Wood Science, 56, 4, 269-275, 2010

図2　隠岐の島の小学校校舎の非破壊検査（左：測定した学生諸君　右：小屋組内での応力波伝播速度の測定の様子）

図3　小屋組部材のヤング率分布とアカマツ新材のヤング率分布
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小さな声を形にすること

U「地域と建築が求めるもの」をはじめたワケ
　2016年の4月から11月にかけて、愛知地域会の広報委員会主催でレ
クチャーイベントという聴者参加型の連続講義を毎月1回のペース
で8回（プレイベント含め）行いました。このようなイベントを始め
たのは、実績規定によってプロポーザルに参加できないもどかしさ
を感じたことがきっかけでした。そこから、公共建築やたくさんの人
が利用する建築をつくるプロセス、そこで実際に起こっている問題
や状況をなんとかして知りたいと思いました。
　また、自分自身が数少ないプロポーザルに参加できたときでも、提
案するプレゼンボードに大きく「ワークショップを行い、フレキシブ
ルに市民の要望に対応します」と記載するものの、実際はワーク
ショップがどんなものなのか、どんな効果があるのかなどを漠然と
しか分かっていないことに気づいたことも理由の一つです。公共建
築を設計する際に市民との距離感はどんなものなのか、いろんな経
験者の声を聞き、理解の解像度を上げたいと強く思い企画しました。
Uイベントを通じて知った多様な在り方
　プレイベントから第7回までのイベントの内容については、昨年の
本誌（2016年6月号から2017年2月号まで）で各執筆者がすべての回
のレビューを書いてきました。前半、第3回までのイベントでは、設計
者だけでなく発注者や市民ワークショップの運営に関わる方々の意
見を聞くことに主眼を置き、設計することと建築をつくることにつ
いて多角的な視点から理解を深められたのではないかと思います。
特に、発注者が物件をプロポーザルやコンペにするためには大変な
労力がかかることや、その思いの強さを知ることができたのは、本当
に貴重な機会だったと思っています。
　一方、後半の第4回から第7回までは、設計者による固有の設計手法
でなく、図面を描くこと以外でどうやって地域や人々への貢献がで
きるかという視点で「シェア」や「熱環境」などに着目し、そのような
設計手法の可能性を各々議論しました。その中でも、シェア建築の議
論などは、やはりユーザーというのは抽象的な記号ではなく、生身の
身体を持った使い手であるわけで、彼らがその共有空間にいるとき
の雰囲気づくりがとても大切だということが印象的でした。また、前
半後半を通じて共通して出た意見として、公共か民間かにかかわら
ず、使い方が曖昧になる共有部分などの利用方法は、なるべくたくさ
んの仕掛けがあった方が良いということでした。それらの仕掛けは、
設計者が家具などをつくり込むなどして目論む場合もあったり、
ワークショップで話し合ったり、発注者が完成後に「流しそうめん」

のイベントを企画したりなどさまざまなケースがあることをこのイ
ベントを通じて知ることができたのは、とても有意義でした。
U振り返る会からこれからに向けて
　昨年12月21日に本レクチャーイベントを振り返る会を行いまし
た。会場は名東区のdNbの1階で、運営に関わってきた方々とこれま
での登壇者中心にワークショップ形式で行われました。これまでの
プレイベントを含めた8回分のレクチャーのダイジェスト版を各登
壇者が発表し、その後3つのグループに別れて、一年を通じて話され
た内容から各々が気づいたことを議題として、グループごとに意見
交換をしました。また、それぞれのグループで「地域が建築に求める
ものは何か?」というお題に対してひとまずの答えを出し合いました。
U小さな声を形にすることが大事
　それぞれのグループで出た解答は、「利用者の声を聞く仕組みづく
り」、「受け身にならない」、「計画者がしっかり軸を持つこと（地域と
建築を結ぶ）」「“手法・ことば・関係”をたくさん持つこと」というも
のでした。
　当り前ですが、これらはとりあえずの解答でしかなく、設計者や発
注者あるいは市民にとっての特効薬になるようなものでもありませ
ん。しかし、この1年間を通じて語られたことは、現在の建築と地域の
人々との状況を掴む上で、ぞれぞれの参加者の理解を深める一助に
なったのではないでしょうか。
　本年2月には名古屋大学で行なわれる「新しい公共施設のアプロー
チ」と称した公共施設マネジメント研究会の第8回で、行政の方と学
識者に向けて、このレクチャーイベントのこれまでの内容のレ
ビューを発表することになりました。設計者の側からみた地域に開
かれた設計手法／建築のつくり方を伝えられればと思います。
今後もこのような活動を続け、少しずつでも理解を
深め、建築と地域の人々との距離を近づけられれば
と思う次第です。

建築と人を結ぶ「仕組み」を考える

U駆け出し建築家の頃
　「建築家」と名乗るのが、まだ恥ずかしかった建築設計の仕事を始
めた25年ほど前、図面は手書きでCADは高価なオモチャという時代
でした。現場に行けばベテランの監督さんや職人さんに怒られなが
ら仕事をする毎日で（ナメられないようにヒゲを生やしていまし

「人と建築どうつなぐ」を考えつづける
レクチャーイベントを振り返って

地域が

建築に

求めるもの　  8

i 特集・連続企画

吉村昭範（JIA愛知）｜D.I.G architec
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た）、製図板の前でタバコに火を付けながらホルダーの芯
を削り、真っ黒になりながら図面を書いていました。パソ
コンの前に座って仕事をすることが多い今では信じられ
ません。手書きの図面や模型などの成果物が上手く完成す
ればそれだけで満足感がありました。ただそれで建物が完
成したわけではないのは現在も同じです。最近ではCADで
図面を書き、CGをつくるのが当り前になりました。これか
らBIMやVRも進歩していくのでしょう。現場の雰囲気も
変わり、大工さんのラジオから流れるのはCBCからZIPに
なりました。
U今までの建築への不満
　自分も含めた「建築家」という人たちがつくってきた建
築に、何か不完全燃焼というか限界を感じ始めています。
素晴らしい名建築でも人から孤立したときの限界という
のでしょうか…?　この連続レクチャーに参加して、これからは、建
築と人を結ぶ「仕組み」が重要になってくると思いました。アタマで
は感じていましたが、実際に実現しようとすると個人の建築家では
限界があります。有名建築家の素晴らしい作品だけではなく、ありふ
れたまちの建物が良い建築であって欲しいので、社会の「仕組み」と
して建築と人を結ぶ職能が必要になってくるのではないでしょう
か。そうじゃないと、せっかくお金をかけてつくる建築がモッタイナ
イです。これは「まちと建築」、「学校と子ども」、「街路と歩行者」など、
さまざまな場面で必要とされています。
Uこれからの建築家のしごと
　まちや建物の良さを発見したり、楽しみ方を伝授したりしてくれ
る人でもありたいです。大衆に迎合するのではなく、独りよがりでも
ない。これからの建築は人に寄り添い、愛されるものになって欲しい
です。そのためには「建築家」だけでなく、周りの市民を巻き込む力を
持ち、仕組みをつくる人との協働がより求められる時代になります。

「言葉」を誠実に操ることがもっと重要になってきます。これらの協
働者も「建築家」になるのでしょう。これらのことはJIAの会員資格
や活動の変革につながっていくと思います。
　TVのCMでは自動運転の未来をバラ色に見せていますが、「便利」
を無条件で受け入れることを真剣に考える時代が
来ています。自分で考えないとホントの車や家の楽
しみ方を失うかもしれない。

回路を開くこと

　乱暴に言ってしまえば、建築の評価には二つの立場があるように
思う。一つは、JIAや建築学会、建築専門誌などによるもので、単に内
輪の議論に過ぎないという批判が常につきまとう。もう一つには、一
般社会の評価がある。こちらについては、所有者、施設管理者、利用
者、地域住民などさまざまな人々からの、感想、批判、評判、噂話など

など、これまたさまざまなレベルでの評価がある。
　私たち設計者からすれば、建築界での内輪談義に陥る弊害は意識
しつつも、あまりに無節操で無責任な「世間」の評判に振り回される
のは御免だというのが本音ではないだろうか。
　特に公共建築においては、発注者である国や自治体が「世間」の眼
を意識するあまり過剰に保守的になる傾向が強くなっているように
感じている。民間では効率主義や商業主義がつくり出す建築にあふ
れている。どちらにしても昨今の政治の世界と同様で、ポピュリズム
が幅を利かせる危険な状況になっているように思われる。
　「地域が建築に求めるもの」と題された今回の連続レクチャーは、
結果として建築と社会をつなぐ回路についての議論がなされたよう
に思う。地域（社会）が何を建築に求めているかを定義することは極
めて難しい。建築が応えていかなければならない問題は多岐に渡る
ので、単純化した定義とは相容れないからだ。この状況に焦れて、建
築家が暴走すれば悪しきエリート主義に陥るだろうし、発注者が妥
協し始めれば無節操なポピュリズムが蔓延することになる。このレ
クチャーを通じて、地域が建築に求めるものが炙り出されたわけで
はない。このレクチャーでの主題は、むしろエリート主義とポピュリ
ズムの危険を回避しつつ両者をつなぐ回路とはどのようなもので、
そこには新たな建築を生み出す可能性が潜んでいるのかを探ること
にあったのではないかと思っている。回路には、多数の他者を巻き込
みながら合意を形成していくことを目指すものから、定量的に計測
可能な技術的な方法、建築家や発注者のパーソナリティに依存する
試みなどさまざまなものがあるようだが、どの回路が有効に機能す
るのかは今のところ私には見えていない。しかし、建築家たちが、「回
路」について自覚し始めたことは確かなようで、建築をつくるための
新たな仕組みが構想されそうだという期待を感じた。その仕組みは
新たな建築を生み出す契機となるのか、トライアンドエラーを繰り
返しながら考え続けて行く必要があるだろう。

吉元　学（JIA愛知）｜ワーク◦キューブ

伊藤恭行（JIA愛知）｜CAn（シーラカンスアンドアソシエイツ）

今までのレクチャーを振り返り、「地域が建築を求めるもの」とはなにかを探った
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最終講義を終えて

　9月から始まった講義も1月27日には最終
講義（第15回）を迎え無事に終了しました。
最終講義では、今まで学んできた講義の中か
ら感じたことをA3版レポートで提出していただ
きました。レポート内容を分析すると、環境・ま
ちづくり・保存分野、建築の将来像の分野、そ
して自分の将来と大きく3つのカテゴリーに分
けられましたので、その後発表してもらい参加
建築家12名とのディスカッションを行っていま
す。最終講義の内容と学生からのメッセージ

を掲載していますので、授業のイメージを汲
み取っていただければと思います。
　評価基準としては、各授業のレポートが5
点×14回、最終レポートが30点の配点となっ
ています。この授業では、学生からもわれわ
れJIA講師陣の授業評価を大学側で取って
います。今後も更なる向上を目指し、来年度
に生かしながら継続事業として行っていきた
いと思います。

ステレオタイプな
建築家像を壊す
貴重な授業

　JIAにとっても名古屋市立大
学にとっても初めての試みであ
り、不安を抱えたまま半期15回
2単位の講義科目を開講。毎回

異なる建築家が壇上に立ち、それぞれ歩ん
できた道のり、かかわってきた仕事を紹介し
た。生身の職業人として仕事に取り組む考え
方、意気込みを語る中で個性的な表現で学
生たちに応援メッセージが送られた。学生た
ちは、ステレオタイプな建築家像の固定概念
を壊されたに違いない。建築家がいかに幅
広い対象と多様に向き合っているかを知るこ
ととなった。大学での就職指導は今や主体
的に進路を選択する能力・態度を育てるキャ
リア教育へと進化しつつある。建築家とその
仕事が、自分の興味関心、能力、個性とどう
関係するのか、受講生の3年生にとってはタ
イムリーで極めて貴重な授業となった。担当
していただいた皆さんには忙しい時間を学生
のために割いていただき感謝に堪えません。
引き続きよろしくお願いいた
します。

JIA 愛知発

「建築家の仕事」生の声で伝える

JIA・名古屋市立大学授業を振り返って

◉建築家の仕事は建築を設計し建物という
空間の器をつくることだが、設計を進める際
には必ずその空間で人がどのように過ごすか

を考える。例えば自分が設計した建築につい
て表現するとき、つくったもの自体はパネル

（※左下図）の上のパースがすべてである
が、上下で見比べるとひどく殺風景で
寂しさをも感じるかもしれない。下の
パースは、建築家は建物だけでなく、
同時にその空間で過ごす人 も々デザイ
ンするということを伝えている。船から
荷下ろしをして仕分けたり運送したりす
る人々の様子から、漁港という空間で
どのように生活しているかが表現として
伝わっているのではと思う。建築を必
要とする人 に々空間の提案をし、そこ

を生活の場としてどのように過ごしていくかを
デザインして伝えるのが建築家の仕事であり、
それを現実につくっていくことが建築家の仕
事の魅力だと私は感じた。　（水谷文音さん）

◉人と自然はどんな形で共生していけるだろう
か。自然も人もそれらしくそこに存在できるには
どうすればいいだろうか。近年、人 の々生活か
ら自然は遠ざかり、多くの人は自然環境に対し
て無意識になっている。どうすればそんな状況
を変えることができるだろうか。私に大きな影響
を与えたのは、自然と一体になったかのような
外皮を持つ藤森照信先生の建築である。建

授業風景

久保田英之（JIA愛知）｜
愛知地域会長・

久保田英之建築研究所

鈴木賢一（JIA愛知）｜
名古屋市立大学

学生レポート紹介　※誌面の都合上、一部要約して掲載しています

U建築家の仕事の魅力、自分の将来像を書いてくれた学生たち
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築であれば象徴的な提案となるが、しかしそ
れこそが、誰かが何かを考えるきっかけになる
のではないだろうかと考えた。私はそのきっか
けをつくる一人になりたい。

　仕事には企画をする人、ものをつくる人、さ
まざまな形がある。どんな形が自分に向いて
いるだろうか。どうすればより自然と関わること
ができるだろうか。その形は人によって違うの

◉講座を通して、建築家は制作欲求を満た
すだけの作品をつくるのではなく、ワークショッ
プや打ち合わせを通して、社会が求めている
ものやクライアントの意志によりそった建築をつく
らなければならないことを学びました。第5講
座の「クライアントと建築家」の授業では、クラ
イアントの要望をとにかく細かく調査し、打ち合
わせを重ね、一緒に建築をつくっていく過程を
見ることができ、自分も建築に携わる仕事をし
ていく中で、それくらいの熱量を持ってクライア

◉14回の講義を聞いてまちづくりに興味を持
ちました。しかし、具体的に取り組もうとすると
き、 何をすればいいか分かりませんでした。
そこで、まちづくりの本を調べて、建築コミュ
ニケーターの田中元子さんのGLレベルはま
ちづくり、という考えに共感を持ちました。 実
際に1階のレベルからまちを見てみます。名
古屋市の大須と丸の内という、一見まったく
違うように思えるまちも、1階レベルでは共通
点がたくさん見えてきました。コンビニの数、
駐車場の数、店舗の数などです。しかし、2
階より上はまったく違います。丸の内ではオ
フィスなどの高い建物が並ぶ一方で、大須は

小さい建築が並びます。つまり1階次第で、
まちの見え方が変わってくると言えます。私た
ちは１階の印象を見て過ごし、それゆえ、1階
を考えることの大切さをレポートを通じて再認
識することができました。（鏡　亮太さん）

◉私の考え方を変えてくれた講義がありまし
た。その講義は、地域に出向いて住民と信
頼関係を築き、共にまちを再生するというもの
でした。去年ヨーロッパに行ったときに、古い
建物が建ち並ぶ景観と、そこに混ざる近代
的な建物の融合に感動し、まちづくりに興味
を持ちました。外国では、外観は変えずに内

装を修理し、住み続けているところが多く、今
も美しい景観が保たれています。なので、日
本で外国のようなまちづくりをするにはもう手
遅れで、自分がやりたいことはできないと思い
ました。しかし、お二人の活動を聞いて、
ゴールに辿りつくことよりも、それまでの過程
が大切で、ゴールのことばかりを考えるべきで
はないと思うようになりました。「建築家の仕
事」を通して、建築は人対モノではなく、人
対人で構築されるということを強く感じました。
なので、将来はどんな仕事に就いても、人と
向き合うことを大切にして仕事をしていきたい
と思います。　　　　　　  （下津由莉さん）

U環境・まちづくりに興味を持った学生のレポート

U授業での学びを生かし、設計案を考えた学生もいました

で簡単に見つけることはできないだろう。だか
ら、実際にやってみながら、ゆっくり考えなが
ら、その形を探していこうと思う。

（大橋美紗希さん）

ントと向き合っていきたいと思いました。そこで、
自分を将来芸術工学部のキャンパスを建て替
えるとなったときの設計者、友達 （芸術工学部
の学生）をクライアントと想定して、要望や理想
とする学校を何人かにリサーチし、未来の芸
工のあり方について考えました。
<リサーチで得た学生の要望>
　寝転がれる芝生がほしい・外でランチを食べ

られるような空間・作品展示など美術館的要

素・キッチンコーナーで皆でごはんをつくれる・

芸工が一つの街になり、色んな施設があって

何日でも暮らせる・周辺の住民も来てくれる開

かれた学校……etc

→学生の意見をもとにした未来の芸工は、徹

夜作業のためにすべての生活機能や娯楽施

設がそろったシェアハウスのような学校

（斉藤　光さん）

◉研究テーマ｜日本は現在高齢化社会へと
突入した。約40年後には人口の4割ほどが
高齢者（65歳）になると予想されている。そ
んな高齢者に必要な暮らしや施設は何であ
るのか。
高齢者の生活形態｜外出が減り、家にこもり

がちになることが挙げられる。これは身体の
機能低下や家の外でコミュニケーションを計
ろうとしなくなることが原因である。 高齢者は
より一層外部での人 と々のかかわり合いから
遠のいてしまうだろう。それを踏まえ今後の課
題を考えたときに、「高齢者の生活形態に家
の外部とのかかわりをいかに持たせるか」を
テーマとした。
設計案｜今回の設計では、2層目に集合住
宅を、1層目には一般の方へも解放されるコ
ミュニティセンターを設けている。各住戸に設
けられた光庭を介して1層目と2層目がつなが
り、上階に住む高齢者の生活の 気配が漏れ
出てゆく。また、集合住宅の共用部ではご近
所付き合いが生まれて、集まって暮らす生活
をもたらす。　　　　　  　（戸谷伸司さん）

共有キッチンやくつろぎスペースのある空間

お昼寝や作業のできるプライベートスペース
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JIA 三重発

手塚貴晴氏講演「建築を超えて」

建築文化講演会 2017

　2017年1月22日、三重県津市のアスト
ホールにて、JIA三重主催、三重県建築士
会共催の第31回目となる建築文化講演会
2017が、建築家の手塚貴晴氏を講師に迎
えて開催されました。
　はじめにJIA三重の奥野会長と三重県
建築士会の森本会長が順に登壇し、この
建築文化講演会が1988年に内井昭蔵氏を
迎えての第1回目以来、地域の建築文化の
向上を目指して毎年開催されてきたこと
を、それぞれの立場から振り返って語られ
ました。現在はインターネットの普及で、
地方都市にいながらも多くの情報を簡単
に得ることができますが、当初は建築専門
誌による情報以外はほとんどなく、今より
もはるかにこの講演会の果たす役割は大
きかったことでしょう。私自身も学生時代
以来、この建築文化講演会でさまざまな
著名な建築家の話を聞くことにより、多様
な個性や思想のもとに建築がつくられて
いくことを目の当たりにし、自分自身の在
り方を模索する機会をいただくことがで
きました。と、ここまで書いてきて、当日
配られた、これまでの建築文化講演会の
講師一覧に目を通すと、自分が学生時代に
この講演会に参加して初めて建築家の話
を聞いた宮本忠長氏は、第２回目の講師で
あることに気づきました。月日が経つのは
早いものです……。

　ついでに、その後の講師（敬称略）を列
記しておきます。出江寛、長谷川逸子、茶
谷正洋、渡辺武信、鈴木エドワード、吉田
桂二、山本理顕、毛綱毅曠、伊東豊雄、岸
和郎、妹島和代、隈研吾、難波和彦、佐々
木睦郎、中村好文、北川原温、横川健、芦
原太郎、西沢立衛、藤森照信、内藤廣、藤
本壮介、石上純也、三沢浩・松隈洋（アント
ニン・レーモンドについて三重大学と共
催）、栗生明、東利恵、三分一博志、五十嵐
太郎。こうして眺めると、時代の潮流や建
築の幅広さを感じます。同時に、これらの
講師の方々を選定し、四半世紀以上に渡り
この講演会を継続してきたJIA三重の諸先
輩方の熱意に感謝せずにはいられません。
　さて、講演会。トレードマークの青色の
Tシャツで登壇した手塚氏の講演は、家族
の話から始まりました。建築家は特別な存
在ではなく、一人の人間として、生活を大
事にしなければならない。そこから生活を
踏まえた設計ができる。手塚氏の事務所
の職場環境も生活を優先するよう所員に
勧め、その結果、社内恋愛による職場結婚
は10年間でなんと7組とか。トレードマー
クの青の話も含め、建築周辺の話をさりげ
なく語って場を和ませつつ、自然に本題の
建築の話に移っていくあたり、それこそが
まさにクライアントを前にした手塚氏の
設計スタイルそのものなのでしょう。

　自然な流れで移行した作品解説では、
これまで手掛けた多くの作品について、
スクリーンに映し出された写真とともに、
クライアントとのやり取りや設計のプロ
セスなど、ひとつひとつ丁寧に解説され
ました。
　まずは「屋根の家」のエピソードから。
建築主は建て替え前の家に住んでいる頃
から、屋根の上で家族揃って食事をして
いたとか。そんな話をきっかけに屋根の上
に登れる提案をしたところ、出入りのため
の天窓が各部屋に欲しい、屋根にキッチ
ンが欲しい、シャワーも欲しいと、どんど
ん屋根が充実していったとのこと。建築主
と楽しく家づくりをしたプロセスが終始
楽しく語られました。
　次は「ふじようちえん」の話。今回の講
演会では、この建物に最も多くの時間が割
かれました。ハイテクともいえるさまざま
な建築的な工夫の話のみならず、子どもた
ちが屋根の上をぐるぐる走り回る映像とと
もに、子どもの可能性のこと、自閉症のこ
となどが語られ、手塚氏の建築に向き合う
真摯な姿勢を垣間見ることができました。
　その他、近作に至るまでの多くの作品の
解説がありましたが、紙面の都合で、作品
の話はこの辺で。講演の内容をこうした文
章で伝えることよりも、やはり本人の生の
姿や声に触れることや、建築そのものを現
地で見ることこそが、いつの時代において
も意義があることに違いありません。講演
会終了後に会場を移して開催された懇親
会で接した手塚氏は、さらに人間味あふれ
る建築家でした。

会場の様子 トレードマークの青い Tシャツ姿で講演する手塚氏

久安典之（JIA三重）｜
久安典之建築研究所



ARCHITECT　2017 − 3　11

2016年度 JIA新人賞を受賞して

　このたびはJIA新人賞という名誉ある賞をいただくことができて、大変
光栄に存じます。まだまだ諸先輩方と比べれば稚拙な設計ではあります
が、ランドスケープと建築を一体的に設計する手法を評価いただけたこと
は大変励みになります。本計画は愛知産業大学の開学20周年事業とし
て位置づけられ、前学長の指導のもと設計を進め、サイン計画や家具
コーディネートではデザイン学科の先生方にもご尽力をいただきました。
本業績は多くの先生方によるご指導の賜物です。関係者の皆さまに深く
感謝を申し上げるとともに、今後より一層努力する所存です。
　計画のテーマは2つあり、1つは「環境の連続性」をつくること。中庭ス
ペースとその周囲との視線的・動線的連続性、また内部と外部の連続
性。2つ目は「いろいろな活動を取り込んで混ぜ合わせるスポンジのような
余白を持ったポーラスな環境」をつくることです。
　愛知産業大学では、中庭を中心にしてすべての棟が配置されており、
当初は中庭に学校法人本部事務局棟が建つ予定でしたが、時勢の変
化で中庭整備が取り残されたままになっていました。開学20周年事業とし
て中庭の整備が計画され、キャンパスの玄関口となるラウンジホールと広
場の一体的な整備が求められました。整備前の中庭はアスファルト舗装の
閑散とした状態となっており、高低差4ｍの崖が中央に走り、視線も動線も
分断され、中庭を囲む全体キャンパス計画とは裏腹に、使われていない状
況にありました。そこで、切土した土を敷地内の低い地面へ移し替えること
で、計画地をひとまとまりの緩やかな丘状の公園とし、キャンパス全体をつな
ぐように、敷地境界4辺の既存レベルに擦りあわせていきました。
　加えてバスの発着所を既存学食棟から中庭へと移し、中庭を避けて旋
回するしかなかったキャンパス動線を、中庭全体を自由に横切れる面的な
結節点として考え直し、キャンパス全体のアクティビティのリノベーションをし
ました。内部は「バス待ち合い」、「情報ラボ」、「ものづくりラボ」、「プレゼン
テーションルーム」、「言語ラボ」がありますが、部屋に便宜上名前を付けて
いるものの、大学としてはこの施設に明確な機能を与えておらず、職員を
配置しない学生主体の施設運営を掲げています。学生とともに施設が育
つという意味で「共育センター」の名称がつけられ、学科や学年を横断した

「学生委員会」が組織され月2回のペースで企画・運営・広報の会議を
行っています。学生の発表の場としてライブを開催したり、地域交流の場と
して小さなお子さんがいる親子を対象にしたイベントが開催されたり、学内
行事の拠点の場として卒業制作展や建築コンペ展を開催したり、オープ
ンキャンパス時の拠点として活用したり、学内教員によるおすすめ図書選
書解説イベントを開催したり、外部ゲストを招いたJAZZ LIVE、他大学講
師による映画を用いた英語解説、アーティスト個展、和文化に触れる着物
はかま試着体験会などが開催されています。被災地支援のための学生

会もこの施設会議から発足しました。まだまだ使い方においては試行錯誤
しながらですが、年々、使い方、運営の仕方、広報の仕方の情報や技術が
蓄積していって、使いこなしが上手くなっていっています。部活のように、運
営の1人1人は毎年入れ替わっていきますが、その情報と技術の蓄積が
DNAとして受け継がれていき、当初の計画を超えて運営体とともに建築
が成長していくような、そんな環境ができる予感がしています。

上｜既存棟1号館の教室より各校舎の結節点となった中庭の全景をみる
中｜もともとあった4mの高低差を新たな土を使わずに、分断を引き起こす崖から大きな自由さをもった丘
に転換した
下｜学生主体の運営で年々新しいイベントが増え、建築が使い手とともに成長する

愛知産業大学 言語・情報共育センター

栗原健太郎（JIA愛知）｜studio velocity
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第238回理事会が2017年1月25日（水）の13時30分～ 16時45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21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、輿尉建賠WG主査、戸田幸
生建築家会館支配人。

【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5名、準会員1名、法人協力会員8件
2）退会希望者　正会員3名、法人協力会員2件　→以上承認
2．委員会委員長、全国会議委員委嘱の件（筒井信也専務理事）
1）国際交流委員会　藤沼　傑（関東甲信越支部）、岩村和夫（関東
甲信越支部−前委員長）
2）JIA保存再生会議　今川忠男（中国支部）　→以上承認
3．建築家認定評議会評議員委嘱の件（筒井信也専務理事）　
小林義典（日本公認会計士協会東京会）、福田晴政（弁護士）、高津
尚悟（日経BPインフラ総合研究所）　→以上承認

【報告事項】
1.JIA設立30周年について （藤沢進広報委員会委員長）

・ 「JIA MAGAZINE」339号を30周年記念号とする。
・ 30周年記念のコンテンツの内、一部を340号以後にシリーズ化する。
・ コンテンツ案の内「JIAの展望」については、意見徴収かあるいは方

針の明示化など、そのまとめ方は十分検討、また別冊化も併せて検
討する。

・ 30周年は式典ではなく「JIA MAGAZINE」を中心とする。
2.ARCASIA大会開催準備について
  （高階澄人国際交流委員会委員長他）

・ アルカジア東京大会とJIA全国大会（東京）を共同開催する。
・ JIA全国大会参加費＋αでアルカジア大会の企画との共有化により、

JIA会員への国際交流・活動・展開のメリットを図る。
3.UIA2017ソウル大会の案内について
 （高階澄人国際交流委員会委員長）

・ 各支部にて企画して、より多くの会員の参加のもと、9月4日（月）の楽
しく有意義なJapan nightを開催したい。

4.建築家賠償責任保険図解事故例集制作の報告
 （輿尉建賠WG主査）

・ 漏水の事故事例を、物件が特定されないように、支障のない範囲で
加工して図解。

5.2017年度予算作成の考え方について報告
 （左知子財務委員会委員長・筒井信也専務理事）

・ 2016年度の予算をベースに正会員3％減で予算案の組立てを考え
ている。

・ アルカジア大会の費用は国際交流費として10万円、UIA会費は400
万円を計上。

6.建築家資格制度規則・細則・マニュアル改正について
  （安達治雄建築家資格制度実務委員会委員長）

・ 建築士法に準じて規則の改定を行った。
7.建築相談規程（案）について（筒井信也専務理事）

・ 各支部、地域会の最大公約数的なものとしてまとめた。2月15日まで
にご意見をいただきたい。

8.正会員入会申込書への所属支部・所属地域会記載欄についての件 
（井上久実近畿支部支部長・上浪寛総務委員会委員長）

・ 正会員申込書に支部＋地域会所属欄を設けてほしい。
 近畿は支部のみで地域会への帰属意識が低い。

・ （車戸）大都市圏では設計活動の場と居住地域とが異なる場合が多
いのでは。人的流動性を考えたとき、地域会への帰属がデメリットに
なる場合もあり、臨機応変で良いのでは。

9.活動および業務執行状況報告（筒井信也専務理事）
①内閣府立入検査について

・ 検査時とJIAの活動時との時間的ズレによって公益比率が異なる旨
を説明。また各種引当金などの公益比率による分配についての考え
方の相異があり指摘を受けたが、無事検査は終了。

②非構造部材の安全性確保に向けての共同提言について（幹事：
JSCA）

・ 東日本大震災では、非構造部材の被害が多くみられ、意匠設計者
は、構造設計者、設備設計者のアドバイスのもとで、メーカーの技術
情報のサポートを受けつつ、中心的役割を担わなければならない。

③宅建業法改正に伴うインスペクション業務について
・ 建物状況調査の主体について、建築上の必要性を主張。
④官公庁施設整備における発注者のあり方について

・ 発注者側は発注条件および責任部局の明確化とともに、設計業務の
範囲とそれに伴う経費の確保を。

・HPに概要版がある−1月20日付で（案）から答申となった。
⑤五会多様な発注方式研究会について

・ 日建連からはじめて回答が提出された。統一した設問・回答シートのもと
での各団体の意見をまとめて発注方式を検討すべきであろう。（会長）

⑥日本・ベトナム建築フォーラム2017について
⑦2017年度役員候補者選挙結果について

・ 東海支部は石田氏が理事に選出されました。
⑧JIA各賞（新人賞・25年賞・環境建築賞）
⑨第2四半期決算状況について

・ 公益比率は今後高まっていき、昨年並（55．4％）になるであろう。
⑩マイナンバーの取扱いについて

・ マイナンバーの取扱いの基準をつくりました。
 詳細は本部の原田さんに問い合わせを。
⑪後援名義承認の報告（会長専決事項）

JIA設立30周年企画、ARCASIA大会など報告多数
本部理事・東海支部長　車戸愼夫
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　JIA全体の課題として、登録建築家の資格制度が今後どこに向か
うのか目的が見えず漂流状態が続いていると考えています。この
資格を持つことで、何を得て、どんな社会性を生んでいくのか…。
決して否定しているわけではありません。未来像が欲しいのです。
社会と直結していく生きた活動をしていかないと灯が消える。た
とえ、「名刺に書こう運動」でも良い。無意味だと思ってもマッチ1
本（死語か?）から始めないと2本目はない。
　支部内で考えれば各地域会の衰退を感じています。それは全国
大会、支部大会の参加状況をみていると手に取るように分かる。地
域会を背負う40代、30代へのリレーがうまくいっていない。各会
員が自分の身の周りに軸足を置きすぎ、他人へと向いていない現実
があります。建築家はもっと社会を意識して活動し、世の中のため
に人生の一部分を捧げる気持ちが大切だと思います。
　先日、愛知県の建築関係8団体の会議で議長を務めました。議事
は淡々と行われましたが、最後にアドリブで各団体の活動報告を各
会長にお願いすると、出てくる内容は活動ではなく会員減少の話ば
かり。そこであらためて各会の現状も同じことだと理解しました
が、リーダーに元気がないと衰退しかないかとも思えました。
　活動している会員は、会のために一生懸命時間を捻出していま
す。一人一人の力は微力でも力を合わせれば大きな歯車になる。
活動の見える化を意識しながら社会に発信し、会員外の建築仲間
にも我々の情報を伝えていきたい。それが会員増
強へとつながるシナリオにならないかと考えてい
る最中です。

日　時：2017年1月13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
　　　　各幹事10名　監査2名　オブザーバー 7名
欠　席：幹事1名

１．支部長挨拶

　新年あけましておめでとうございます。支部長会議を伊勢で行
います。
2．報告事項

（１）本部報告

① JIA教育・表彰委員会CPD-WG（12/20）（鈴木）
1） CPDプログラムの多様性と質の向上について

・ 企業プロバイダー・プログラムのオープン化については、次回LF
懇談会にも打診中。

2）単位取得機会の拡大と均等化
3） 会員および社会に広く発信
② フェローシップ委員会（1/10）（谷村）

・ フレッシュマンセミナーは、2017年3月11日～ 12日に仙台市を会
場にて1泊2日

 仙台で復興住宅を見るとなると1 ～ 1.5時間程度の移動時間がい
るので、今回は市内の建築を見学予定。愛知からは、近藤万記子
会員。他地域会からも参加者があれば報告をお願いする。

・ ウェルカムオフィスの件
 会員へのPR不足　→JIAマガジンに掲載するよう今村編集長に
提案。ウェルカムオフィスとオープンオフィスの違いを端的に書
いて支部事務局に送り、各地域会に依頼するとともに、各支部HP
にバナーを付けて広報する。

（２）支部報告

① ゴールデンキューブ賞2016/2017特別委員会（12/10・1/7）（柳澤）
・ 応募者が20作品だったので、締め切り延長。1/6の再締め切りで

35作品が応募。各部門は、学校13・組織21・出版1・映像0。1/28
に公開審査。予算も予定通りに進んでいる。

② JIA東海支部大会2017実行委員会（1/13）（長尾）
・ 9/15に岐阜市内にて開催。長良川付近を想定しテーマは「水」が

有力候補。
（3）各地域会からの報告（各地域会長）

3．その他

① 会員種別変更　正会員→シニア「三輪　彰（愛）」（久保田）
② 退会届　正会員：「今井裕夫（愛）」、「祖父江達雄（愛）」（久保田）
法人協力会員：「（一社）静岡伝統資材再生機構（静）」（大瀧）、「ア
イカテック建材㈱（愛）」（久保田）
議　事

１.審議事項

① 入会申込書 正会員：「酒井信吾（静）」（大瀧）
ジュニア会員：「宮田奈智子（愛）」（久保田）　→承認
② 事業計画「西澤立衛氏 講演会（2/8）」について（矢田）　→承認
２．協議事項

① 2017年度支部予算について（矢田）
・ 来期、支部大会に向け大会費用を計上している。目標100名。企

画書を次回提出予定。
② マイナンバー取扱いについて（見寺）
・ JIAでマイナンバーを集めても管理ができないと思われる。本部

総務委員会で、対応を検討して欲しい。→鳥居総務委員経由で打
診

３.その他

① 2017年度 地域会 事業計画・予算について（矢田）
② 2017年度 東海支部役員・委員会 構成について（矢田）
４．監査意見

・ 両監査より…支部大会の企画書の作成をお願いします。大光電機
の10年継続事業は素晴らしいと思います。受皿の運営も愛知地域
会でしっかりサポートしていって下さい。

東海支部役員会報告

久保田英之（JIA愛知）｜久保田英之建築研究所
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

旧伊深村役場庁舎

もっと評価されてもよい名古屋城西北隅櫓（清州櫓）

登録有形文化財

大きく改修が加わり、一目では復原が困難な状況
である。なお、議会棟は現状では倉庫となってい
るが、配置上雨仕舞が悪く、庁舎と接する部分
で、大きく損傷を受けている。このような損傷もあり
現在は使用禁止となっている。
　この庁舎はこの地の人 に々とっては原風景に連
なる歴史建築であり早急な修理が望まれる。

■紹介者コメント
　美濃太田駅から約8キロ、北上して一山越すと
こじんまりした盆地があらわれる。住戸は円弧状に
山裾に並び、中央部には水田が広がる里山の風
景が展開する。旧伊深村役場庁舎は北側集落
の中心地に、小学校を背後にして建つ。裏山には
かつて川上哲治が座禅に来山したという正眼寺
が伽藍を構えている。
　旧伊深村役場庁舎は昭和11（1936）年に建設
され、昭和18年に東側に軒を接して議会棟が増
築されている。庁舎の規模は7×5間の平屋建て
で、平入の正面中央に起り屋根を持つ車寄せが
突出する。大屋根は寄棟桟瓦葺きとするが、左右
両翼で切妻の妻壁を前方へ向け、正面性を強調

■発掘者コメント
　2015年11月に開催されたJIA支部大会は、名
古屋港から中川運河・堀川を船で遡上し、名古
屋城を訪ねる小旅から始まった。これは名古屋と
いう都市の成り立ちを知ってもらうためでもあり、わ
れわれ自身も再認識するためであった。
　名古屋城天守は広く認知され、ほぼ再生され
てきた本丸御殿はその華やかさで、多くの観光客
を集めているが、かつて名古屋城には、清州櫓
を含めて4つの櫓が東南、西北、西南そして東
北隅にあった。東北櫓は昭和20（1945）年に戦
火で焼失してしまったが、西北櫓は築造当時の
原型をそのまま伝える建物だ。構造は木造で、外

したファサードを持っている。外壁は下見板張で窓
は上げ下げ窓(当初)とし、やや古典的な洋風の
要素を持ち合わせている。外観においては、開口
部がアルミサッシュに取り替わっている以外は概ね
旧状を保持していると見受けられる。
　“伊深”の初見は10世紀までさかのぼると伝える。
明治以降では近隣町村との合併を繰返し、明治22

（1889）年には伊深村、昭和29（1954）年には美濃
加茂市となっている。これらの変転に伴い、支所、
連絡所と機能も変化し、今では役場機能を終え、
伊深自治会館とその名を変えている。そのため建
物機能も集会所や親子図書館などのサークル活
動と変化し、地域住民の憩いの場ともなっている。
　これらの機能の変化に従い、間仕切、内装に

観三重の内部は3階建ての入母屋本瓦葺きの屋
根が美しい。公園事務所の話によると、年に数回
の特別公開時には内部を見ることができるそうだ
が、われわれは特別に開けていただき、じっくり見
学することができた。
　本櫓は、江戸時代より現存する天守閣・櫓の中
でも第8位の床面積（218.8㎡）を誇り、松本城より
少し小さいが、高知城や丸亀城よりはるかに大き
い規模である。最初は物見としてつくられたが、
防戦や食料武器の貯蔵施設の役割も果たしたそ
うである。「名古屋城の紹介パンフレット」によると
解体修理の結果、柱を中心に転用材が多く認め
られ、清州城の小天守閣を移築したものとの伝承

丸の内丸の内

市役所

環状線

名鉄瀬戸線

久屋大通

浄心

名古屋城浅間町 東大手

名古屋高速１号線

名城公園

西北隅櫓西北隅櫓

名古屋駅

名古屋高速都市環状線名古屋高速都市環状線

浄心

浅間町
市役所

東大手

久屋大通

名城公園

環状線
名古屋高速１号線

西北隅櫓 内部最上階小屋組み

正面（右端が議会棟） 役場新築会計簿内部（親子図書館）

所　在　地：愛知県名古屋市中区本丸 1 番地
建　設　年：江戸前期　1619 年
構造・規模：三重 3 階建て、本瓦葺き

林　廣伸（JIA愛知）｜
林廣伸建築事務所

も、否定できないことが明らかとなっている。私が
生まれた昭和25（1950）年8月に
国重要文化財の指定も受けてい
るのは何かの因縁か。

清州櫓断面図

谷村　茂（JIA愛知）｜
R&S設計工房

所在地：岐阜県美濃加茂市伊深
構造・規模：木造平屋建て、瓦葺き
アクセス：JＲ「美濃太田」下車、車で20分
文化財指定等：登録番号　21-0244

旧伊深村役場庁舎旧伊深村役場庁舎
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地域会だより

＜静岡＞ 
1/8 静岡地域会忘年会の開催
1/19 1月静岡地域会定例役員会の開催
　　　今年度事業の開催内容について検討
　　　次年度建築フェアー構想・計画立案検討
　　　建築文化研究会講師の人選、総会時建築家講演会講師の人選
1/20 建築関係団体新年会（建築5団体）の開催
2/6 三谷 徹氏による静岡文化芸大講演会「ランドスケープのか

たち」開催。
 亀井暁子正会員とのディスカッションなど
2/7 杉山貞利正会員による木造大架構現場完成見学会
2/23 2月静岡地域会定例役員会の開催
　　　建築フェア実行委員会開催
 建築文化研究会実行委員会開催
＜愛知＞　　　　　　　　
1/6 新年互礼会
1/20 JIA愛知新年会
2/1 JIA愛知・賛助会役員会
2/6 建築八団体連絡会議
2/8 西澤立衛氏講演会「自作について」
2/9 愛知県木造住宅生産体制強化地域協議会

2/11 住宅研究会　六車誠二×吉元学　木造住宅を語る
2/24 JIA愛知役員会
3/1 JIA愛知・賛助会役員会
2月～6月　住宅研究会　連続環境セミナー（全5回）
＜岐阜＞
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
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）
2/24 日帰り研修会（8：30 ～ 17：00）みつかん博物館等
 第10回役員会開催予定（17：00 ～ 18：00）（懇親会場にて）
＜三重＞　 
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8回役員会、第7回例会
 会員研修会6：YKK AP 工場見学　
 「アルミサッシュ　性能と納まり」
3/10 第8回例会

　JIA愛知地域会主催の新年会と商品PR
展示会2017が中日パレス「クリスタルホー
ル」にて、1月20日（金）に開催されました。
愛知地域会に所属する法人協力会21社が
参加し、正会員36名、法人協力会員61名、
事務局2名、合計99名の方にご出席いただ
きました。

　商品PR展示会に合わせて出展社が集合
し、1社あたり90㎝×180㎝のスペースに展
示を行いました。各社の展示が終わった後、
開始の18:00前から会員・法人協力会会員の
方々が展示会を熱心にご覧になり、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
人協力会の方々、ありがとうございました。
　今回の試みとして、ご来場いただく会員
の方々向けに『出展各社の展示のポイント
集』を作成しお渡しすることで、より展示
商品に関心を持ってご覧いただこうと試み
ました。
　久しぶりの展示会開催でしたが、会員の
方々の関心も高く、今年の夏の暑気払いで

JIA 愛知発

商品PR展示会2017を開催

法人協力会主催　商品 PR 展示会

も開催する予定です。会員・法人協力会の
方々、今回以上にご参加・ご協力いただき
ますようお願いいたします。

酒井良和（JIA法人協力会員）

｜㈱LIXIL中部支社 営業部

出展社（順不同）：三協立山㈱三協アルミ社・㈱
岡村製作所・㈱YAMAGIWA中部支店・日新工
業㈱・YKK　AP㈱　中部支社・大光電機㈱・コ
イズミ照明㈱・新東㈱・㈱トーヨーキッチンス
タイル・東リ㈱・㈱ライフスタイル・㈱LIXIL・㈱
ユニソン・田島ルーフィング㈱・三晃金属工業
㈱・サーマエンジニアリング㈱・㈱エフワンエ
ヌ・TOTO㈱　中部支社・㈱サンゲツ・ジャパン
パイル㈱・中部フローリング㈱……以上、21社

JIA 愛知法人協力会会員の女性メンバーによる大ビンゴ大
会（約半数へ景品）も盛大に開催されました
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を受入れ、煩雑な手続きとも粘り強く付き
合っていく必要がありそうです。（石田博英）
●今号掲載の「地域が建築に求めるもの」で
は、主に建主（発注者）や市民と建築をどう
つないでいくのかについて語られていまし
たが、「作り手」と建築をつなぐのもなかなか
難しいものです。今、ある建主さんから住宅
の設計を依頼されているのですが、「すべて
Made in Japanで建てたい」と、なかなか楽
しそうなご要望がありました。木材は美濃の
製材屋の木材を天然乾燥で、大工は鈴鹿市の
手刻みが大好きな大工さんによる板倉づく
りで、断熱材は杉材を重ね張りした蓄熱と保
温効果を期待して、と順調に進みましたが、
照明器具は…?　メーカーに連絡すると「日
本製はありません」との返答。「うそ?　本当
に?」と唖然。いくつかの営業所に足を運んで
かくかくしかじかと説明してようやく本腰
を入れて調べていただけることになりまし
た。輸入品の材料の切り張りという一般的な
ものづくりではなく、0（ゼロ）からのものづ
くりをしている職人さんたちは必ずいるは

●トランプ大統領が、今までの慣例や手続き
を無視した言動で物議を醸しています。しか
し支持率が45％あり、そのやり方に喝采を叫
ぶ人々も存在します。トランプ大統領を支持
しているのは、厳しい経済状況に置かれた現
状が、なかなか解決されないことに怒りを
持っている白人労働者層だと言われていま
す。そうした人々は物事を一刀両断に切り捨
てるやり方に、ある種のカタルシスを感じて
いるのではないでしょうか。民主的な過程の
迂遠さがトランプ大統領を生み出してし
まったのかもしれません。私たちの仕事にお
いても、決定が遅かったり、手続きが煩雑
だったり、さらには権限がどこにあるのか不
明なことすらあります。そうした時に、権限
の集中、即断即決を望んでしまうのは、私た
ち自身がトランプ的なものを求めていると
いうことなのでしょうか。トランプ流の物事
の進め方を是としないのであれば、非効率さ

編 集 後 記 ずですが、なかなか簡単には出会うことがで
きません。かなり端折った文章で恐縮です
が、精魂込めたものづくりをしている職人が
いるからこそ建築はできる。職人というアナ
ログを大事にしたいと思いました。

（鈴木道夫）

　当社は照明器具専業メーカーとして1926
（大正15）年に大阪市にて創業、一貫して照
明器具全般の企画、デザイン、設計、製造販
売を行い、光源のLED化にもいち早く対応し、
LED照明器具化比率ほぼ100％を業界に先
駆けて達成しております。
　また、早くから照明ソフトの重要性に着目し
1976年 創 設 の 照 明 設 計 部 門TACT 
DAIKOは専業メーカーＮｏ．1の規模を誇る

「照明設計」・「特注設計」のプロフェッショナル
集団として、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広
島、福岡と上海に活動範囲を広げて総勢115
名を超す照明デザイナーが商業施設や住宅
を中心に照明設計のサービス提供に努めてい
ます。その専門知識はお客さまから高い評価を
いただいています。単に自社の照明器具を配
当するだけの照明設計ではなく、各 の々現場に

最適な照明設計をご提案し、製品ラインナップ
に該当製品がない場合は、オリジナル照明器
具のご提案もさせていただいております。特に、
特注照明の歴史は長く著名なプロジェクに数
多く納入させていただいており、多くの照明デ
ザインのノウハウを持つデザイナーが日本の照
明デザインを力強くけん引しています。
　今年弊社は大正15年の創業以来、照明器
具一筋に90有余年、会社設立70周年を迎え

させていただきました。これもひとえに皆さま方の
ご支援ご鞭撻の賜物と感謝いたしております。
　白熱灯、蛍光灯、放電灯からLEDへと光
源は進化を遂げてまいりましたが、その時代
時代に人々が求めるあかりの本質は決して変
わるものではありません。
　これからも弊社は「安心、安全、心地よく、環
境に配慮し、省エネで高品質」の製品づくりと
お客さまのご要望にお応えすべくLED照明
のリーディングカンパニーとして企業努力を続
けてまいる所存です。
　今後も各地でのセミナー開催、建築家のあ
かりコンペなどの活動を通じ、JIAの発展に微
力ながら貢献させていただきたいと考えており
ます。

LED照明のリーディングカンパニーとして

鈴木米浩｜大光電機株式会社　グループリーダー
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●大光電機㈱名古屋支店
名古屋市東区泉2-28-23　高岳KANAMEビル1F
TEL 052-930-6163　FAX 052-930-6171

＜愛知＞

ショールームでは最新の照明器具を豊富に取りそろえ、
あかりのシミュレーションも可能です


