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　朝5時。伊良湖ビューホテル屋上より伊良湖岬の方角を眺め
る。6月号の写真の続きである。強い雨の中、ようやく空が白み
始めたが、目を凝らしてもなかなか視界がひらけない。まだか、ま
だか、と待っていた時である。パラペットの先端に、黒い何かが
強風に煽られながらも果敢にとまった。…カラスだ! 毎年二科展
に入選する腕を持ち、動物写真が得意な先輩が、「鳥が来ると雨
が止むわよ!」と声をあげた。カラスとともに待つこと30分。白波
がうっすらと半島の輪郭を写し始めた。まるでカラスが天気を操っ
ているかのようで、神秘的に見えた。「撮影者」としての私の期待
に反した天気がもたらしたプレゼントであった。
　竣工写真の撮影時に、写真家さんと共に1日中建物を眺めて
いると、多くの発見がある。写真家さんは撮影時期を踏まえ、一
日の光の変化を巧みに予測し、その建物の持つ多彩な表情を引
き出していく。その中でも私は黄昏時の写真は「設計者」としては

あまり好きでは
ない。この 時

間は、建物に照明が灯り、夕日と共鳴することで、自ずと情緒性
豊かに見え、建築の見栄えを底上げしてしまうことが予定調和だ
からだ。むしろ、曇天に映える建築ができたときに、「設計者」と
しては成功したと感じる。
　結局は、あらかじめ狙えないものを捉えることに胸を打たれると
いうことで納得した。
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自作自演○214

長屋　榮一（JIA愛知）

アートジャパン…ナガヤ設計名古屋事務所
（名古屋市西区名西1-２１-１６　TEL…052-529-1188　FAX…052-529-1182）

　大学に通い始めてもう5 年目に入りました。最初は社会人枠で名城大学の４年制大学に行き、3 年間通ってから大学院に入り
直しました。
　今は大学院の2 年生でドクター論文「中国の地方都市における高齢者福祉施設の実態と課題」を毎日少しずつ書いていますが、
慣れない論文で筆が進まず、行ったり来たりを繰り返して無駄な時間を過ごしているような気がして焦っています。
　そんな折、追い打ちをかけるように仕事は忙しいし、スタッフはトラブルを起こすし、大学院の指導教官の顔（優しいですが一向に進
まないので申し訳なくて……）も思い浮かべ、寝るのはいつも深夜の１時２時……なぜこんなにも時間がないのか不思議ですね。
　設計をやっている人間の自虐的な生きざまを絵にかいたような毎日です。そんな中、一つの楽しみが、オープンカーに乗ること。
　探していた車が見つかり、今は、子どものように車が納車される日をワクワクしながら待っています。以前にもレクサスのオープンに乗っ
ていましたが、何を間違えたのか会社でリース契約になっていて、リースアップ時に買
い取ることができず、泣く泣く返した経緯がありましたから、今回は失敗しないよう買い
取るためにも値打ちな車を探していました。
　人間は不思議です。あんなに苦しんだ論文も、悩んだ仕事も、好きなことが見つかる
と一瞬にして幸せな気分になれます。
　そう気が付いて、机の上に見えるように車の写真を置き、さあまた論文に挑戦します。

論文

プジョー 308CC

西川　智（JIA愛知）

西川設計室（名古屋市名東区一社2-14…エポック一社301　TEL…052-753-8358　FAX…052-753-8648）

感性を磨き、建築に還元する

　最近は国内外を問わず、また新旧の建物にこだわらず興味ある建築や評判になって
いる建物に以前よりも多く足を運ぶようになった。当然、スケール感や空気感は現地
に行かないとわからないですからね。
　先日も台湾に行ってきた。家族旅行を兼ねたこともあり、建築は特に見たい建物に
厳選した。それでも実際に見ると好きな建物は「東海大学路思義教堂」だけで、その
他は……。
　昔は嫌いな建物でも理解しようとしたが、今では見るのも嫌になることがある。あ
くまでも私の主観だけれど……。ここ数年、本当に素晴らしい建築を見る機会が多い
ためか特に感じる。
　この頃は建築視察の経験からも、設計に関して以前より深く向かい合うことができ
るようになったと思う。
　また今までは、自分自身の思い込みや世間の評価に惑わされた所もあったが、これ
からは建築に対して素直になり、今まで以上に感覚的な要素を大切にして魅力的な建
築をつくりたいと思っている。 東海大学路思義教堂
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東海とっておきガイド　｜三重・愛知編｜ 関戸隆久（JIA愛知・I.P.U建築計画）

　名古屋市市政資料館の西にある「山田屋」は、美味しそう
なメニューが豊富な1930（昭和5）年創業のうどん屋さんで
す。現在の建物は1950（昭和25）年に建てられたというこ
とで、中に入ると嬉しくなるほどの昭和にトリップします。この
店の「カツカレー丼」は、他では味わえない格別な庶民の味
です。映画のような素朴な昭和の空気感と飾らない味付けは
たまりません。別メニューにあるカレーうどんとは違う味付けに
してあるのがこだわりなのかもしれません。
　奥には竃があり、昔から変わらず使い続けてきた道具たちも
並んでいます。ガラス障子から顔を出した小さな子どもが未来
の店主だろう。おそらく四代目となるその子に、いつまでも日
本の食文化を受け継いでもらいたいと願いを込めながら追加

のざるそばを啜りました。
特別でないこの味が格
別なのです。

格別な昭和の味

97

　岐阜県関市安桜山にある宗休寺は、通称「関善光寺」と呼ばれ、日本六善光
寺の一つで、御本尊の丈六阿弥陀如来は木造仏として岐阜県最大です。本堂
は、1798（寛政10）年に信州善光寺出開帳の縁で、本山善光寺堂を模して約
10年を費やし建立されたということで、秘仏のご本尊は、長野善光寺と同じく7年
に一度の御開帳です。
　この本堂の下には、日本に唯一の卍形の「戒壇巡り」があり、約50mの暗闇を
めぐる建築空間は、時空を越えてどこかへ行ってしまうような不思議な感覚を体験で
きます。内部にある仏性の鍵を触らないと出てこられないという少し怖い話まであり
ますので、少年期には、一つの肝だめしのようなこの迷路をてっきり「怪談めぐり」

だと思い込んでいました。
　先日あらためて巡りました
が、ドキドキしながらも無事に
鍵に触れてご利益をいただく
ことができました。ぜひ暗闇
の道をたどって心身を清め、
極楽の入口の鍵に触れてみ
てはいかがでしょうか?

怪談めぐり……

所在地：岐阜県関市西日吉町35
TEL：0572-22-2159
拝観時間：9：00 ～17：00

「戒壇巡り」料金：
大人300円　子供100円

うどん（小盛） 310円、
カツカレー丼 820円
所在地：名古屋市東区外堀町10
TEL：052-951-7789
営業時間：11：00～15：00、
17：00～19：00
定休日：日曜・祝日

RJIAに入会して

内田建築設計事務所（岐阜県揖斐郡大野町西方北野口791　TEL…0585-34-3508　FAX…0585-34-3509）

　はじめまして。今年5月に入会させていただきました内田実成（うちだよしなり）と申します。岐阜地域会の所
属です。皆さま、どうぞよろしくお願いします。
　岐阜地域会では、JIA会員・学生・会員外の建築士でも参加できる「JIAの窓」という事業があります。建物見
学や講演会を開催し、その後懇親会を行うその事業に３回ほど参加し、入会のお願いをしました。4月に入会を申
し込み、その時期に地域会と支部の総会があり、オブザーバーとして参加させていただき、大変刺激を受けました。
今後は、いろいろな事業に参加し、活動をしていきたいと思います。皆さま、どうぞよろしくお願いします。

内田　実成（JIA岐阜・正会員）

車戸建築事務所（岐阜県大垣市鶴見町73-3　TEL…0584-78-8311　FAX…0584-73-3401）

　この度、縁あってJIAにジュニア会員として入会させていただくこととなりました。実務で建築に携わるのは3年目で、まだま
だ学ぶべきことが多く、微力ながら地方のまちづくりに貢献できるよう精進しています。
　高校時代は三重県の四日市市、大学時代は名古屋、少しの間だけイタリアのトリノと東京での生活を経て、再び東海に戻っ
てきて、程よく都会もあり自然も豊かなこの地域で働くこととなったのは、これもまた何かのご縁かなと感じています。
　今後、多くの方々から刺激をいただき、一所員として事務所を支えられるように、地方創生の一員としてより多くの方のお役
に立てるようになれればと思っています。

近藤　一仁（JIA岐阜・ジュニア会員）
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　昨年11月に始まった本連載もついに最終回となりました。6回にわた
り木材利用のこと、地域資源のことについて想いを述べてきました。ま
だまだ経験も浅い若輩者の稚拙な文章にお付き合いをくださいまし
たことを、まずは心より感謝申し上げます。最終回では、これまでの都
市の木質化プロジェクトや古建築での性能評価の経験を踏まえて、こ
れからの木材利用に向けた課題と夢をお話しできればと思います。

W木材利用という文化開発

　『新しい市場のつくりかた』（三宅秀道著、東洋経済新報社、2012）に
よれば、市場が創造されるためには4つのフェーズからなる文化開発
が必要だといえます（図1）。4つのフェーズとは、図1に示す「問題開
発」、「技術開発」、「環境開発」、「認知開発」です。詳細は三宅氏の著書
に預けたいと思いますが、特に「日本のモノづくり」では、発生論であ
る「問題開発」に対する力点が不足しているようです。
　確かに、木材利用においてもそのように感じられます。CLTのよう
な新しい木質材料の開発（といっても、集成材もCLTも日本で開発
したわけではありません。これも大きな課題です）や生物劣化を抑え
る化学処理技術の開発といった「技術開発」、木材の安定供給を謳っ
た路網（森林内にある公道など）の整備や建築物の耐火性能に関す
る「環境開発」、木育や木材利用ポイント、さらには映画『WOOD…
JOB!』（2014）などによる「認知開発」。これらについては懸命に努力を
重ねますが、社会に潜在する幸せが何かを見出す「問題開発」につい

てはどうでしょうか。「問題開発」があって初めて、ユーザーが「あぁ、
幸せ♡」と感じ、商品選択につながります。近現代において木造建築
の時代から鉄骨造やコンクリート造に主役が移ってきたときに「木
造よりここが優れているよ!」との理屈でシェアを拡げてきた歴史を
鑑みれば、「人工材料が得意とする性能と勝負して木材でもここまで
できる！」というような挑戦（技術開発）は、本質的な幸せ発掘の源と
しては力不足です。また、木材利用を進めたい人や木造が好きな人
は、初めから問題開発をクリアしている人です。しかし、現代の日本
社会においてそれは決してマジョリティではありません。これは、日
本の建築文化が西洋に対して「木の文化」を自負してきた数十年の論
法からすれば驚くしかありませんが、事実です。一般市民に振り向い
てもらうためには、あらためて「問題開発」をする必要があります。
　そのような観点から、前回ご紹介した錦二丁目の木質化をみると、彼
らが創出・教示した次のような新しい問題開発が浮かび上がります。
１．字面であった環境貢献を自らの力で可能とする経験（「木材を使い

たい」気持ちを体現できる）

２．欲しいところに使いやすい材料＝親和性の高い気楽な材料→参加

型インフラ整備→まちづくりのツール：内発型まちづくりと第一次

資源の魅力がシンクロしていること

これらは木材関係の専門家が想像もしなかった「問題開発」です。そ
の問題開発が持続的な取り組みのモチベーションとなっているので
す。そして、図2は欧州でヒアリングした木材利用の魅力です。ここに

隔月 6回連載W第 6回
木材利用の意義と地域資源の可能性　

都市の木質化という文化開発

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　市場創造に必要な文化開発の4フェーズ 図2　木材利用における問題開発のヒント
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も問題開発のヒントがあります。

W木材という資源（財産）をもれなく活かすこと

　ユーザー目線から少し離れましょう。木材という資源は人材という
言葉とよくシンクロすると私は考えています。人がそれぞれ違うよう
に、「森林」という生物社会には多くの個性が存在します（個体間変
動）。そして、そこから産出される「樹木」は、人の右手が左足の細胞が
異なるように、さらなる個性を自らに内包します（個体内変動）。人が
伐採し製材・加工して生まれる「木材」は、その資源（樹木の能力）を
どのように体現させたかという結果であり、後天的なさらなる個性

（能力）を付与します。さらに、その木材が部材となって出来上がる「建
築物」はわかりやすく言えば「一会社（事業体）」と似ています（図3）。
何らかの事態の中、この会社（建築物）の一部材（木材）が悲鳴を上げ
ても（生物劣化、力学的破壊の発生など）、恐らく即座にその会社が倒
れる事態とはならないでしょう。しかし、一人一人の構成員の健全な
活躍を軽視した会社がどのような末路を辿るのかということを、現代
社会はそろそろ危機感として共有しているのではないでしょうか。
もっと言えば、そのような会社は若手人材からそっぽを向かれていま
す。反対に、構成員の生産性が高く創造性豊かな会社の未来は、少な
くとも前者よりは明るく魅力的です。木材（≒人材）、森林（≒人材を
生み出し、育てる地域社会）、木造建築（≒会社）も同じだと思います。
　そうであるならば、私たちが考えるべきことは、一人一人の人材が輝
き（俗にいう生産性の向上）、それが次世代に伝播する（持続的な）社会
の構築であり、言い換えれば、一本一本の木材が性能をできる限り長く
発揮できる建築物の創出だと思います。すなわち、ごくごく普通の木材

（凡人）が長く活躍できる用途開発を心掛けること。優秀な材に依存し
て何かを成しえるのではなく、多様な性能をもれなく差配することに
よって獲得した高みの喜びを体感できることこそが、木材という材料
をマテリアル利用することの「仕事甲斐」なのかもしれません。…

Wこれからの「都市の木質化」

　日本という国は海洋に囲まれ、かつ海洋プレートの合流点で形成さ
れた急斜面の山が国土に連なる地形であり、災害論的には「吊り橋」
に例えられます。大海原たる太平洋の端にこのような土地があること
は、災害という試練にさらされつつも、多くの農林水産物という豊か
な恵みをもたらしています。そのような土地に生まれ根付いた文化を
空気のごとく支えた森林があります。このことは環太平洋地域に位置
するアジア全体に言えることかもしれません。災害にさらされる「フ
ロー」と、それでも脈々と紡ぎ世代を超えてつなぐ「ストック」のバラ
ンスの中に独自の文化が生まれ、育ってきました。
　「森」と「まち」はいずれも「ストック」です。ストックは短期的な、ある
いは画一的な経済論では担保しきれないリスクを抱えつつも、文化と
いう人間社会における推し量れない幸せを提供してくれます。「都市
の木質化」という取り組みはこの森とまちをつなぐツールです。その取
り組みが目指す夢は、そこに集う人々の幸せの基盤になることだと思
います。そのために、今は当たり前でない風景（図4）をも柔軟に思い描
いていきたいと思います。知らず知らずのうちに手放した何かを今な
らまだ取り返せる、新しい雰囲気の源に育てられると信じて。
　なぜ地域材なのか、どこまで地域材なのか、世界の裏側の森林を
思ってはいけないのか……。森林とまちをつなぐ木材利用の在り方
は、まだまだその問いかけが始まったばかりです。そんなこの時に、こ
の仕事ができる幸せを感じてやみません。

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
を集めている図3　木材を育てること・木材が活躍すること・そのための社会づくり

図4　フィンランド・ヘルシンキ市で建設中の木造特区
（自国資源の利点を生かした建築が新しいまちの顔になろうとしています）
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　さる6月24日に名古屋大学ESホールにて第5回JIA東海住宅建築
賞2017の1次公開審査が行われました。全国より47作品の応募があ
り、去年より6作品増加しました。この「賞」は、この「東海地方」で建築
批評の場を設けることを第一に考えてきました。以前、全国住宅部会
の集まりで各地の住宅賞の全国大会をやりましょうとの意見が出た
ことがあります。実現しませんでしたが、大反対です。卒業設計コン
クールのように地方で予選をやって全国で1位を決める構図は一極
中心の価値観を植え付ける恐れがあります。もっともっと住宅の多
様性を探るための東海住宅建築賞であり続けたいと思います。また、
審査中に重賞について応募者から質問が出ました。応募者からの視
点で疑問をいただけたことを真摯に受け取り、今後の委員会で話し
合っていきたいと思います。応募者がつくる住宅賞でもあります。
　1次通過8作品の現地審査は7月22 ～23日に、公開最終審査・表彰
式は23日の午後に名古屋大学ESホールにて行われました。最終審
査の結果は10月号にて報告します。

第 5 回 JIA 東海住宅建築賞 2017　１次公開審査結果

　今年は47作品のエントリーがあった。審査の全体を通しての印象
は、とても丁寧な審査だったということだ。例年の通り審査は、前半
のポスターセッションと後半の公開討論で行われた。前半のポス
ターセッションでは、3名の審査員がパネルを回りながらすべての応
募者と質疑応答を行う。今年は例年にも増して、この質疑応答が丁寧
だった。一般的に興味を引かれる作品への質疑応答は長くなり、それ
ほど関心を引かない作品へは短くなるのが当然なのだが、3人の審査
員は全ての応募作品に対し分け隔てなく時間を使いながら、丁寧に
作品の理解を深めようとしていることが感じられた。ポスターセッ
ションが始まった直後は、私自身は審査の邪魔にならぬよう少し距
離をおいて聞いていたのだが、徐々に引き込まれていき審査員に張
り付きながら応募者とのやり取りに聞き入るようになった。3人の審
査員は別々にパネルを回るので全て応答を聞くわけにはいかない。
あまりの面白さに体が3つないのが残念に思われるほどだった。ポス
ターセッションの途中からは審査委員長の堀部安嗣氏に張り付いて
いたが、堀部氏の評価軸が一貫しており全くぶれないことに感銘を
覚えた。
　後半の公開審査では、まず審査員自身の住宅観、建築観について

語ってもらい、どのような視点から評価するのかを明らかにしても
らった。その上で、個々の作品について論評を加えながら、現地審査
に残す作品の絞込みを行った。そこでのやり取りの詳細は、後でJIA
から出版される記録集に掲載されるので、そちらをご覧いただきた
い。全体の印象はポスターセッションに感じたものと同様で、真摯で
率直に建築に向き合う態度が一貫していたことだ。条件が一定の状
況で戦うコンペやプロポーザルとは異なり、実作を対象としたア
ワード（賞）では本来比べようがないものを並べて順位付けすると
いう無理なことをやっている。それが故に一次審査を通過しなかっ
た応募者から見れば、どのような審査であっても不満が残るのは仕
方のないことではあるが、このような審査員の態度は評価に対する
信頼を感じさせてくれるに充分であったように思う。
　3人の審査員が率直に建築について語る態度は、すべての応募者
の心に深く残ったのではなかろうか。

吉元　学（JIA愛知）｜JIA東海住宅建築賞特別委員会委員長/
　　　　　　　　　　  ワーク◦キューブ

伊藤恭行（JIA愛知）｜CAn・名古屋市立大学

審査員　堀部安嗣氏（審査員長/堀部安嗣建築設計事務所代表・JIA会員）

　　　　手塚由比氏（手塚建築研究所共同代表・JIA会員）

　　　　前田圭介氏（UID主宰・JIA会員）

第 5回（2017）　会員 /会員外

愛知地域会 22 12/10

静岡地域会 5 4/1

岐阜地域会 6 2/4

三重地域会 1 1/0

他支部 13 7/6

応募 47作品

審査員からの話を真剣に聞く
応募者

応募者同士で建築談義に花が咲きます。

■ 第1次審査を振り返って

率直に建築について語ること
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❶「減築の家」　浅井裕雄・吉田澄代／裕建築計
画（愛知地域会）
❷「光庭の棲」　川本敦史＋川本まゆみ／エムエー
スタイル建築計画（静岡地域会）
❸「刈谷の家」　谷尻誠＋吉田愛／ SUPPOSE 
DESIGN OFFICE Co.,Ltd.（中国支部）
❹「傘の家」　原田真宏＋原田麻魚／ MOUNT 
FUJI ARCHITECTS STUDIO（関東甲信越支部）
❺「nagono no mise」 平野恵津泰・桑原雅明・
吉元　学・今井大輔／ワーク◦キューブ（愛知地
域会）
❻「名古屋のコートハウス」　保坂 猛／保坂猛建
築都市設計事務所（関東甲信越支部）
❼「加茂の家」　山田誠一／山田誠一建築設計
事務所（静岡地域会）
❽「白と黒の家」　米澤 隆／米澤隆建築設計事
務所

第 1 次審査通過作品

➊

➌ ➎

➏ ➐ ➑

➍

➋
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第 24 回 JIA 東海支部卒業設計コンクール 2017 に入賞して　―金賞・銀賞受賞者の声―

標準化のジレンマを越えたユートピア
金賞受賞　小澤巧太郎（東京大学大学院） 

将来向き合う課題に建築としてできること
銀賞受賞　平林永里加（名古屋工業大学）

　2017年、建築の勉強を始めて丸4年が経った。
今回このような評価をいただきとても嬉しく思う。お
世話になったすべての方に深く感謝を申し上げ
たい。
　この作品では、牛がハブとなりさまざまなスケー
ルで畜産家が価値を持てるような建築を目指し
た。肉用牛舎は、牛を育てると同時に肥料や飼料
の面で周囲の土壌を豊かにしてきた。しかし宅地
開発に伴い、周囲の安価な田畑が商業などの場
へ変化した街型牛舎は多く、その場に合わない
標準設計牛舎は迷惑施設と呼ばれる。そこで標

　人の子どもでもこんなに可愛いのに、親だった
ら片時も離れたくないのだろうな、とアルバイト先の
保育園で子どもたちと遊びながら、何度も思いま
した。女性の社会進出が進む現代においても、育
児と仕事の両立は難しいものとなっています。将
来向き合うであろう課題に建築としてできることは
何か。そう考えたことが卒業設計のテーマを決め
たきっかけでした。
　まず親と子どもの距離を物理的に近づけること
から、オフィス街の内側に保育園をつくり、都市に
おける保育園のあり方を考えました。私の設計し

準化で得た効率の良さは残し、標準化によって忘
れ去られた畜産家本来のエコサイクルや地域コ
ミュニティへの貢献を、建築によって見える化・誘
発することで、地域サイクルに欠かせない畜産業
の場を提案した。暗く閉じる、社会から逃げる方向
で成立させてきた牛舎は新たな価値を得る。
　国内外問わずご当地フードなどがあるように日
本は地方色の濃い食文化だが、食に関する建
築は標準化され、その場にある価値が忘れられ
ている。食の建築のみならず、他のビルディングタ
イプにおいても、社会的に標準化された建築につ

た店舗複合型保育園では、周囲の大人たちがさ
まざまな形でかかわります。道路側から区画の内
側である会所空間までをレイヤー状に分節し、子
どもと大人の関係性に応じて機能を付与します。
1つのレイヤーを家型とし、屋根の重なり合いに
よって、動線となり、秘密基地となり、子どもたちが
遊ぶ丘になります。将来の自分が必要と思うもの
を、自分なりの問題意識を持って取り組み建築と
いう形で審査員の先生方に伝え、評価をいただく
ことができました。今後は卒業設計を通じて得た
ものを糧に、より一層精進します。最後に、この作

いて、私はその場とそこでの人 の々行動を丁寧に
分解し、新たな理想生活を想像させる建築をつ
くっていきたい。

品にかかわってくださった方 に々深く感謝申し上
げます。

不登校児を地域で包む　インクルーシブな仕組み
銀賞受賞　杉山弓香（名古屋工業大学）

　今まで疑問に感じていた学校の存在、現在の
学校教育の在り方、それに伴い増加する不登校
児の存在に対して、建築を設計することを通して
社会に自分の思いを発信したいと考え、この卒業
設計を行いました。
　全国13万人。当たり前のように学校に存在する
不登校の子どもたち。それは決して特別な存在で
はありません。私は、そんな子どもたちに一人ひとり
の人生を彩る居場所をつくりたいと考えました。
　敷地は、大曽根商店街。小売業の衰退や高
齢化により、閑散としてしまった商店街です。ここ

に入れ子状の建築を挿入し、隣り合う店舗から
設計したさまざまなスケールの居場所がある6つ
の建築を提案しました。ここに訪れた子どもたち
は多くの「ヒト」や「モノ」に出会い、商店街にも新
たな役割を与えます。
　この卒業設計に取り組み、現在社会にある建
築の用途にとらわれず、新しいまちや社会の在り
方を提案することの大切さ、面白さを学びました。
今回、自分の描いた社会や、まちの未来を審査員
の方 に々評価していただき、その多くの言葉から、
さらにこのテーマに向き合っていきたいと思いまし

た。最後に、卒業設計に協力していただいた皆さ
ま、支えてくださった方 に々深く感謝したいと思い
ます。

作品名：まちと子の共育思創

作品名：表出する居所

作品名：COWTOPIA　～街型牛舎の再興～
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　静岡県の中でも掛川市は、建築家の作品
が多いまちであり、歴史的建築やまち並みも
残っています。その中でも宮城まり子さんが
「お母さん」役となって学園長を務める「ねむ
の木学園」には、さまざまな作品があります。
ねむの木学園は肢体不自由児のための養護
施設として設立され、現在は成人しても引き
続き生活できるようになっています。感性と感
受性を大切にする教育は、絵画・国語・工芸・
音楽・茶道などと結びつき、建築もそれぞれ
の良さを引き出すことができる建築空間となっ
ています。
　まず見学したのは、今年の末には富士宮
市に完成する富士山世界遺産センターの設
計者である坂茂氏の初期の作品である「ね
むの木こども美術館・ねむの木緑の中」。周
囲を緑で囲まれた建物で、壁を全面ガラス張
りしたワンルームのこじんまりした美術館。壁
だけではなく、屋根の梁を紙のハニカム材に
よる三角形のワッフルスラブをつくり、防水の
ためのFRP折板を葺いた後に、PVC膜材を
格子屋根に張り、電気の照明はなく、自然光
だけで絵を鑑賞できるように工夫しています。
一見シンプルでありながら、やはり坂茂氏の
建築家としての静かなる挑戦を感じることが
できる建物です。
　「ねむの木こども美術館」の2号棟でもある
「どんぐり」は、東京大学名誉教授で建築歴
史家として有名な藤森照信氏の作品で、森
の中の「どんぐり」というよりも「きのこ」のよう

な、土着的でありながら、どこか可愛い気の
ある独創的な建築であり、ねむの木学園が
掲げている子どもたちの感受性を尊重する
絵を展示する美術館としてピッタリくる建築だ
と思いました。
　建物の内外部に、自然素材が使われてい
て、藁が塗り込まれた白漆喰の外壁や、内部
も同じく建具をはじめ、既製品ではない木製
のざっくりとした仕上げです。
　内部で最も特徴的な展示室は、床・壁・天
井すべてが真っ白な漆喰で構成されていて、
床・壁・天井の境が解らなくなり、どこかを遊泳
しているような、平衡感覚がなくなる摩訶不
思議な空間です。ねむの木ホールでは、宮
城まり子さんの指導の下、学園の生徒さんた
ちによるコーラスとダンスを披露していただきま
した。「どんぐり」で感じた建築がつくり出す
空気感と、「ねむの木学園」がつくり出してい
るある種、独自の芸術性に共通するところを
感じたのは、私だけではない気がします。
　「吉行淳之介文学館」は、数寄屋建築の
名手である中村昌生氏による和風の建物で、
凛とした美しい佇まいです。建築家として挑
む姿勢は同じでも、こども美術館の2棟とは
完全に異なる建築で、実験的という設計手
法よりも、日本建築の美学に則った上での挑
戦の設計であると思います。建築家の作品と
いうと、どうしても気をてらった建築を想像し
がちですが、さまざまな形や形式があることと
思います。

　最後に見学し、会議の会場となった掛川
城の郭「竹の丸」は、江戸時代より続く掛川
の建築材料としての名産である葛布問屋
「松屋」を営んでいた松本家が1903（明治
36）年に本宅として建築したものです。近代
和風建築の美しさを伝える木造の架構と、内
装技術を伝える建具、欄間、取手など小物
に至るまでこだわりとそのバランスが素晴らし
いです。建築主である松本家の建築へのこ
だわりもさることながら、それに応える職人た
ちの技術とそれぞれの美意識の洗練さを垣
間見ることができます。まちなかに建つ掛川ら
しい建築で、設計が誰かは分かりませんが、
心地よい建築空間でした。
　4軒の建築の見学を通して、私たち地方
の建築家のそれぞれの立ち位置をあらため
て考え、各個人が目指したい建築がどこかに
ある気がして、特に中部4県の建築家にとっ
ては、良い見学会になった
と思います。

JIA 静岡発

タイプの違う掛川の建築４軒を見学

静岡持ち出し役員会・見学会

ねむの木こども美術館「ねむの木緑の中」　設計：坂茂 ねむの木こども美術館 2 号棟「どんぐり」　設計：藤森照信

上｜
吉行淳之介文学館
設計：中村昌生
下｜
掛川城の郭

「竹の丸」の梁組

高島ゆかり（JIA静岡）｜
アトリエ結
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　平日の昼間にも関わらずLIXIL会議室はほ
ぼ埋め尽くされた。会場の顔ぶれは、若手か
ら所長クラスまで見受けられ、関心の強さがう
かがえた。
　最初の石川在住の沖光二氏自邸における
実測データに基づくレクチャーは、外皮平均
熱貫流率・暖房期平均日射取得率・冷房期平
均日射取得率のバランスがいかに大事かわか
る内容であった。実際には暮らし方に消費エ
ネルギーが大きく左右される実態も赤裸 に々報
告された。住宅における冷暖房消費エネル
ギーの割合が30％程度であるため、冷暖房
不要なぐらい高断熱化を図ったところでも30％
削減が頭打ちである。それ以上の削減を図る

ためには省エネ家電の使用や創エネルギー
（太陽光発電など）が避けては通れないことと、
暮らし方を変えなければならないことがわかっ
た。
　続いての辻猛氏のレクチャーは愛知の窓に
ついてであり、窓は地域の特性や周辺環境を
考慮して適切にという内容であった。断熱性
能の高い窓を選択すれば、冬場の日射取得
エネルギーを半減させることにもなりかねない。
特に名古屋のように冬期の日照が多い地域で
は、太陽から届く膨大なエネルギーを有効に
室内に取り込むかどうかで暖房消費エネル
ギーが大きく変わるからだ。地域の風土や特
性、季節の風向を調べ、自然の風や太陽熱

を積極的に取り込む建築的手法が有効であ
ることがわかる。
　最後に質疑の中で、現在の省エネ算定プ
ログラムでは、外皮熱貫流率計算は一般論
で構築されているため、真冬の天空（宇宙の
絶対温度−270 ℃）に向けて放射される屋根
の放射エネルギー量と、隣棟間隔が狭い外
壁で放射されるエネルギー量は同じ計算式で
評価されていることもわかった。計算プログラ
ムやデータだけに頼らずに、設計者の入念な
調査に基づく配慮が必要だ
ということが確認できた。

JIA 愛知発

ZEHを実現するために

住宅研究会　ZEH 研修会　6 月 22 日開催

関口啓介（JIA愛知）｜
人建築事務所

連続環境セミナー@2017『省エネ法を超えて』

　第4回目のセミナーは、坂倉順三設計の岐阜市市民会館にて
開催されました。講師は岐阜県立森林アカデミー准教授の辻充
孝先生。芸大卒、元・意匠系建築設計者という経歴です。
　まずは2020年の省エネルギー法義務化の話から始まりました。
省エネ法の骨子は、（1）建物の躯体性能の基準と、（2）一時エ
ネルギー消費量の基準の2本の柱からなっています。これらの基
準は最低限のラインであって、その基準を超えていくことで、高断熱
住宅・無暖房住宅・パッシブハウスなどの高性能な住宅にすること
が可能になります。耐震性能については既存住宅の約8割が現
行基準程度の一方で、既存住宅の約9割が省エネ法の基準に
達していないとのことです。
　続いて、一時エネルギーのお話がありました。一時エネルギー
は、暖房・冷房・換気・給湯・照明・家電・調理のエネルギーに大
別され、主に冷暖房エネルギーが大きいそうです。
　最近話題のZEH（ゼロエネルギーハウス）とは何か。それは居
住時のエネルギーを結果的にゼロにすることなのだそうです。住ま
い手にも、お財布にいい省エネは求められています。どうしたら省エ
ネができるのでしょうか?　一つの方法として建築研究所のHPにあ

る『エネルギー消費性能プログラム』を用いて、計算をすることが紹
介されました。
　省エネについては、J（ジュール）という値が多用されますが、直
感的になかなか理解しにくいので、お金（円）に変換することで、省
エネが具体的に理解できることも教えていただきました。
　エネルギーの予測は、前述の建築研究所のソフトなどを使うと
大まかに把握できますが、実際の暮らしとどの程度掛け離れるの
か?　先生のご自邸『カミノハウス』が実例として紹介されました。
古いお宅をリノベーションして、DIYで試しながら評価をされている
そうです。一部外壁などは断熱改修されているものの、サッシなどは
すべて交換せず、一部はシングルガラスのままにするなど、自邸なら
ではの工夫をして、省エネを実践されています。電気代、ガス代な
どは基本料金に近い金額で済むそうです。調理に薪を使用するな
ど、一般住宅では難しいこともありましたが（笑）とても興味深い内容
でした。古い住宅の省エネ改修も、工夫次第な
のかなとも思います。

講師：辻　充孝（岐阜県立森林アカデミー准教授）
会場：岐阜市市民会館　2017年5月20日

第 4 回
レポート

環境データーを活用した設計手法と居住後評価

　　　　　　　　　宮坂英司（JIA愛知）｜
　　　　　　　　　　 アトリエ創・住宅研究会委員長
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　毎年のように様変わりし続ける住宅のイン
テリアトレンド。まずは、今年の注目スタイルに
ついて解説いただきました。最近では、インダ
ストリアルスタイル（男前インテリア）や、ブルッ
クリンスタイルなどが、新たに注目されている
そうです。そのブームの火付役の一つが、毎
年イタリアミラノで開催されているミラノサロー

　去る7月１４日、三重地域会主催の森羅万
象匠塾が開催されました。今回は伝統的な組
子芸術を学ぶため、松阪市にある前田建具店
さんに伺い、工房を見学させていただきました。
組子をはじめ、建具・道具・書籍などについての
お話を店主の前田さんと、良き相棒でもある奥
さまから頂戴しました。講師の前田秋夫さんは、
一級技能士、職業訓練指導員であり、1974

（昭和49）年より松阪市にて建具店を営まれ、
現在に至るまで、数 の々優れた建具を世に送
り出されています。また、今年6月に石川県で
開催された全国建具組合連合会全国建具
展示会にて経済産業大臣賞を受賞されまし
た。当日は、その受賞作品の実物を拝見できる

ネ（国際家具見本市）です。国内で、ミラノ
サローネの傾向をいち早く取り入れているの
は、新築マンションなのだそうです。
　また、RoomClipというインテリアSNSアプリ

（利用者約190万人。うち80％が、20～30
代女性）を使って、家づくりに活用されている
ことも紹介いただきました。家づくりもSNSが
主流だと感じ、後日試してみましたが、うまく
使いこなせませんでした。
　続いては、川島織物セルコン（2011年～
LIXILグループ）です。創業当初は、着物の
帯をつくって売っていたとのこと。創業1843

（天保14）年から続くこだわりである、厳しい
品質検反と染色技術の歴史の話はとても興

とあって、参加者は急ぎ足で、のどかな田園地
帯にある工房へと向かいました。工房の外で
奥さまにお迎えいただき、荷受け場に入ると、
そこに前田さんが笑顔でいらっしゃいました。
建具や組子のこと、大臣賞受賞のエピソードを
話す前田さんの表情や語り口は、とても柔和
で、勝手に気難しい職人のイメージを持ってい
た私は、少々面くらうとともに、すっかり前田さん
の人柄に魅了されてしまいました。一通りのお
話の後、2階に通されると、二間続きの和室が
あり、そこに…ありました!…大臣賞の夏障子!…杉
の赤身を使った框と上桟下桟、竪六横四の升
目をつくる竪子横子、升目を埋める簾はさらに升
目柄になっており、腰板部分に籠目の組子が入
れ込まれた優美な障子、それを4枚立てで配
された姿はまさに圧巻でした。組子の精緻な技
と寸分違わぬパターン、他の部材においても精
度と表面仕上げの美しさが抜群で、本当に素
晴らしい技を見せていただきました。技だけで
なく、デザインも秀逸で、升目に配された簾がと
ても強い印象を与えます。この簾はどうやってつ

味深く、ウィリアム・モリスの絵画を織物にする
には3年を費やしたそうです。日 日々常、イン
テリアへの嗜好にうとい私とっては、有意義な
情報をたくさん得る機会となりました。
　今回の会員研修も、法人協力会員LIXIL
㈱山上裕士氏に、できるだけ新しいタイム
リーな内容でと無理を承知でお願いし、短期
間で企画提案を練上げての実現開催となりま
した。例会出席率は低調気味ですが、一同
に集う所にこそ最新情報が詰まっていると感
じています。

くったのだろうと思いあぐねていると、「市販品
です」と前田さんが屈託なく仰いました。一同
びっくり。「イメージにあるものを探し求めた結
果、たまたま市販品だっただけ」とのこと。物が
良ければ特注品、市販品は関係ないのです。
目が利くとはこういうことを言うのでしょう。本物は
思考が柔軟だと思い知らされました。その後、
工房にて組子の組み方を教えていただきまし
たが、説明を聞いても一同なかなか理解でき
ず困っていると、ちゃんと体験用の組子を人数
分ご用意いただいていました。組んでみると…
わかりました。最も単純な文様ですが、理解で
きました。でも、ここで説明するのは無理です。
一同、すっかり満足して、お礼を申し上げ、工
房を後にしたのでした。前田さんには、本当に
お世話になりました。これからも奥さまのサポート
の下、素晴らしい作品をつくり続けていただきま
すことを切に望んでおります。
ありがとうございました。

JIA 三重発

JIA 三重発

インテイリアトレンド（ミラノサローネ2017）とカーテン選び

建具工芸「組子芸術の世界」

第 2 回例会会員研修

森羅万象匠塾

伊藤達也（JIA三重）｜
設計工房ＮＥＸＴ

出口基樹（JIA三重）｜
日新設計株式会社

会員研修の様子

腰板部分には籠目の組子が入れ込まれている
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●2017年通常総会は、汗の噴き出るほど暑
い6月23日、東京渋谷の建築家会館1階大
ホールで定刻通り開催された。通知時の議
決権を有する正会員3777名、過半数以上の
出席が条件の中、出席者・署名評決・委任
状の出席2275名と60.2％の出席ですべての
議案が審議された。総会への参加は私に
とって2度目だが、例年と異なり出席者数が
少なく、第1号議案から第4号議案まで滞り
なくスムーズに審議されたことがとても印
象的だった。
　事業総括では、「地域に根差した公益活
動」の充実や、建築家業務に重大な影響を
与える社会の動きの中で「建築の質」を担
保する「建築思想の一貫性」の確保の表明、
来年9月に日本で行われるアルカジア大会
の準備、会員の高齢化と漸減、若手会員の
増強悲願、CPDの充実、トラブルの法務問
題の配慮支援といった会員サービス「近未
来特別委員会」を設立という大きな動きが
説明された。最後に退任役員への感謝状が
鈴木利明前理事に贈呈され閉会した。活動
内容を直接伺える貴重な機会をいただき、
ありがとうございました。

●6月23日、2017年度本部通常総会に出席
しました。私自身、JIAに入会して6年が経
ちましたが、建築家会館に行くのも今回が
初めてであり、貴重な機会となりました。

　総会、意見交換会、懇親会と参加したの
ですが、中でも総会後に行われた六鹿会長
を囲んでの意見交換会が印象に残ってい
ます。意見交換会では、JIA創立30周年とい
うことで、30年を振り返ってのスライドが
上映され、懐かしい写真が写されるたび
に、「あ、○○さんだ」という声があちこちか
ら上がっていました。スライドの後は、六鹿
会長からAIA年次大会に参加されたとき
のことが語られました。アメリカの場合、建
築家は全員がAIA会員という感じで、8万
人以上の会員がいて、大会にも1万人以上
集まるという話や、大会は、建築設計という
プロフェッションの重要性をお互いに認識
しあう場であるという話が印象的でした。
　次に、六鹿会長が、「建築界の環境変化と
これからのJIA」と題して、JIAのミッショ
ンを説明されました。全部は紹介できませ
んが、キーワードとしては、「設計技術の進
化」（BIMやAI）、「多様な発注方式」（DBや
ECI）、「報酬規程の見直し」（告示15号見直
し）、「認証・審査の多岐化」（省エネ適判や
LEED）といった設計業界の今の課題のほ
とんどと言ってもよく、大変示唆に富むも
のでした。

●国土交通省、公益社団法人や民間企業、
マスコミ関係などの21の団体から39名の
来賓を迎えて懇親会が盛大に行われまし

た。六鹿会長の挨拶にはじまり、来賓の方
たちを代表して3名の方からご挨拶を賜
りました。JIAのリーフレットに記載の

【JIAの建築家の活動】環境・技術、安心・
安全、歴史・文化、連携・研鑽に理解を示
した上で、情報提供やJIAに期待すること
をお伝えいただき、JIA会員としては、励
まされ、社会に対しての責任の重大さを
あらためて感じることができました。そ
の一方で、建築五会のいずれか1団体でも
知っている人は3割程度であるなど、社会
からの認知度の低さをあらためて認識せ
ざるを得ないお話も頂戴しました。その
後の2通のメッセージからもJIAへの期待
の高さを知ることができました。公益社
団法人日本建築士会連合会会長の三井所
清典氏の乾杯の発声の後、しばし歓談を
し、左智子副会長から、2017年度の四国で
の全国大会についての告知があり、中締
めとなりました。
　それぞれの立場や役割は違っていても、
会場に集まった方々は建築と社会の良い
関係を目指していることを実感しました。
時代や情勢は、どこか根本的に建築や建築
家にとって厳しいものがあると感じていま
す。ただ反面、やはり、社会的な意義の大き
な職能であるとも強く感じます。そんなこ
とを総会、意見交換会、懇親会を通じてあ
らためて思いました。

総会の最後には鈴木利明前理事に感謝状が贈呈された 意見交換会 来賓を交えた懇親会

2017 年度 JIA 本部通常総会　参加者レポート

後藤文俊（JIA愛知）｜
アトリエ後藤建築事務所

石橋　剛（JIA静岡）｜
静岡地域会副地域会長・

石橋修建築設計室

村上貴彦（JIA愛知）｜
士（サムライ）
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　徳島で行われる全国大会では、東海支部がゴールデンキューブ（以下GC）
賞事業を運営します。本部国際交流委員会から委託された形を取っていますが、
その内容や事業費についてはコンセンサスが得られていない模様です。本部と
しては事業の位置付けと予算を、支部においては事業内容と（将来も含めた）
取組姿勢を互いに明確に示す必要があると思います。
　秋に行われる東海支部大会について、その具体案が提示されました。岐阜
の地域性へ趣向を凝らした企画となりそうです。岐阜地域会員も減少している
中で鋭意検討されています。ぜひとも皆さまのご参加をお願いします。
　アーキテクトの発行継続については、単に発刊経費の問題ではなく、支部の運
営や事業全体に係わる大きな課題と思います。協賛金に大きく依存する事業資
金の在り方にも疑問を感じます。また、内容については、現会員から見た魅力や
社会から求められる意義、地域会と支部のバランスについて
再度客観的に考察し、再構築ならびに取捨選択が必要にな
ると考えられます。

日　時：2017年7月7日（金）16：00～ 18：30
場　所：JIA東海支部事務局　会議室
出席者：支部長、本部理事、幹事10名、監査2名、オブザーバー7名…

1．支部長挨拶
・… 東北での全国支部長会議に出席した。帰宅困難地域を含めた放射線量の

多い地域が悲惨であった。すさまじい復興予算が組まれているが、復興支援
がなくなった後の建物などのメンテナンスはどうなっていくのか見通しの甘い事
業に不安を感じた。（車戸）

2．報告事項
（1）支部報告
①東海住宅建築賞2017…一次審査（6/24）（吉元）
・… 1…次審査　約150名が参加、応募作品数47
・… 7/22・23現地審査、7/23…15:00…最終審査・表彰式
・… 2次審査対象作品は8作品：内1名は会員外
②東海支部大会2017実行委員会（長尾…/山田）
・… タイトル：「水の力」、式典フォーラム：ぎふメディアコスモス、エクスカーション：

2コース、レセプション:長良川鵜飼船
・… 卒業設計コンクールの展示は行わない。
・… 送迎バスの追加を予定10:30、11:30発
・… エクスカーションの信長公居館コースは30名まで。
・… レセプションの参加人数は75名まで。早期に追加を確認できれば増船もできる。
・… ロープウェイ、岐阜城、大仏館は料金込み。
・… 保険は船には入っている。→報告後審議に変更。
（2）各地域会からの報告（各地域会長） 
3．その他
退会届　法人協力会員「サーマエンジニアリング(株)」（奥野）
議　事
1．審議事項
①入会申込　正会員「花井秀哲」「脇坂圭一」（久保田）　→承認
②事業計画「東海住宅建築賞2017」（吉元）　→承認
③事業計画「GC賞特別委員会2016/2017」（柳澤）
・… 子どもと建築は支部の委員会。全国会議となっていない。（久保田・鈴木利）
・… 国際交流基金より予算書等の催促あり。昨年度同等以上の予算書を委員会

では作成中と思われる。（久保田）

・… 第1・2回は東海支部（子どもと建築）がGC事業（3年に1度）を受けた。次
回は受ける予定はない。（柳澤）

・… GC事業は本部事業であり、事業範囲を本部理事会がしっかり議論すべき。
（鳥居）

・… 東海支部が支えていかないとGC日本予選はなくなる可能性がある。（柳澤）
・… 前委員長岩村氏がGC事業を国際交流委員会事業にすると発言。現委員

長高階氏に引き継がれ、理事会でも認識。が、事業の細かい内容（出版や
表彰など）までは認識されていない。（石田・鈴木利）

・… 高階氏より鈴木先生宛に事業内容の収支資料を送ってほしい旨の連絡あり。
現在準備中。（久保田）

・… 国際交流委員会の判断で事業の予算と内容が決まると思われる。（車戸）
・… 全国大会での事業は、3年毎はGC委員会が担当し、間の2年は子どもと建

築が担当してきた。その点でわかりづらい運営状況にある。（水野・柳澤）
・… 国際交流員会でGC事業に関して毎年15万円の事業予算を付けるように提案

しては。教育表彰委員会にもサポートしてもらうとよい。（服部）
・… 今回は今の段階で中止にするのは難しい。今まで実行委員会の自腹で進め

てきたので、抜本的な体制の見直しも考えてほしい。（柳澤）　→メール審議
となる。

④第34回…東海支部設計競技ご協賛のお願い（矢田）　→承認
⑤支部事務局「PC購入（見積書）」（矢田）　→承認　※愛知地域会と折半

で購入　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥事業計画書「東海支部大会岐阜2017」（山田）　→承認　※事業予算書

金額修正のうえ承認された
2．協議事項
　「水島信氏…アルヴァ・アアルト…講演会」について（矢田）→お断りする方向で
検討
3．報告
アーキテクト発行継続について（中澤・見寺・矢田）
・… WEB化する案では編集は行うが広告掲載料がない。赤字額は紙面発行と

左程変わらず、それが固定化する。（見寺）
・… 会報誌を皆でつくることと紙媒体であることの意味を考察。編集作業の重要性。

（中澤）
・… 広報誌の価値の問題（皆が載せたくなる内容や評判）（車戸）
・… 今年度の広告協賛費の限界が来ている。検討会を開いてほしい。（矢田）
・… 広告を出す法人協力会が減少。暑中見舞い広告（正会員）も減少。（水野）
・… 日頃の法人協力会とのかかわりが掲載につながる面もある。（久保田）
・… 各地域会でも議論をして、その意見も吸い上げて総務委員会を開きたい。（見

寺）
・… 収支で見えない価値も評価してほしいという意見が三重地域会で出された。

（奥野）
・… 価値を高めるためには今までの出版分を含めてアーカイブ化することも重要な

手段であり広報である。（吉元）
4．その他
　田中修一アーカイブデータについて（矢田）
・… 本部フェローシップ委員会は承認しない。本部に任せる。1件苦情（静岡より）

あり。（谷村）
5．監査意見
服部監査：アーキテクト廃刊はスリーピング会員にも影響を与える。季刊でもよい
のでしっかりしたものをつくるべき。
鳥居監査：本部総会で鈴木利明氏が退任された。石田氏就任。アーキテクト
の広告料は反対。会員で維持すべき。GC賞事業は六鹿会長の明確な意思を
提示してほしい。本部理事会で引き出してほしい。

東海支部役員会報告

奥野美樹（JIA三重）｜奥野建築事務所
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登録有形文化財

帝国ホテル

旧小守家住宅主屋（ぎゃらりぃ木屋）

登録有形文化財

案で決められた。旧来部材の踏襲を断念し、色・
形・質感などライトのデザインを再現することとし、新
たな大谷石が補填され、プレキャストコンクリートや
GRC製の大谷石が再現され、スクラッチ煉瓦はタ
イルで表現され、旧来の仕上げ材とともに混在して
いる。復元工事は昭和45年に始まり、昭和51年3
月外装完了、昭和60年10月内装完了となった。

■紹介者コメント
　2017年、帝国ホテル東京は、旧本館（ライト館）
の建築家フランク･ロイド･ライト生誕150周年記念
企画を展開している。アメリカでも数多くの展覧会
や見学ツアーが行われている。近代建築の三大
巨匠の一人であるフランク･ロイド･ライトは、早くか
ら東洋や日本の美術に開眼し、1893年のシカゴ万
博の会場に建つ日本館｢鳳凰殿｣に出会い、日本
への関心を高めた。住宅の施主からプレゼントされ
た初めての日本旅行以来、浮世絵と日本美術の
収集は始まる。ニューヨークの東洋美術商｢山中
商会｣の副店長林愛作は、そんな縁でライトを知っ
ていた。1910年、林愛作は経営手腕を評価され
て帝国ホテルの支配人に抜擢され、経営の立て直
しと懸案の改築が託された。林愛作の構想のもと

■紹介者コメント
　犬山城下の東側に位置する小守家は、江戸
時代から小守姓を名乗り、木屋の屋号で養蚕具
業などを営む商家であった。前面道路は城下町
から余坂の木戸を通り、東に抜けて中山道に通じ
る「善師野往還」で、現在も主屋前面には当時の
枡形が残る。
　建物は大正12（1923）年の建築で、昭和34

（1959）年の伊勢湾台風で大きな被害を受け修理
を行っている（所有者の談話）。過去の建物調査
において2階前面の廊下は中古の造作で、当初
はこの地で「ばんこ二階」（※）と呼ばれる低い中
二階で、犬山の町家の典型的な形式で建てられ
ていたことが判明している。現在の2階は桁行き

設計はライトに任されて1919年に着工はしたが、ラ
イトの完璧主義と度重なる設計変更による予算
オーバーで1922年林支配人は引責辞任、ライトも
離日した。部分営業を開始し、1年後の大正12

（1923）年7月全館が完成。完成披露宴開催日の9
月1日正午前、関東大震災は発生した。小規模な
被害はあったもののほぼ無傷の帝国ホテルは、避
難場所としても使用されたという。
　大阪万博を控えた昭和42（1967）年、帝国ホテ
ルは建て替えが決まり玄関ホールを明治村に移築
することとなった。翌昭和43年1月半ばより移築部
分を解体、大型トラックおよそ40台分が明治村へ
運ばれた。大谷石と煉瓦を型枠代わりにした鉄筋
コンクリート造の帝国ホテルの移築復元は、様式保
存の方針とすることが、当時の谷口吉郎館長の提

方向3列、張間方向3列の計9部屋が設けられ
ており、台風による修理と同時期に2階の大規模
な改修を行ったのであろうか。1階は表側ミセ部
分に低い床を張り、クラフト作品などの展示・販売
スペースに活用、「ぎゃらりぃ木屋」として市民に
親しまれている。建屋は一部に改変を受けている
ものの、伝統的な町屋形態を伝えており、城下町
地区の歴史的景観上重要な建造物である。また
余坂の木戸前に建てられ、明治維新後に土居跡
に屋敷地を拡張していることも明確で、城下の町
割りの痕跡を伝えている…。
　1996年、道路拡幅の話が出たことをきっかけに、
所有者らが始めたマルシェも「おもしろそうだがや
(犬山クラフトフェア)」として定着し、毎年秋（11月第

●犬山城
木曽川

犬山北小学校
●

犬山市役所●
市立図書館●

東専正寺

犬山駅西

名鉄犬山線

ライン大橋

犬山市役所●

名鉄犬山線

ライン大橋

旧小守家住宅主屋旧小守家住宅主屋

犬山犬山

犬山市役所
●

犬山口

名鉄小牧線

入鹿池

名鉄広見線

富岡前

善師野

楽田

●犬山城
木曽川

帝国ホテル

犬山市役所
●

犬山口

名鉄小牧線

富岡前

善師野

楽田

●犬山城

正面外観 ホール吹き抜け 椅子

全景（南東面）

犬山城下絵図　犬山城の城郭と城下町の形態
を元文5（1740）年に描いたものを明治4（1871）
年に写した絵図展示・販売スペース

谷　進（JIA愛知）｜
タクト建築工房

所　在　地：愛知県犬山市大字犬山字東古券498 
構造・規模：木造2階建て、桟瓦葺き、建築面積165㎡
文化財指定等：登録有形文化財　23－0424 
　　　　　　  （登録2015年8月4日）

所有者：博物館明治村
移築所在地：愛知県犬山市字内山1番地
旧所在地：東京都千代田区内幸町
建設年代：大正12(1923)年
設 計 者：フランク・ロイド・ライト
文化財指定等：登録有形文化財　　
　　　　　　　23-0121

3日曜日、今年は第21回目、11月19日）に開催され
る。市民の運動によって拡幅計画が見直された通
りでは、町屋の軒先で手づくり作品が数多く出展・
販売され、多くの観光客でにぎわう。

（※）犬山では正面側二階に天井高さが低い部屋を配
し、壁を挟んで背面側を小屋裏とする造りを「ばんこ二
階」と呼ぶ。天井高さが低い厨子二階から本二階に移
る中間的な造り。

澤村喜久夫（JIA愛知）｜
伊藤建築設計事務所

小守家本丸
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　十数年ぶりの四国での全国大会。前回の内子大会から、時代は
大きく変わりました。全国の地域に共通する、建築を取り巻く課題
について海に囲まれた四国に再び篭って話し合います。
　「建築家と土着」を考える。「環境」、「防災」、「AI」といった今
日的な課題に哲学や経済といった概念を交差させ、「地域の知恵」
に基づく「建築家と土着」の意味を問い、次代を照らす光を見つ
け出せたらと思います。
会　期　2017 年 9 月 28（木）～ 9 月30日（土）
会　場　メイン会場：あわぎんホール｜
　　　　徳島県郷土文化会館（徳島市藍場町 2 丁目14 番地）

　　　　レセプション会場：JRホテルクレメント徳島
　　　　（徳島市寺島本町西 1 丁目61 番地）
　　　　ウェルカムパーティー会場：しんまちボードウォーク
　　　　（徳島市東船場町 1 丁目～ 2 丁目）
　　　　会議会場：ザ・グランドパレス
　　　　（徳島県徳島市寺島本町西 1-60-1）
主　催　公益社団法人…日本建築家協会
問合せ　公益社団法人…日本建築家協会四国支部…大会事務局
　　　　〒780-8085…高知市大谷公園町 20-1
　　　　TEL：088-855-8068　FAX：088-855-6260
大会 HP　http://jia-tokushima.com/

「建築家と土着」グローカルに生きる

JIA建築家大会2017四国
阿波おどりの国 とくしま大会

地域会だより

＜東海支部＞
9/3 ～ 10　UIA…2017…ソウル世界建築大会
9/15… JIA東海支部大会2017岐阜「水の力」
9/28～30　JIA建築家大会四国2017とくしま大会
＜静岡＞
9/13… 9月静岡地域会定例役員会
10/14… 建築ウォッチング
11/17… 建築文化講演会
＜愛知＞
8/22 ～ 23　第29回「すまいる愛知住宅賞」　現地審査
8/24… 平川典俊氏…講演会
8/29 ～ 9/1　JIA建築…ワークショップ＠豊橋
9/7… 連続環境セミナー…スピンオフ02
9/22… CPD研修会
9/29 ～ 1/26　2017年度　名古屋市立大学講義
10/14 ～ 15　建築家フェスティバル（ゑびす祭りに参加）
10/22… 連続環境セミナー…補修授業①「宮本佳明講演会」
10/28… JIA建築見学日帰りツアー

＜岐阜＞
8/1… 支部大会　来賓者へ表敬訪問（10：00 ～ 11：00）
… 場……所：岐阜県庁　都市建設部　建築指導課
8/2… 支部大会パネルディスカッション打合せ会（18：30 ～ 21：30）
… 場……所：COA
8/7… 支部大会実行委員会及び岐阜地域会役員会（18：30 ～ 21：00）
… 場……所：ハートフルスクエア第２研修室
8/22… 支部大会実行委員会（18：30 ～ 20：30）
… 場……所：ハートフルスクエア研修室
9/11… 支部大会実行委員会及び岐阜地域会役員会（18：30 ～ 20：30）
9/14… 支部大会前日設営
＜三重＞
8/18… 第4回役員会
9/1… 会員研修3
11月… 建築ウォッチング
12/1… 会員研修4
1/20… 建築文化講演会

●第1講座（9月29日）
「ガイダンス／クライアントと建築家」八木有美・塩田有紀
●第2講座（10月6日）

「地域や街で活躍する建築家の仕事」齊藤正吉・黒野有一郎
●第3講座（10月13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4講座（10月20日）

「時と人と建築」浅井裕雄
●第5講座（10月27日）

「土地の持つ力を活かす」榎戸正浩　
●第6講座（11月10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7講座（11月17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24日）

「都市・地域整備の過去・現在・未来」尾関利勝……

●第9講座（12月1日）
「住宅設計士としての仕事」川口亜稀子　
●第10講座（12月8日）

「もの／ひと／こと／まち育て…−私の設計手法−」高木耕一…
●第11講座（12月15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22日）

「組織事務所のしごとと環境」近藤　正
●第13講座（1月12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19日）

「ご近所都市計画」吉元　学　　
●第15講座（1月26日）

「総括」（講師参加者）

2017年度 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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う熱を強く感じた。設計者として、編集者としてあ
らためて身の引き締まる思いです。（中澤賢一）
●2017年の夏も終わりを告げようとしています。
今年の夏は例年にも増して異常だった気がして
います。梅雨に雨が降らず、真夏のような暑さが
続き、夏に連日雨の地域もありました。支部役員
会報告で9月に岐阜で行われる東海支部大会
の内容が掲載されていました。今年の夏は久し
ぶりに連休を取り岐阜県の郡上、白川郷、鵜飼
いを見てきました。世界遺産の白川郷にも多くの
観光客がいて何だかテーマパークのようでした
が、一軒々近くで建物を見ていくと、昔のおばあ
ちゃんの家はこんなだったな～とか木の褪せた
感じが懐かしくもありました。今の日本の天候で
このような住宅は長持ちするのだろうか?…多くの
地震を経験した日本では、もうこのような住宅を
建築することはもうないのだろうな……。けれど
明るい未来に向けて快適で安全な建物を提案
していくことが、今建築家に求められていること
かもしれません。環境は常に変化していきます。

●連続環境セミナー＠2017での「省エネについ
てはJ(ジュール)という値が多用されるが、お金
(円)に変換することで具体的に理解できる」とい
う言葉がとても印象的だった。少なくとも私の携
わる業務において、事業主側が計画に対して
「結局、経済的にどれだけの利点があるのか?」
を求めている場面は多いし、設計者である自分
自身もお金という物差しを織り混ぜることで、さま
ざまな場面で施主を説得していたりもする。今号
で終了した山崎先生の連載「木材利用の意義
と地域資源の可能性」での「日本のモノづくりは
発生論である『問題開発』に対する力点が不足
している」ことも経済主導の社会の流れが一因
なのかと感じつつも、同連載で紹介された「錦
二丁目の木質化」や、東海住宅建築賞の審査
風景と通過作品はそんなジレンマをブレークス
ルーした内容で、素直に「建築」「まち」に向き合

編 集 後 記 自然環境・社会情勢に対応できる柔軟な思考、
そして技術が必要と感じます。今年の夏は日本
の古き良き伝統に少し触れてみて、日本人はそ
れを昔から持っているような気がしました。

（西郷悦代）

　ドイツ語に“ゲミュートリッヒ”という
言葉があります。…居心地の良い、くつろ
いだ気分を意味し、ドイツ人の住まいの
理想を表現する言葉として会話などにも
よく登場します。
　私たちは長きにわたるドイツとのかか

わりを通じて、ドイツの文化やライフス
タイルに触れていく中で、“機能的であり
ながらゆとりを求める”ドイツ人の住ま
いに対する考え方に多くのことを学んで
まいりました。このことが“ドイツ流住ま
い”を日本でご紹介する大きな動機と

なっています。
　自然を愛し、良いものを
長く大切に使い込む。伝統
や歴史を大事にすると同時
に、機能性や合理性を徹底
的に追求するドイツ流暮ら
しのスタイル。
　流行に左右されず、“本質
的な価値”を大切にするド
イツ人の想いの実現を目指
した最高級ブランドが『オ

スモ&エーデル』です。
　世界に愛される信頼のブランド、“独
osmo社”の「オスモカラー」、「オスモホル
ツ」と「オスモガード」。…そして、世界で
もトップブランドである「外付ブライン
ド・エデールヴァレーマ」と「樹脂サッシ・
エーデルフェンスター」。
　今の時代に必要とされる本当に“良い
モノ”を、“快適な住まいのスタイルとシ
ステム”をご提供させていただきます。
　それぞれのストーリー・想いが込めら
れているこれらの製品をもって、今後も
皆さまと共に、人にやさしく、環境にやさ
しい快適な住まいづくりのお手伝いを通
じて、社会に貢献して参ります。

暮らしの理想をドイツから

吉田貴紀｜オスモ&エーデル株式会社　中部営業所所長

法人協力会通信㉛
＜三重＞

外付けブラインド・ヴァレーマ

●オスモ&エーデル株式会社　中部営業所
名古屋市千種区東山通5-20-1 サン東山公園ウエスト2D
TEL 052-782-7555　FAX 052-781-9002


