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　日が沈み始めた港町を歩いていると、屋根の上には鳥たちが
間隔をあけて留まり、羽を休めている。漁港は1日の仕事を終え、
人影も少なくなってきた頃であった。
　早朝には賑やかだったであろう荷捌き場は、がらんとしていて、
灯台の光がチカチカと等間隔でこちらを照らしている。荷捌き場
の軒下には、穴が空いて年季の入った網が、暖簾のように吊り下
げられていた。古くなった漁具を利用した防鳥網だろうか…。夕
刻の光も相まってなんとも「渋い」表情を見せていた。これが今回
の写真の一幕である。
　「渋い」と感じる理由はなんだろうか、と考えてみる。おそらく、
一朝一夕で生まれるものではなく、狙ってつくることができるもの
でもなく、程よい経年劣化により、全体のトーンがあっているさまに
「渋さ」を感じるのではないだろうか。時の流れに寄り添いながら、
「渋さ」を纏っていくようなデザインを生み出したいものである。

ところで、「渋い」と言えば、私は何かに集中すると、つい眉間に
皺が寄り「渋い表情」になってしまい、周囲に指摘されることがあ
る。歳を重ねながら、深みのある「渋い顔」を目指したい。
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自作自演○216

中西　曄（JIA愛知）

オウ環境設計事務所（名古屋市中区大須4-10-32上前津KDビル6階　TEL…052-242–2331　FAX…052–242–2354）

　学生時代から知らないまちへ行くことが好きで、大学へ入ってすぐワンダーフォーゲル部に入部し、地図を片手に放浪していまし
た。また日本地図を部屋に貼って、すべての都道府県を踏破しようと行くたびごとに書き込んでいました。
　その後、ゼネコンに就職してからはなかなか休みが取れなくなり、金沢や津の現場などに半年から1年ぐらいといった具合で旅の
記録が伸びなくなりましたが、たまたま設計事務所を始めたおかげでまたあちこちに出かける機会が増えました。昨年、今まで全く
縁のなかった秋田で紅葉が美しい角館を訪問する機会を得て、そして今年は8月に日本の最北端宗谷岬へ行き、概ね形だけは全都
道府県を回りました。
　とりあえず国内の目標を達成したのでこれからはもう少し機会があれば海外へと思い、調べてみると世界の国は公式には196カ国
もあるそうです。海外へは私も100回以上は行きましたが、大半は北半球のヨーロッパかアメリカで行った国も精々20 数カ国です。
　先月はイギリスのグラスゴーへ乗り継ぎを含め16時間ほどかけて住宅地の視察に行きましたが、時間差や温度差で中々体調が戻
りませんでした。帰りの機内では、ご婦人が通路で突然倒れアナウンスで医者を探すという事態になりました。エコノミー症候群と
いうことでとりあえず事なきを得ましたが、とても他人事だとは思えませんでした。
　今までのように仕事で調査や視察のようなハードスケジュールはもう無理なので、近場の東南アジア諸国を回ったり、時間が取れ
るようになれば何とか南半球の国へ時間をかけて、学生時代にあこがれた西行や山頭火のように山野をかき分け行ってみたいと思っ
ています。

旅に出る

中村　哲也（JIA愛知）

中村建築設計事務所（名古屋市東区葵1-25-1　TEL…052-935-2561　FAX…052-935-3273）

　“自然は日々 変わる”。一昔前とは違う自然の早くて大きな力をニュースにて日々 感じているこの頃です。
　名古屋市守山区の上

か み し だ み

志段味に、体に障害のある方 が々共に暮らせる共同生活援助施設（相談支援

や地域の方 と々の交流スペースもあります）の設計依頼を受けました。南前面に県のなだらかな大きな山緑地を
配する、緑豊かな敷地です。調査や国・市との協議も順調に進み、敷地が市街化調整区域・宅地
造成規制区域・緑地地区等という規制地区なので、来年4月後からの建設に向け開発協議申請を行
い2月には許可を受けました。しかし…その後、県より通知があり来月より当該敷地が「土砂災害特別警戒区域」に一部かかるので、対策工事等を行
い県の許可を受けるよう指示を受けました。法人共に驚愕し、信じがたい思いで県に確認しましたが、やむない事実でした。この法律は、建物が破壊
され、住民に大きな被害が生じないように施行されたものですので、思えば建物が建設後に施行された場合を考えると対策を取ることは難しくなり、建
物の一部が使えなくなる場合もあり得るので、私も幸いと信じ県と協議しました。山側（南）含めて敷地の3方向に、2m～5m（最高）の擁壁を配し、建
物（平家建てながら）も敷地地盤より70cm上げました（敷地内に大雨水が流れたときの対策）。
　さて、以上の必要工事概算は当時2,000万円程でした。造成費で借入しても、自己資金分も必要ですし、建物がGLより上る分基礎も長くなりコスト
高となります。建築家として、入居者の方々が安心して暮らす家をつくるためには何か工夫をしなくてはと、書籍にて5年ぐらい前より少しずつアイデアを
ためていた耐火木構造ならどうかと、納まりを検討しました。その結果、原設計の建物形を大きく変えずに、国・市も鉄骨耐火造と同等に、構造的に基
礎は小さく変更可能か、そして実施構造計算も4回程行い大屋根形状も切り替えつつ、内部構造壁（耐火木構はこの部分が多いとコスト高になりやすい）もバラン
ス良く押えて、予算（補助や借入）も法人が安心できるものとなりました。あとは建設実施ですが、ともあれここまで人 の々協力を得て納まりました。
　日々 変わる自然の中、家を建てて暮らすことは、人 の々工夫・協力を必要とするこの頃に、より建築家はアイデアをためておく必要を感じています。

苦心の末完成したピザ釜

斜線部が敷地

状況変化に対応する、日ごろからのアイデア
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福田　泰造（JIA愛知）

福田泰造建築事務所（常滑市樽水町1-172　TEL…0569-34-5405　FAX…0569-34-5405）

　中米の小国コスタリカでは、朝食は太平洋岸で夕食は大西洋岸で楽しむのが一番の贅沢だそうです。訪日した英国のメイ首相は、
英国は島国だからEU 離脱後、逆の発想として多様性をすべての分野で検討したいと言っています。中米では新大陸発見から始まっ
た混血の歴史があります。国際交流（TSIE：HP 参照）に携わって22 年間いつも単一民族の多様性を考えてきました。幾多の侵略
を乗り越えたコスタリカの血が生みだした文化に浪漫を覚えます。サンホセのカンファレンス会場近くの国立劇場（ライー・クリストフォロ・
モリナーリ設計）の部位にガルニエのパリオペラ座を代表とする欧州建築への憧れを垣間見ると同時にコスタリカの主産業であるコーヒー
農園やバナナ農園を描いたホワイエの壁画に先住民と移民による多様性が生み出したこの国独自の芸術文化を感じます。コスタリカ方
式の選挙は中米で唯一軍を持たない多様性
国家だから成しえた結果であり環境問題への
取り組みは緑の地球への愛を感じます。日本
の現代建築に多様性を見ようとしたとき、表皮
しか感じられないのはまだわれわれには多様性
の本質が理解できていない証拠かもしれませ
ん。文化の多様性は人類の存続のための社
会的に新しい制度ではないかと思います。

コスタリカにて多様性を問う

コスタリカ サンホセ 分別ごみ回収箱コスタリカ国立劇場

吉元　学（JIA愛知）

ワーク◦キューブ（名古屋市昭和区福江1-7-2　TEL…052-872-0632　FAX　052-872-0633）

『ARCHITECT』図書館レポート

　『ARCHITECT』が公立図書館でどのように扱われているのか調べてみました。
　まずは鶴舞の名古屋市中央図書館です。2013 年の 1 月号 292 号からありましたが、残念ながらそれ以前はありませんでした。
旧建築家協会の 30 周年の記念誌は保管されていました。続いて三の丸にある愛知県図書館です。こちらは創刊号から製本し
て保管していただいています（写真 1）。（写真 2）が創刊号（1988 年 10 月号）の表紙です。基本のデザインは今と変わってい
ません。国立国会図書館でも検索しますと創刊号から保管されているよう
です。
　このように図書館に『ARCHITECT』は保管されています。100 年
後に東海地区の建築家を調べようと思ったら力強い資料であり、大げ
さなようですが建築文化の一端を担っていると思います。そのためにも

『ARCHITECT』の紙面で会員が「名古屋城天守閣木造復元」や「歴史的
建築の安易な取り壊し」などに意見を述べ、蓄積していくべきだと思います。
　もし、創刊号から保管しておみえの方がいましたら寄贈していただけま
すと大変ありがたいです。鶴舞の図書館の方もぜひ欲しいとおしゃってい
ました。事務局にも創刊号からはありません。よろしくお願いいたします。

苦心の末完成したピザ釜

写真 1 ｜愛知県図書館では、
創刊号から製本して保管

写真 2 ｜「ARCHITECT」創刊号
（1998）表紙
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JIA東海支部大会
2017岐阜
水の力
日本の風土の源であり、
21世紀の国土の力

会場となったヒルホテルサンピア伊賀 

9月15日（金）
● 作品展（パネル、模型など展示）
　 時間｜10:00 ～18:00
　 会場｜メディアコスモス（考えるスタジオ）

　 【展示内容】
　 JIA東海住宅建築賞2016-2017、
　 ゴールデンキューブ賞2016-2017、
　 第33回JIA東海支部設計競技、
　 法人協力会PR、岐阜地域会会員設計模型
● フォーラム（映像＆講演＆パネルディスカッション）

　 テーマ「サスティナブルな地域環境の構築」
　 パネラー｜山崎真理子、辻　晃一、
　　　　　　白滝治郎
　 コーディネーター｜車戸愼夫
　 時間｜13:30 ～
　 会場｜ぎふメディアコスモス（みんなのホール）

● エクスカーション「信長が愛した長良川」
　 時間｜15:50 ～18:30
　 会場｜①信長公居館跡・三重塔・
　　　　　 川原町コース
　　　　 ②金華山・岐阜城・川原町コース
■ 鵜飼船による懇親会
　 時間｜18:30 ～
　 会場｜鵜飼船船上にて（弁当、飲み物付）

　東海支部大会にお越しいただいたすべての方 に々感謝申し上げます。
　参加者は120名余り、鵜飼舟のレセプションには当初の計画を大きく上回る100名弱の参加をい
ただき、大いに盛り上がった大会となりました。天候にも恵まれ、屋外で行うエクスカーション、レセプ
ション共に大盛況で終えることができました。
　本大会は、「水の力」という大きなテーマに対し、地方都市がどう捉え今後の地域環境に役立て
るのかが鍵となっていました。
　フォーラムでは、その大きなテーマをパネラーの専門的な知識を生かしつつ、建築的な要素まで
突っ込んで具体的に分かりやすくお話しをいただいたことで、地域環境をより身近で感じられ、今後
建築と向き合う上で貴重な機会となりました。エクスカーションでは、岐阜城下での歴史、川港の風
情・文化に触れていただきました。鵜飼舟レセプションでは、長良川の風情を感じていただくのに丁
度良い気候の中、世界農業遺産である、長良川の鮎の鵜飼を楽しんでいただけたと思います。ま
た、メイン会場での常設作品展示では、学生さんを含め、一般の多くの方々の来場がありました。こ
の展示を通して岐阜の方 に々JIA東海支部を認識いただき、活動へのご理解をいただけたのでは
ないかと思います。
　大きなテーマではありましたが、小さな地方都市ならではの身の丈に合った良さを感じていただ
いたのではないかと思います。今後の支部大会において、地域会が催す地方発信大会の起点に
していただけたのなら幸いです。
　最後に、講師をはじめ、ご来賓の方々、ご協賛をいただいた企業の方々、岐阜地域会の実行委
員会メンバー、岐阜地域会協力会員の皆さま、および愛知地域会のご協力いただいたメンバーの
方 に々、重ねて厚く御礼を申し上げます。

大会を振り返って

大会委員長　長尾英樹

　9月15日は中秋の名月。金華山と岐阜城をシルエットに照らす名月の明りと、鵜飼の篝火の明り、
二つの明りの競演が長良川の水面に映える。企画時点では、そんなイメージを抱いていましたが、9
月15日が中秋の名月であったのは昨年のことで、今年は10月4日でした。「奥の細道」の旅暦がすっ
かりすり込まれてしまっていたので…。
　「あかり」といえば、「ひかり」に比べると、東京に対する地方、太陽に対する月（陽の光り：月明り）、
LEDよりも蝋燭や松明といったイメージで、仄かで儚く、揺れ動きながらも健気で「文化」の香りを感
じます。一方、「ひかり」はすべてを均等・均一に明るく照らし、ゆるぎない力強さがあり、法律や世界
標準が持つ「文明」の匂いがします。
　江戸時代までは身近な生活の中心に「あかり」がありました。やがて電気が発明されると、「あか
り」は「ひかり」に取って代わられ、電気による照明の自由度は、日本の住居にも個室をつくり出しまし
た。そして今日では「ひかり」は「windows」へと進化し、個室と世界を直接結ぶ「窓」となっていま
す。加えて生産革命の主役に躍り出ようとしている「汎用型A・I」が全産業界に浸透しだして、現
代はまさに「ひかり」に満ち溢れた世界となってきました。
　JIAは組織として「ひかり」輝くことは不可欠ですが、会を構成している会員は個人で、つまり「あ
かり」です。「あかり」は確かに揺れ動き、照らす世界も狭い。しかし、温もりがあります。今回の支部
大会で、「水の力」が持つ文明と文化の両者の姿を通じて、「新しい公共・公益」のあり方が見つか
れば、新しい時代の「ひかり」としてJIAの存在意義が少しでもあるのではと思った次第です。−そ
れとも、やはり情報産業の一部として制度・ルールの確立に努め、経済システムに組み込まれてゆく
しかないのでしょうか。

「水の力」と「あかり」と…

JIA東海支部長　車戸愼夫
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最先端企業で働いてきた者には、朝8時から
夕方5時に終わる故郷の仕事ぶりが「人間ら
しい生活をする」上で非常に新鮮に思える。
計画的植林や先端産業は、自然に負荷を掛
けることが多い。地域の特色を生かし、地産
地消で地元に還元できることは何かを考え仕
事に生かすことで「生きがい」「働き甲斐」を
見つけ出すことが大切だと思う。

◉山崎氏　神戸生まれで幼少の頃より異人
館を見て、木造洋風建築に興味を持ち、木
材、木造建築の道を選んだ。ただ、同じ日本
でも神戸の河川は山からすぐに瀬戸内海に
流れ込むのに比べ、岐阜は大きな3本の川
が広い平野をゆったりと流れる清流だと思う。
「働き方」即ち「生き方」にも、男女の差、年
齢差など人間には多様性があり、できることと
できないことがある。できないことをポジティブ
に考えることが新しい発見へとつながる。一
言で「森」と言うが、多様な地形、環境、地
域とかかわりを持っている森で育った木材は、
当然、多様な強度や特色ある材質を有する。
この多様性を素晴らしい知恵で組み合わせ
ることができた木造建築は、日本が自信を
持って誇ることができる文化でありDNAであ
る。「環境との共生」「地域公益性」「加工容
易性」、そして木材の持つ癒し、温かみと
いった「人への親和性」から見ても、今後都
市部の建物においても木質化を推進すべき
ではないか。ただし、コスト面において木材
の3割は使用されるが残りの7割は廃棄され
る点が問題視される。

　今後、この「水の力」による自然資源を無
駄なく利用できないかとの問題提議が、われ
われJIA建築家に投げ掛け
られた。

　前日来の台風18号の進路を心配していた
が、当日は秋晴れの天候に恵まれ、会場に
は多くの県外からの来訪者が集った。
　支部大会が開かれる9月7日から10月8日
の間に訪れる満月の夜は「十五夜」「中秋の
名月」に当たり、古来より月明かりと川辺に映
る鵜飼の篝火は「光」を愉しむ日本独特の文
化である。
　「われわれJIAという団体は『個』の集団
です。その一つひとつを『あかり』とすれば、
JIAは組織の『力』によって大きな『ひかり』と
なって地域を照らすような団体でありたいと思
います。地域会員および東海支部の皆さん
が一所懸命考え、本日の支部大会を開催で
きたことに感謝します」、こんな支部長あいさ
つで式典が始まった。続いて3名のパネラー
の紹介登壇があり、車戸支部長のコーディ
ネートによりパネルディスカッションが始まった。
まず大会のテーマである「水の力」について
20分程のビデオが上映された。
　日本は、四季の変化があり世界的にも「水
資源」に恵まれた国だ。この豊かな「水の力」
は、自然環境の保持とともに経済的な面でも
大いに活用すべきである。石油などの消費
型の資源とは違う循環型の水資源を、農業
のみならず、都市環境や生活環境に利活用
していくことが大切である。特に清流長良川
とその流域の環境は、先人の知恵が培った
貴重なもので、「水の力」が育んだ美しい風

パネルディスカッション

テーマ「サスティナブルな地域環境の構築」

土となった。その風土に秘められた、サスティ
ナブルな地域資源を都市建築に生かすヒント
とは何かを3人のパネラーの話から引き出すこ
とが期待された。
　パネラーの白滝治郎氏は郡上出身で、現
在、郡上漁業協同組合の参事として長良川
の鮎釣りに関する著作活動に従事している。
辻晃一氏は、美濃市出身で大学卒業後、大
手先端企業に入社した後一転、家業の伝統
産業である和紙の製造に従事している。2
人共、郷里の魅力にひかれたUターン組で
ある。もう一方、山崎真理子氏は神戸の生ま
れだが、母親が岐阜出身で、現在、名古屋
大学生命農学研究所准教授としてこの地方
とかかわりがある。「水の力」に育まれる森林
資源のサスティナビリティと地域社会再生な
ど木材・木造建築について研究成果を数多く
発表している。以上3名の方 よ々り、まず「水
の力」長良川についてその思いが語られた。

◉白滝氏　「良い川」とは人の手が入らない
自然のままの清流をイメージしやすい。ところが
長良川は水源から川下の伊勢湾まで、その
流域面積が広く多くの人が住まい、古くから産
業も発達しているにもかかわらず、豊かな自然
が残る清流である。上流では水を汚さないよう
大切に使う「心遣い」の知恵、下流ではこの
清らかな水に「感謝」する地域の文化を大切
にしている。現在、限界集落といった人口減

少など、この文化を継承する後継
者の育成が大切と思われる。

◉辻氏　清流長良川の水に育ま
れた美濃和紙の特色は、古来
「呼吸する紙」と言われてきた。
建築における高気密住宅は、人
工的住環境、無呼吸住宅に近い
のでは。「生き方」、「働き方」の
面からいうと、現代社会においてパネルディスカッションの様子

山田貴明（JIA岐阜）｜
デザインボックス
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　朱塗りの色が目立ち金華山の山麓の緑に
彩りをそえた岐阜公園のシンボル的な存在の
三重塔の前で岐阜市都市建設部まちづくり
課の波能氏の説明を聞く。大正の初め頃に
長良橋の古木材を転用して建築され、その
後は幾度となく修復がされているとのこと。日
本建築史学の伊東忠太氏による設計で懸垂
式心柱といって柱を礎石から浮かせている
方式が用いられている。建築物の中心に心
柱があることにより地震時の揺れを軽減して
いる心柱制振。塔の内部では、五重塔やス
カイツリーの制振構造にもつながる伝統的工
法や心柱の下部が浮いている様子を直に見
ることができた。
　長良川から城下町に続く湊町の川原町の
まち並みは長良川の水を利用した水運で栄
え、美濃和紙や材木のまちとして岐阜文化
の形跡を残している。江戸から明治時代の
商家町家を偲ばせる格子のある懐かしいま
ち並みで、狭い間口に長い奥行という古くか
らの日本家屋が軒を連ねている。
　岐阜に着いたその日は会場であるメディア
コスモスの波うつ木製格子天井に迎えられ、
城下町の散策では居館跡で信長の美意識
を感じ、古いまち並みの町家の格子組みを
偲ぶなど歴史・文化の体感の見学であり、岐
阜長良川の地域風土の尊
さを感じる時間を過ごした。

　エクスカーションは、初秋の岐阜金華山城
下町の建物と居館跡の歴史文化を訪ねた。
岐阜公園前の大通り沿いに金華山を背にし
て正法寺「岐阜大仏」が建っている。日本三
大仏の一つで江戸時代末期に建てられた。
奈良より小さく、鎌倉より大きい高さ10ｍ超の
大仏である。真木柱、美濃和紙、竹材と上
質な粘土、漆といった当時の地域文化であ
る素材を結集してつくられ、大飢饉の災いか
ら人 を々救おうと建立されたとのこと。堂 と々
した佇まいに反して柔和な顔立ちの大仏の
前では、心が清められて少し安らいだ気持ち
になる。

金華山の麓では戦国時代に斎藤道三、織田
信長が住んでいた居館跡にて発掘調査にか
かわっている岐阜市教育委員会の高橋氏に
案内をいただいた。信長は金華山全体を城
と考え、山頂は城郭部分、山麓は居館部分
に分けられている。この居館部分には、重層
建築物と巨石列を構え、多くの庭と池を設え
て山水画の世界を実物大に表現し、その眺
めを楽しむ「おもてなし空間」としてまとめ上げ
ていたそうだ。石で見せる城へと一変させる
城郭を築き始めたのも信長であった。巨石や
岩盤や水路跡、高低差のある段 な々地形は
今でも往時の面影を伝えている。高橋氏の

説明では、遺構の下の大
きさの異なる石の層の重
なりで過去の時代背景を
知ることができるという。
排水側溝が出土していな
いため、池や滝からの雨
水放流が謎である。高さ
約35ｍの巨大な岩盤の
壁面には、大雨の時に2
カ所の滝が実際に出現し
たといった発掘調査の現
場の様子を交えながら、
大変興味深い話をうかが
うことができた。

原の合戦以後、城下町は商人を中心とした
町人町として繁栄し、近代以降も地域の中心
的な都市機能が集積されています。
　エクスカーション2では、岐阜城へは岐阜
公園内にある金華山ロープウェーで山頂駅
に到着し、その後は山道を徒歩で登りまし
た。道中、木々の合間からは長良川沿いの
市街地や遠景の山並みが眺望でき、心地よ
い風が吹き抜けていました。
　岐阜城は、標高329ｍにあり、現在築城さ

小坂井孝（JIA愛知）｜
野口建築事務所

　長良川左岸の金華山は、古くから伊奈波
神社の信仰の対象であり、中腹の丸山には中
世まで社殿があったと伝えられています。戦国
時代、金華山には、斎藤道三、織田信長の
居城が置かれ、近世以降、城は廃絶し一般
の入山が規制されていました。金華山西麓
は、古くは「井口」と呼ばれ、斎藤道三により

まち並み散策・懇親会

エクスカーション1

信長公居館跡・三重塔・川原町コース

エクスカーション2

金華山・岐阜城・川原町コース

長良川北側の防御線として位置づけた総構
の城下町が形成されました。「井口」は織田
信長により、「岐阜」と改称され、16世紀から
17世紀にかけて形成された斎藤道三による
井口城下町と織田信長による岐阜城下町の
骨格は、金華山西麓周辺における都市構造
の基礎として現在も引き継がれています。関ヶ

岐阜大仏 高台から見た居館跡
（左側の岩壁には大きな滝の跡も）

三重塔内部では心柱が浮いている 川原町のまち並み、通りの後方には金華山
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を浅瀬に追い込んでゆくさまは壮観かつ幻想
的な雰囲気を十分に感じることができました。
長良川鵜飼が初めての方にも楽しんでいた
だけたと思います。
　織田信長、徳川家康と時の権力者たちか
ら庇護を受けて今日まで受け継がれてきた歴
史と伝統、世界遺産に認定された「清流長
良川の鮎」の里山システムあっての「ぎふ長
良川鵜飼」は東海支部大会2017岐阜「水
の力」にふさわしいフィナーレだったと思いま
す。今回参加できなかった方 も々ぜひ「ぎふ
長良川鵜飼」を体験してみてください。
　開催期間中は無休ですが、中秋の名月の
みお休みです。満月の月明りでは明るすぎて
鮎が集まりにくいからとのことですが、この習
わしも長い伝統ならではですね。

　東海支部大会のフィナーレは「ぎふ長良
川鵜飼」、日本で唯一の皇室御用達の鵜飼
です。総勢93名の方に参加していただき、
屋形船4隻を貸し切っての大懇親会となり
ました。1号船は車戸東海支部長、2号船
は長尾岐阜地域会長、3号船は矢田東海支
部幹事長、4号船は山田（貴明）岐阜地域会
監査と各座長のもと食事会と鵜飼観覧を
楽しみました。

　エクスカーション散策の終点、長良川沿い
の川原町で乗船し、午後7時前に出船、船
上で約1時間の食事後、鵜舟に篝火が灯さ
れ花火の合図とともに鵜飼が始まりました。
　暗闇の中、鵜匠は十数羽の鵜を手縄で操
り、鵜が鮎を獲りやすいよう巧みに誘導してい
きます。毎日、生活をともにしている鵜匠と鵜
はさすがに息の合った動きで、篝火に集まっ
てきた鮎を次 に々獲っていきます。

　狩りをしながら川を下っ
ていき、川下では鵜飼最
大の見せ場である「総が
らみ」が行われました。
　岐阜城と金華山の雄
大な背景をバックに、6隻
の鵜舟が川幅いっぱい
に並び、一体となって鮎

れている城郭のうちでは有数の高さを誇りま
す。最上階の天守からは、眼下に長良川が
岐阜市内を貫流し、東には恵那山、木曽御
岳山が雄大な姿を見せ、北には乗鞍、日本ア
ルプスが連なる風景が眺望できます。西には
伊吹、養老、鈴鹿の山系が連なり、南には濃
尾平野が広大に開け、木曽の水系が悠然と
伊勢湾に流れている風景が眺望できます。
　かつてこの場所で織田信長が天下を見晴
らした時代に思い巡らしつつ、壮大な眺望景
観を楽しみました。
　現在の城は、1956（昭和31）年7月、岐
阜城再建期成同盟によって復興されたもの

で、鉄筋コンクリート造3層4階構造、延床面
積461.77㎡、棟高17.7ｍ、城内は1階「武
具の間」、2階「城主の間」、3階「信長公の
間」、最上階は展望台「望楼の間」の構成に
より築城されたものです。
　岐阜城の展望台「望楼の間」からは、長
良川沿いの川原町や鵜飼屋などのまち並み
が眺望できます。
　金華山西麓周辺は、長良川の川湊として
繁栄した尾張藩領時代には城下町の都市
構造を生かしつつ、経済拠点としての機能を
優先した町場の整備と拡大が進んだと伝え
られています。明治中期の鉄道開通以降、

水運の需要は徐 に々失
われましたが、現在も当
時の川湊の様子を伝える
生業をまち並みから垣間
見ることができます。
　川原町は、斎藤道三
の時代から市場として

の機能を有していたと考えられており、近
世以降、城下町としての機能は失ったもの
の、長良川の水運を利用した商工業の湊町
として繁栄しました。震災や戦災の被害を
免れたため、江戸・明治後期に建築された
町家が残っており、川湊の様子を今に伝え
ています。川原町の対岸（長良橋の北東地
区）には、鵜飼屋の地名の通り長良川鵜飼
を営む鵜匠が今も集住し、伝統的な漁法を
使った鮎漁を営み、観光鵜飼の拠点となっ
ています。
　このエクスカーションでは、金華山と長良川
の環境が受け継いだ歴史・文化、地域資源
の素晴らしさを存分に実感することができまし
た。関係者の皆さま、ありがとうございました。

間瀬高歩（JIA愛知）｜
地域計画建築研究所

寺下　浩（JIA岐阜）｜
スマイロ・アーキテクツ・オフィス

鵜飼船による懇親会

篝火の灯りが川面に反射し美しい 屋形船 4 隻を貸し切って食事会と鵜飼観覧
を楽しみました

岐阜城から川原町への眺望　 岐阜城への山道
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セントレアからインチョン空港へ
　9月3日より2泊3日で初めての韓国へ行きま
した。目的はソウルでのUIA大会への参加で
す。2時間のフライトで到着。あらためて日本
列島と朝鮮半島の近さを感じます。ヨーロッパ
のように空港にマシンガンを持った兵士がいる
こともなく、ごく日常的な雰囲気でした。

ソウルの建築
　歴史的なまちに現代建築が混ざり合う魅
力のある風景でした。短い滞在でしたが、

サムスン美術館リウム（レム・コールハース、マ
リオ・ボッタ、ジャン・ヌーベル）、東大門デザイ
ンプラザ（ザハ・ハディド）、梨花女子大学
（ヴォーリズ、ドミニク・ペロー）、アラリオ美術館
（キム・スグン、チャン・セヤン）、ソウル市庁舎
（ユ・ゴル）、景福宮など新旧の建築を見学し
ました。また、若い人が集まる梨泰院や東大
門の市場はとってもエネルギッシュでした。

UIA2017ソウル建築家大会
参加者レポート

UIA2017 SEOUL
　2011年の東京でのUIA大会には参加しま
したが、海外での参加は初めてです。朝9時
前に広い会場の中を迷いながらやっと式典
会場に到着、同時通訳のイヤホンはありまし
たが、韓国語・英語・フランス語・スペイン語・
中国語しか無く、語学のできない私にはさっぱ
り理解できませんでした。大会のテーマは
「SOUL…of…CITY（都市の魂）」です。まさか
ダジャレではないと思います。3つのサブテーマ
「Future」「Culture」「Nature」があり、おそ
らくこれからの世界での建築のあり方につい
て熱く議論されたものと思われます。別の会
場にはさまざまなブースがあり、インスタレー
ションや模型の展示、次回大会の候補地のア
ピールがありました。滞在時間は3時間。

国際交流
　4日の夜にジャパンナイトと銘打って焼肉店
で食事会がありました。三井所清典建築士
会会長や古谷誠章建築学会会長の姿や、
太田隆信氏の元気な姿をお見かけしました。
そこで支部で国際交流をしている沖縄支部
と九州支部の方 と々お会いしました。海外の
建築家と交流する壁の高さを感じましたが、
間に入っていただける人材に恵まれれば語
学力に頼らずに交流できそうな気がします。
東海支部と海外の建築家が直接交流できれ
ばもっと面白くなりそうです。ソウル大会では、
JIAで海外に詳しい方にもう少し案内してい
ただけると理解が深まったのかと思います。
次のUIA大会はリオ、その次はコペンハーゲ
ンとなり、しばらく行けそうにありません。

アラリオ美術館。空間社屋（1978）を改装して美術館とレ
ストランに

東大門デザインプラザ（ddp）。近未来を感じさせるデザイ
ンでソウルのまちで異彩を放っていました。

会場のCoexは江南地区にあり、大規模な複合施設で、その
中のコンベンションセンターで行われました

式典でヒップホップダンスのパフォーマンスがありました。東海支
部からダンサー建築家を同行したかった。「SOUL of CITY」は
ラップのノリなんですね

入口でお茶とお菓子のサービス。朝早いのでありがたかった

2023年の開催地のアピールです。昔は名古屋も行ったのです
ね。2020年のリオの次はコペンハーゲンに決まりました

会場ではさまざまな展示がありました。これは住宅の模型
展。ゴールデンキューブ賞のブースもありました。そこで
唯一の知り合いの田口さんにお会いできました

吉元　学（JIA愛知）｜
ワーク◦キューブ
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　平川典俊氏は、ニューヨークを拠点に写
真・ペインティング・ダンスパフォーマンス
と、多彩に活躍しているアーティストであ
る。2012年には、群馬県立近代美術館で
大規模な回顧展も開かれている。その一
方で、福島の原発災害の後には非営利組
織「TODAY… IS…THE…DAY」を立ち上げ、
福島県双葉郡広野町の子どもたちにアー
トセラピーを通じた心身ケアの支援プロ
グラムを実施したりもしている。その平川
氏の講演会がキッチンハウス名古屋店で8
月24日に開かれた。もとはといえば、この
講演会の企画自体が私と平川氏との個人
的なやりとりの中で瓢箪から駒のように
生まれてきたものなのだが、ありがたいこ
とにJIA東海支部がその受け皿となってく
れたのである。
　致し方ないこととはいえ、当日会場を訪
れた恐らく過半の人たちにとって、平川典
俊という名前はほとんど初耳であったに
違いない。そういう中で、彼の話す言葉に
どれほどの共感、疑問、詰まるところコ
ミュニケーションが生まれうるかというこ
とは当初から心配していたことではあっ
た。その辺りを察してか、講演は自らの来
歴と作品紹介のような内容に多くを費や
し、2時間にわたる話の、かなりの部分を、
それに割く形となった。
　個人的には、アートセラピーやそのプロ
グラムのことなどを成果や効果も含め、も
う少し詳しく聞いてみたかったのだが、そ

もそも平川氏の活動、作品の形態、あるい
は表現が、一般的に私たちが思い描くアー
ティストのそれとはかけ離れていて、文字
通りイントロのような導入部がないことに
は、一人のアーティストの振る舞い全体の
中でのそうした活動の位置づけも分から
ずに、単なる「イイ話」として聞いてしまっ
たかもしれない。
　とはいえ、建築関係に気を遣ったのかト
ム･メイン氏との協働による作品の話から
始まったその内容は、あまりに多種多様、
枝葉も多く─反戦運動としてのコンセ
プチュアルアートの話、映画監督新藤兼人
氏の初期の作品、『原爆の子』(1952年)を
回顧展としてニューヨークで上映した話
(世界各国で数々の映画賞を受賞していな
がら、長らくアメリカでは上映禁止だっ
た）、ベニチオ･デル･トロ氏（ゲバラを描
いたハリウッド映画『チェ』で知られ、か
ねて新藤監督のファンだった)が広島を訪
れるドキュメンタリーを制作した話、ルイ
ス･バラガン財団からの依頼で行った、世
界遺産であるバラガン邸でのパフォーマ
ンスや映像撮影の話─というのはごく
一部で、一つの作品やプロジェクトにいく
つもの入れ子になった言葉が、内へ外へと
枝を伸ばす。話はとどまることがなく、興
味も尽きることがない。福島の子どもたち
への支援の話、アートセラピーの話も、問
題含みの話題が多々あった。子どもたちを
毎年1回シンガポールまで連れて行って、
セラピーのプログラムを受けてくるのだ
が、そうした費用に年間一千万円がかか
り、それを平川氏が一人で集めている。し
かもあろうことか肝心の日本からの支援
者がない、などなど。
　講演全体をあらためて思い出してみる
と、平川氏のそうした活動には、多様さの
中にも何かしら通底するものがありそう

だ。回顧展のカタログ所収の、谷内克聡氏
の論考にある「平川典俊の作品に内在する
アブジェクシオン」という指摘が示唆的で
ある※。「アブジェクシオン」とは、批評家
ジュリア･クリステヴァの用いた概念で

「おぞましいもの」、あるいは「棄却」とい
う意味なのだが、個人的には「禁忌」とい
うような言葉の方が、この際分かりやすい
ように思う。つまり平川氏が作品を介し
て、触れてはならない禁忌に触れる、それ
ゆえ触れられる側はその作品を「棄却(ア
ブジェクト)する」という話なのだが、アー
トの活動から被災地支援まで、平川氏の
活動の奥底には常にアブジェクシオンが
横たわっている─講演中に語られた、バ
ラガンが実は同性愛者であったという話
はそんな意味で興味深い。邸宅の中に「愛
人」である女性を住まわせ、その部屋まで
が用意されていた(平川氏はそこで作品の
撮影を行っている)、などという話は、カト
リック教徒が人口の9割を越えるというメ
キシコ社会で、彼が抱えた困難を想像さ
せてあまりある。私たちが褒めそやすバラ
ガン建築のある種の禁忌を、平川氏は、ま
るで必然のように露呈させてしまう─
それともそもそも建築には、そんなことは
無関係だったりするだろうか。

JIA 愛知発

アート、建築、禁忌あるいはアブジェクシオン

平川典俊氏講演会

講演会の様子

道家　洋（JIA愛知）｜
道家洋建築設計事務所

吉元　学（JIA愛知）｜
ワーク◦キューブ

※「アブジェクシオンについて─平川典俊の場合」谷内克

聡（平川典俊『平川典俊─木漏れ日の向こうに』、美術出

版社、2012、b/006-b011p）。論考中の、ブルーノ･タウト

の著作『日本美の再発見』の翻訳にまつわる話がまた面白く、

タウトが描いた「徳川体制下の階級制度」と書かれた図をめぐ

る、アブジェクシオンに関する話が興味をそそる。日本で翻訳

出版されたタウトの著作の中で、ある言葉がアブジェクト(棄

却)されたというその話は、私たちの社会に内在するアブジェ

クシオンそのものの話しでもあり、今日の私たちにとって、やは

り示唆的な気がする。ちなみにカタログは一般書籍としてアマ

ゾンなどで販売中。



10　ARCHITECT　2017 − 11

JIA 愛知発

JIA 愛知発

環境・エコ・災害対策に向けた各社の取り組みについて

住宅設計に『BIM』は有効だろうか?

法人協力会主催　CPD研修会

住宅研究会　連続講演会「住宅のつくり方」第5回

　9月22日(金)中日パレスおいて、2017年度第
1回目のCPD研修会を開催しました。本研修
会は、法人協力会から日頃お世話になっている
JIA会員の皆さまへの認知活動の一環として、
各企業から「環境・エコ・災害対策に向けた各
社の取り組み」を紹介させていただきました。
＜講演企業＞㈱ピアレックス・テクノロジーズ、㈱
エフワンエヌ　＜参加者数＞会員31名、法人
協力会員32名

㈱ピアレックス・テクノロジーズ

外装材の選択

講師：山内信幸氏

　塗料の歴史・組成・種類など塗料全般の話
から、現在採用されている塗料の強みや弱
み、劣化原因などを塗料のランク・種類ごとに

　設計事務所はブラックな職場だそうです。
だから学生さんたちの就職先に選ばれなく
なってしまいました。働き方改革が叫ばれ、親
御さんたちも、子どもたちをそんな世界に送り
出そうとしてくれない。どこの事務所も、新人
の採用に困っています。しかしながら、設計の
仕事は時間がかかるもの。じっくり時間をかけ
て検討していくことが重要です。でも、最近話
題のBIM（BUILDING… INFORMATION…
MODELING）は、とても効率よく設計ができる
と聞きます。それはビルものだけなのではない
だろうか?…われわれ、住宅の設計を生業にし
ているものにとって、それは有効なのだろうか?…
そんな疑問を抱き、実際の住宅設計におい
て、BIMを有効活用されている、JIA近畿支

説明いただきました。外装材の中で、特にコー
ティング分野では、環境対応型の塗料として光
触媒を紹介いただきました。光触媒コーティン
グを利用することによる塗料の性能向上（保護
効果・メンテナンス性・環境性）とデザインへの貢
献について説明いただき、さらに進化した光触
媒塗料として、フッ素樹脂光触媒塗料の仕組
みを説明していただきました。

㈱ エフワンエヌ

デザインから防水を導く

講師 喜多條正樹氏

　防水の種類（在来工法と密着工法の違い）
から屋上の屋根形状は決められていました。
その結果、どの建築物も同じような屋上のデザ
インになっていました。「防水の性質による建物

部の栗林賢次氏と、そのスタッフの左近充氏
をお招きして、お話を聞く機会を設けました。
併せて、グラフィソフトさんと、名古屋のエー
ビーケーエスエスさんにもご協力をいただい
て、実際にBIMを体験する機会も、設けてい
ただきました。
　実際、BIMはかなり有効であることをお聞き
しました。栗林さん自身は、BIMを挫折してし
まったそうですが、スタッフさんたちが試行錯
誤の中、設計業務で使えるようになり、それが
きっかけでかなり業務を効率化できたそうです。
さらにその結果として、かなりスペックの高い施
主に訴求力のあるプレゼンテーションができるよ
うになった経過をお聞きできました。パソコンの
中で模型をつくるような感覚で、それが図面に

の納まり決定＝デザイン決定」となりデザインの
自由度が阻害されてしまいます。また、防水を
納めるため形状や工夫は、コストになってしまい
ます。そのため、約10年間でウレタン防水が
防水シェアトップとなりました。これは、改修工事
での施工性UPと性能の向上による市場拡大
が主な理由です。今後は、より安定性と品質を
確保しデザイン性に富んだ高強度ウレタン防水
についての説明をしていただきました。

　法人協力会として、今後もCPD研修を開催
しますので、会員・法人協力会員の皆さま、ご
支援・ご協力をいただきますよ
うお願いいたします。

変換でき、実施設計まで持ち込んでいけるの
はかなり業務効率が上がりそうです。木造の
設計は柱や梁など、RCなどのビルものに比べ
入力する要素は多いかもしれませんが、一度
入力が終わってしまえば、その後の図面展開
が非常に速い。これはとても魅力的だと思いま
した。栗林事務所でも、ここまでくるのに5年か
かったそう。しかしながら今後取り組むべきコン
テンツだと思うし、取り組くまないと、遅れをとっ
ていくのではないか?…と危機感を抱きました。
ぜひBIMを導入して、いち早く業務に使って
いけるようにしていきたい、そ
う思った研修会でした。

酒井良和（法人協力会員）｜
LIXIL 中部支社

宮坂英司（JIA愛知）｜
アトリエ創
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JIA 三重発

省エネ適合性判定　フォローアップセミナー

会員研修会3

　9月1日、JIA三重の会員研修会３回目と
して、指定確認検査機関ERIによる省エネ
適合性判定のフォローアップセミナーが開
催された。
　今年度から始まり、2020年度までに段階
的に義務化される建築物の省エネ基準の
適合性について、①判定の概要、②設計図
書の記載事項、③モデル建物法による計
算、④申請手続き、⑤工事監理のポイント
―のそれぞれの側面から、テキストを参照
しながら解説を受けた。
　まず、現行では省エネ適判の対象とな
る建築物は2,000㎡以上の非住宅建築物の
新築・増改築であり、2020年までには住宅
を含むすべての建築に適応されること。
その中でも居室を有しないことや高い開
放性があることなど、空調設備を設ける
必要がない建物は適用除外となることが
説明された。
　次に、省エネ適判と建築確認との申請の
流れや完了検査の義務について解説が
あった。
　そして、適合性判断の対象となる基準値
について、設計一次エネルギー消費量が基
準一次エネルギー消費量を超えないこと

（基準値BEI≦1.0）が解説された。一次エ

ネルギー消費量とは、化石燃料、原子力、
水力、太陽光など自然にあるままの形状で
得られるエネルギーのことで、それらによ
る空調＋換気＋給湯＋照明＋昇降機のエネ
ルギー消費量から太陽光などによる創エ
ネを差し引いた値を基準値以下にすること
が義務付けられたということである。
　その他、具体的な計算方法や申請書の
書き方、工事監理報告のさまざまな書類の
記載方法などの説明があった。
　今回は、建築物の省エネについてのセミ
ナーだったが、内容は適合性判定をいかに
クリアしたらよいかという書類上のテク
ニックに終始していて、省エネ法の概念や
制定の背景などを学ぶ機会がなかったの
は残念だった。確認検査機関によるセミ
ナーだから仕方ないとしても、もう少し踏
み込んだ現実的な内容があっても良かっ
たと思う。
　その意味では、愛知地域会が開催してい
る連続環境セミナー＠2017「省エネ法を超
えて」のレポートは、内容の濃いとても興
味深いセミナーで、毎回楽しみに拝読して
いる。
　ところで、今回のような国の法改正によ
る規制強化は過去に何度もあった。シック

ハウスが問題になったときの24時間換気
の義務付け、大地震が起きるたびに強化さ
れる耐震性能、高齢化社会に対応するバリ
アフリー法、地球温暖化対策として低酸素
社会を目指した今回の省エネ法。すべて

「国民の生命、健康及び財産を護る」目的で
施行されたものだが、公共建築のみなら
ず、個人住宅にまで一律にその規制の対象
となり、そのたびに申請作業が難解になり
施工現場での工事内容は複雑になる。その
ため、古くから地域の建築を担ってきた大
工や職人ではもはや太刀打ちできなくな
り、伝統技術を受け継いできた職人たちは
本領を発揮できる場をなくしつつあるのが
現実である。設計にしてもさまざまな法規
制をクリアして申請書類を作成する時間に
追われ、本来あるべき建築設計の仕事が、
計算とデータづくりに没頭する事務作業に
取って替わってしまうという危険性を今回
のセミナーで感じたのは私だけだろうか。
　シックハウスも過度なエネルギー消費も
なかった古き良き日本人の生活スタイルに
今更皆が戻ることは不可能でしょう。建築
家も現行の法規制を甘んじて受け入れる
しかないでしょう。だとしても、近代以降
の便利で複雑になり過ぎた建築の有り様
をもう一度見直し、単純で自然に即した古
来の日本建築を参照しながら、本来の環境
建築を考える努力を惜しまないことが建築
家の役目だと思う。
　それにしても、省エネを声高に叫びなが
ら高気密高断熱建築を推奨する一方で、24
時間換気扇を回し放しにして、日本中の建
築が一次エネルギーを消費し続けるという
ような矛盾した法律は早々に見直してほし
いものである。

村林　桂（JIA三重）｜
村林桂建築設計事務所研修会の様子
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第243回理事会が8月29日（火）に開催された。2017年度総会後の
臨時理事会から久しぶりの理事会で、芦原前会長とは一味違った六鹿
会長の理事会運営のように感じた。

【審議事項】
1．入退会承認の件（浅尾事務局次長）
・… 新規入会希望：正会員3名、準会員：ジュニア9名、協力会員：個人2名、

法人1件
… 退会希望：正会員1名
… 死亡退会：正会員3名　→承認
・… 本日承認後の正会員数は3,754名
2．委員会委員委嘱の件（筒井専務理事）
・… 選挙管理委員会委員、業務委員会委員、職能・資格制度委員会委

員の就任　→承認
3．「JIA公益事業活動助成」採択の件（左財務委員会委員長）
・… 左委員長より2017年度JIA公益事業活動助成採択の結果（資料

3-2）の説明。　→承認
・… 東北支部の第21回JIA東北建築学生賞について全国学生卒業コン

クールなどとの違いがわからないとの質問。
・… 東北の学生賞は公益性を評価し、継続性については取り組みに新し

さが見られるとのことで採択。「新しさ」とは、一般市民を審査に加える
投票形式を採っていること。全国学生卒業コンクールは本部事業なの
で助成は受けられない。

・… 長年継続している公益性のある事業は各支部でもあり、助成の対象
にならないと申請をあきらめている。各支部での継続事業でも公益性と
新しい取り組みがあれば採択されるのか?…との問いに答えなし。

・… 学生卒コンは全国と各支部で実施しているが、うまく連動しておらず、
今後理事会で協議する。また、G.C賞についても本部事業と確認され
ているが、活動費および主管が曖昧なので同じく理事会で検討必要。

・… 東海支部の申請については、静岡地域会の事業が不採択、愛知地
域会の事業は採択された。

【協議事項】
1．職責等検討特別委員会中間報告（小田職責等検討特別委員会委
員長）
・… 苦情申し入れには二つのルートがあるとの中間報告。一つは一般の方

から正会員に対する苦情（ルート1）、もう一つは正会員から正会員に
対するダンピング・談合などに関する苦情（ルート2）であり、ルート2につ
いては、職責および懲戒委員会の審議にかける従来のルートで問題
ないと思われ検討しない。JIAの会員を会社の社員のように捉え、JIA
に対し苦情の申し入れがある。従って、ルート1については、諸規程（建
築家憲章・行動規範など）を見直し、JIA全体の問題に拡張しないよう
検証し、理事会の意見をもとに次回以降の理事会で審議。

2．近未来研究特別委員会（準備委員会）報告（森顧問）
・… 変革の時代を迎えている現在に「JIAと専業建築家の近未来のあり

方」を問い、次世代に向けた率直な提言、JIA運営の羅針盤となる具
体的な方策の提言を求めることがミッション。

・… 近未来研究特別委員会の命題として、「JIAは2030年に生き残って
いるか」「建築家（専業）は2030年に生き残っているか」この2点を今
後議論していき、次回以降理事会で協議。

【報告事項】
1．アルカジアACA18東京大会について（高階アルカジア大会特別委員
会委員長）
・… 主会場は明治大学駿河台キャンパス、学生ジャンボリーは同大学中野

キャンパスに決定。
・… 宿泊施設、プログラム、企業協賛・寄付等については調整打診中
・… 大会開催費用総額は1億円程度。寄付金総額は1,500万円の予定。

事務所の売上げ1億円につき1万円の寄付を募っているが、JIAは個
人の所属団体なので1万円／人をお願いしたいとの提案。

2．UIAソウル大会について（高階国際交流委員会委員長）
・… スケジュール説明、「YISABU…DOKDO…記念公園国際設計競技」

についての報告。
3．「JIA建築家大会2017四国」について（野村四国支部支部長）
・… 現在の進捗状況および登録者数について報告。関東・東海・北陸の

登録者数が少ないとの指摘。
4．会計に関する報告（左財務委員会委員長）
・… 財務状況を見通しながら、本部の活動事業費を今後検討していく。
5．フェローシップ委員会報告（青木フェローシップ委員会委員）
・… 現在はフレッシュマンセミナーとウェルカムオフィス、全国地域会長会議

の3本柱で活動しているとの報告。
・… 全国地域会長会議は、四国大会のメインテーマをもとに「災害とJIA」

「JIAの魅力」「地域再生を考えるストック型社会へ向けて」3つのテー
マに絞った。

6．委員会の再編とミッションの見直しについて（筒井専務理事）
・… JIA各委員会のミッションの説明があり、今後財務委員会と連携し各

委員会のミッションをさらに検討する。（4.に関連）
7．NPO法人建築家教育推進機構からの報告（事務局）
・… 建築家教育事業の助成金見直しを行い、これまでの一律2万円を3

万円に増額改定。
8．活動および業務執行状況報告（筒井専務理事）
　業務報酬基準（告示15号）改正について
　国土交通省・自治体・関係団体等の動きについて
　景観デザインレビューの小冊子発行について
　後援名義承認の報告（会長専決事項）

　理事会終了後の雑談でもJIA公益事業活動助成採択の結果が話題
となり、東北支部の第21回JIA東北建築学生賞については納得のいか
ない理事が多く見られた。この件に限らず、報告事項が多く協議の時間
が不足であり、もっと議論すべきであろう。

報告事項多く協議時間不足、さらなる議論必要
本部理事　石田　壽
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　9月15日にJIA東海支部大会が開催されました（P4～7に大会記事詳細）。テー
マは「水の力」。海のない県で「水の力」とはと、ふと疑問に思いましたが、なる
ほど岐阜県には揖斐川、木曽川、長良川、飛騨川など豊かな川が何本も流れて
います。
　式典後のパネルディスカッションでは、車戸支部長が進行を務め、森林・和紙・
漁業の専門家からさまざまな意見を聴くことができました。時に会場が笑いに包
まれるなど、2時間が短く感じられるほどに楽しく、内容の濃いものとなりました。
　市内の名所を散策するエクスカーションの後は、今回一番楽しみにしていた鵜
飼船による懇親会に参加させていただきました。天候にも気候にも恵まれ、美し
い月明かりと川面に映るまちの明かりを肴に美味しいお酒と料理に舌鼓を打ちな
がら、生まれて初めての鵜飼見物を心ゆくまで楽しむことがで
きました。岐阜地域会の皆さま、当日のお手伝いをしてくれた
愛知地域会の皆さま、本当にありがとうございました。

日　時：2017年9月8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、幹事11名、監査1名、オブザーバー 6名

1.支部長挨拶

　前回は欠席をしてすみませんでした。支部大会については皆さまの協力で大
勢の登録をいただきありがとうございました。
2．報告事項

（1）支部報告

①…東海支部大会2017実行委員会（長尾）
　現在109名の登録。当日は、愛知地域会から13名が手伝い。レセプションは
94名参加予定。エクスカーションは信長コースが人気で定員に達した。
②…ゴールデンキューブ賞特別委員会（8/17）（西村）
　パンフレット500部作成し、支部大会で200部を配布する。協賛32社。事業と
しては終了したが、国際交流委員会に対して粘り強く助成金を要望する。G.C
特別委員会は次回解散予定。
③…JIA25年賞…東海支部委員会（8/22）（谷村）
　4点の応募あり。8月22日に審査。
3．その他

①…退会届　法人協力会員「コーチ㈱」（大瀧）
②…UIAソウル大会（9/3-10）（吉元）
議　事

1．審議事項

①…入会申込　正会員「藤岡陽子」（久保田）　→承認
②…2018年度役員候補選挙…選挙管理委員会委員選任について（矢田）　→承認
　委員長：谷村（愛知）…委員：村上（愛知）、清（静岡）、山田（岐阜）、中村（三重）
　第1回選挙管理委員会を9月28日に開催予定。監査についての記述は、事務
局の覚書でまだ決定事項ではない。
2．協議事項

①…G.C賞の位置づけについて（矢田）
・… G.C賞は本部事業で、今回も本部からの依頼があって受けたもの。東海支部

がやらなくてはいけないものではない。特別委員会が解散した時点で終わりで
は?（車戸支部長）

・…「子どもの建築学校委員会」と「G.C賞特別委員会」のメンバーはほぼ同じで、

UIAのWebでG.C賞が出たら準備を始めているのが現状。お金の話は後回
しになっていて、今回は協賛が集まって良かったが本来は先に決めておくべき。
（西村）

・… 国際交流委員会には、本部事業であり委員会事業である旨は確認したが、高
階委員長にはあまり明確な認識がないようである。（石田）

・… 元々はUIAのコンペに対して東京の某先生がJIAとして始め、その後、東海
支部の鈴木先生が継続を依頼された。個人的な活動としてではなく、国際交
流基金の元での事業として入れてもらったが、委員長にはその認識がない。

・…「建築と子どもたち委員会」はG.C賞のためにつくられたものではなく、その活
動の延長に愛知地域会内に立ち上がったものである。全国大会でG.C賞の
発表があるのなら、高階委員長に挨拶をしてもらえばよいのに、それもないの
は問題ではないか。（久保田）

・… G.C賞に参加するためにはかなりの金額が必要。助成金なしでは難しい。（車
戸支部長）

・… 今回は終わったことなので、次回に対して本部からの指示を出してもらえばよ
い。国際交流員会だけではなく、理事会でもはっきり位置づけをしていただく。
G.C賞とは関係なく、「建築と子どもたち委員会」は独自に活動していけばよい
のではないか。（服部監査）

・… UIAとしては、JIAに対して3年ごとのG.C賞事業を依頼しているのか。（小田）
・… 本部事業としてG.C賞事業をやらない場合、「建築と子どもたち委員会」は自

主的に参加できるのか?（大瀧）→できない。JIAの推薦が必要。（久保田）
・… 支部としてG.C賞事業をやる気はあるのか?→NO!…金額的にかなりの負担が

必要。（車戸支部長）
・… 今回も本部は事業費を負担していない。位置づけは本部理事会ではっきりさ

せる。（石田）
②…支部長および監査の支部役員会欠席について（矢田）
　支部長が明らかに欠席とわかっている場合は別日に変更。監査は2人の内1
人の出席あればOK。
3．報告

①…2016年JIA日本建築大賞受賞作品「ROKI…Global…Innovation…Center…―
ROGIC―」

・… 小堀哲夫氏との現地見学会について（西村）（11/4）
… JIAの日程は11月5日（日）。バスの手配必要。（JIA会員は2,000円負担）
・… 一般からも参加費を徴収?…他支部への広報は?
… 支部事業（静岡・愛知）として行うのが望ましいが、その場合、審議事項とな
り承認が必要。詳細について協議した上でメール審議とする。

4．その他

①…JIA建築家大会2017四国（9/28～ 30）（車戸）
… 東海支部の登録が少ないとのことなので、ぜひ登録をお願いする。
②…災害支援ネットワーク…東海支部および地域会担当者の確認について（矢田）
・… 各地域会の名簿の確認をお願いする。
・… 三重の西出さんは北勢ではなく伊賀である。この名簿については毎年確認を

して変更を行わなければ、古い情報が本部に上がってしまうのではないか?（奥
野）

・… 静岡の杉山氏から支部に来ているので、直接支部の事務局に来るように確認
する。このネットワークは近畿支部が立ち上げたもので、本部の災害対策委員
会からのものではない。

・… 本部に移管する予定であるが、その旨本部の松本氏に確認する。（矢田）
・… ネットワークとしては、熊本災害時など、十分に機能していたと思われる。（奥野）

東海支部役員会報告

豊田由紀美（JIA三重）｜Y’s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）

焼き物の郷　瀬戸で民芸に出会う

笠寺界隈

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

ら対岸に出で禅寺風の山門が特徴的な宝泉寺を
お参りし、窯垣の小径に至る。ギャラリーや資料館
があって小品を求めることができる。窯垣の小径を
過ぎると洞本業釜に出る。本業とはすり鉢や瓶な
ど大型陶器を大量生産した登り窯を言う。ここで
七代と八代の水野半次郎さんが柳宋悦の始めた

「民芸運動」を受け継ぎ、職人技の伝統を革新し
つつ守っている。瀬戸で「民芸」に出会うとは思っ
てもいなかった喜びだった。

■発掘者コメント
　平成29（2017）年9月16日（土）、尾張ものづく
り文化の郷を訪ね、お年寄を案内して瀬戸を歩い
た。愛知には身近なところに瀬戸、常滑の古窯が
あり、工芸ファンには楽しみである。
　この日は登録文化財「山繁商店」取材を目指し
たが、この調査に長くかかわられる同行の伊藤平
左衛門建築事務所・望月義伸さんから「現在は修
理計画中」とお聞きし、塀の外から覗くだけ、建
物内部は拝見できなかった。
　瀬戸の11の登録文化財建造物の内9棟が「山
繁商店」。記録によると明治12（1879）年母屋、
22年離れ、36年倉庫、大正3（1914）年事務所、
昭和22（1947）年事務所、倉庫、25年倉庫と、
業績拡大とともに建物が建造され9棟が現存。取
材は諦め、報告は「登録文化財」を「お気に入り」
に変更。前回、登録文化財を担当したからご容
赦。瀬戸の登録文化財はほかに雲興寺鐘楼、
瀬戸永泉教会礼拝堂が知られる。
　常滑が港町的な海辺の丘陵の小径沿いに窯
場が点在する村里の印象に対し、瀬戸は瀬戸川
流域の谷の傾斜地に多数の窯場が集まる密度の
濃い都市的集積が特徴として見受けられる。どち

■発掘者コメント
　旧東海道を宮の渡しから東へ下り、山崎川を
越えて呼続から南下すると塩付街道と交差する
箇所があり、道標を西へ向かうと富部神社があ
る。創建400年で徳川家康の四男松平忠吉によ
る桃山建築の荘厳な本殿が建つ。それより以前
には今川義元の家臣戸部新左衛門が当地を治
めていた。前を横切る者を無礼打として切り付け
たという新左衛門だが、跳んで逃げる蛙は切るこ
とができなかったとか……。そこから「難を逃れて
帰る」との願いを込めて、縁起物として江戸時代
の瓦職人が仕事の合間につくった蛙を旅人が買
い求めたという。縁日などで売られていたが、昭

らも傾斜地が共通だが、焼き物量産の「登り窯」
に傾斜地が必須だったのだろう。
　瀬戸川南北に市街地を形成する瀬戸は、それ
ぞれの中程に背骨のように商店街がある。まちの
西、瀬戸川に並ぶ名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅があ
り、駅東の再開発ビル「パルティせと」（黒川紀章
設計）から東に「中央通商店街」「銀座通り商店
街」があり、その手前の坂を北に登った左手に前
述の「山繁商店」がある。
　戦災を免れた瀬戸は道が細く曲がりくねる。そ
のせいか心地良い道幅の商店街を出ると、「宮
前地下街」に出る。その北「深川神社」の地下駐
車場に沿った商店街を地下街と言うらしい。ここか

和の後半には幻の存在となっていた。近年、冨
部神社が中心となって再現した。復刻版の「戸部
蛙」を社務所で求めることができる。
　旧東海道をさらに進むと、尾張四観音の一つ
笠寺観音である。正式名は「笠覆寺」で、本尊は
開基・善光上人作の十一面観世音菩薩、1300年
の歴史を持つ。本堂に隣接する護摩堂には、弘
法大師・えびす神・大黒天・不動明王が祀られてお
り、厄除けや商売繫盛などさまざまな願い事に訪
ねる人が絶えない。藤原兼平と玉照姫との恋の
伝説にあやかって縁結びの願い事に訪れる人も
ある。節分会には多くの老若男女が集い大変な
活況ぶりを見せる。また、毎月6のつく日には、境

本笠寺駅

富部神社

鎌倉街道

笠寺観音

笠寺一里塚

見晴台
考古資料館
●

桜駅

●道標塩付街道
旧東海道

名鉄瀬戸線
尾張瀬戸駅

●
深川神社

パルティせと

山繁商店

山繁商店事務所 窯垣

富部神社 一里塚笠寺観音

尾関利勝（JIA愛知）｜
地域計画建築研究所名古屋事務所

所在地：笠寺観音 名古屋市南区笠寺町上新町83
　　　　TEL 052-821-1367
　　　　冨部神社　名古屋市南区呼続4-13-38
　　　　TEL 052-821-2909

内に露店が並び「6の市」が開かれる。
　笠寺観音の先に市内で唯一、一里塚が残され
ている。江戸日本橋から八十八里のところにあり、
榎が植えられている。春には水仙の白い花、秋に
は彼岸花の赤い絨毯を見ることができる。一里塚
北の高台が、見晴台遺跡となる。

山田正博（JIA愛知）｜
建築計画工房

所在地：瀬戸市内　
アクセス：
名鉄瀬戸線　尾張瀬戸駅下車
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日　時　2017 年 11 月 17 日（金）15 ～ 17 時（受付 14 時 30 分）
会　場　静岡市産学交流センター・ペガザート 6 階
　　　　（静岡市葵区御幸町 3 番地の 21）
定　員　80 名（先着順）
受講料　無料（CPD2 単位申請中）
問い合せ先　
講演会開催事務局（日本建築家協会東海支部静岡地域会）
静岡市葵区昭和町 3-1 静岡昭和町ビル 603 号　TEL…054-221-8855
申込方法
講演会開催事務局宛て
FAX…054-221-8865　MAIL…jia-shizuoka@hyper.ocn.ne.jp　
申込書に記入の上 2017 年 11 月 10 日（金）までに FAX またはメー
ルにてお申込みください。
○本講演会は CPD 制度認定講演会です。
○定員に達した場合のみ、事務局から連絡させていただきます。

日　時　2017 年 12 月 2日（土）
会　場　TOTO…テクニカルセンター名古屋…プレゼンルーム…1・2
　　　　（名古屋市中村区名駅…3-28-12…大名古屋ビルヂング…13F）
スケジュール（予定）
◉作品展示（12:00～ 17:30）

◉プレゼン（6 名）（12:30～ 14:10）→
　休憩（14:10 ～ 14:20）→公開審査（14:20 ～ 15:00）→
　学生賞・ゲスト審査員賞講評（15:00 ～ 15:40）→
　表彰式（15:40 ～ 15:50）→休憩（15:50 ～ 16:00）→
　記念講演会（16:00 ～ 17:00）
定　員　100…名（先着順）
記念講演会講師　大西麻貴（一級建築士事務所…大西麻貴 + 百田有希…/…o+h）…

問い合わせ先　
設計競技事務局　
〒 460-0008…名古屋市中区栄四丁目 3 の 26…昭和ビル 5 階（公社）日
本建築家協会東海支部内　TEL…052-263-4636　FAX…052-251-8495　
主催・後援　主催：公益社団法人日本建築家協会東海支部…
　　　　　　後援：一般社団法人日本建築学会東海支部

講　師　前田圭介（建築家・広島大学客員准教授）
日　時　2018 年 1 月 20 日（土）
　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分（開場 13 時 00 分）
会　場　アスト津アストプラザ 4F　アストホール
　　　　（三重県津市羽所町 700 番地）
定　員　270 人（当日先着順、聴講無料）
問い合わせ　
JIA 三重事務局（HAGA 総合設計）芳賀信次
TEL…0598-21-5511　FAX…0598-21-5512
E-mail…haga-s@sky.email.ne.jp

21 世紀の戦後住宅

第 34 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

第 70 回建築文化研究会講演会

谷尻誠氏講演「意識のデザイン」
CPD 認定講演会

JIA三重「建築文化講演会2018」

前田圭介講演会「郷土の根となる建築とは」
1 月 20 日開催

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＞
10/14… 建築ウォッチング（熱海）
11/1… 10月静岡地域会定例役員会
11/17… 建築文化研究会講演会　谷尻誠氏「意識のデザイン」
11/29… 11月静岡地域会定例役員会
12/13… 12月静岡地域会拡大役員会・忘年会
＜愛知＞
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… 環境セミナー補習授業①「宮本佳明講演会」
10/28… JIA建築見学日帰りツアー

11/2　愛知地域会役員会
＜岐阜＞
9/11… 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
9/14… 支部大会現地設営(16：00 ～ 18：00)・
… 場……所：メディアコスモス会場
… 協力会員との交流会（支部大会前夜祭）（8：30 ～ 21：00）
… 場……所：さむしんぐ（イタリアン居酒屋）
10/11…「JIA東海支部大会2017　講師を囲むお疲れ様会」…場所：うを仁
10/25… 岐阜地域会役員会（18：30 ～ 21：00）
… 場所：ハートフルスクエア第3研修室
＜三重＞
9/1… 第4回例会・会員研修3
10/6… 第6回役員会、第5回例会
11/11… 建築ウォッチング（奈良・明日香村）
12/1… 会員研修4
1/20… 建築文化講演会（前田圭介氏）



16　ARCHITECT　2017 − 11

ARCHITECT
第 350 号
発　行　日　2017.11.1（毎月１回発行）
定　　　価　380 円（税込み）
発行責任者　車戸愼夫
編集責任者　中澤賢一
編　　　集　東海支部会報委員会
　　　　　　愛知地域会ブリテン委員会
　　　　　　建築ジャーナル内
　　　　　　ARCHITECT 編集部
　　　名古屋市東区泉 1-1-31　吉泉ビル 703
　　　TEL（052）971-7479　FAX 951-3130
発　行　所　（公社）日本建築家協会東海支部
　　　名古屋市中区栄 4-3-26　昭和ビル
　　　TEL（052）263-4636　FAX 251-8495
　　　E-Mail：shibu@jia-tokai.org
　　　http://www.jia-tokai.org/

環境について、ディスカッションが行われ
た様子が執筆されている。漁業・和紙・森林
のプロフェッショナルから幅広の意見が飛
び交い、東海エリアの地域資源と環境、ま
ち、建築のつながりについて意識が深まっ
たようである。理事会レポートでは、JIA公
益事業活動の助成のあり方について、厳し
い議論がなされた様子が報告されている。
東海支部でも多くの公益性のある事業を企
画展開しており、理事会・本部の理解を得
て、価値ある活動が継続的に実施されて行
くことを願っている。また自作自演におい
て吉元氏が『ARCHITECT』の図書館所蔵状
況をレポートしており、1988年創刊号から
愛知県図書館に保管されているとのこと
で、支部ホームページで全『ARCHITECT』
の目次が公開されていると良いかもしれな
いと感じた。　　　　　　　　（生田京子）

●JIAは1987年に設立され30周年を迎えま
す。今年は節目に当たることから東海支部
発刊の『ARCHITECT』や三重地域会の

『アーキテクトみえ』をはじめ、過去の機関
紙や記録を振り返る機会に恵まれました。
それと同時に過去の資料を収集することの
難しさも感じています。すでにWEBを使っ
た機関紙などの発行へと移行している支部
もあり、今後検討の余地もありますが、今号
の吉元学氏の自作自演「図書館リポート」を
拝読し、やはり紙面で読む『ARCHITECT』
を敢えて残していきたという思いが生まれ
ました。　　　　　　　　　　（阪　竹男）
●本号は、JIA東海支部大会2017岐阜の開催
の様子が報告されている。水の恵み豊かな
岐阜の地にて、あらためて「水の力」と地域

編 集 後 記

　本年度より、法人協力会員として加盟さ
せていただきました『チャネルオリジナル』
と申します。
　弊社は、「自然素材木製外壁を日本に広め
たい!」という思いから、20年にわたり防火木
製外壁を製造・販売しております。木外壁の
ご提案を行うことで、「時間と共に変わって
いく意匠」と「物をいつくしみ、状況に応じた

維持・保持を
繰り返して、長
く美しく使う
思想」を広め、

「街並み」「景
観」に「文化」を
創造していく
ことを目指し
ています。

　そんな想いを実現するために、日本初の防
火対応木製外壁『ウイルウォール』を開発し
ました。ウイルウォールは、木材という可燃
物でありながら、遮熱性・遮炎性を持ち、「延
焼・類焼を防ぐこと」、つまり「外壁に着火し、
燃え広がり、開口部などからの火の侵入を防
ぐこと、そして隣家に火を移さない」安全性
を有しています。樹種は、「ウエスタンレッド
シダー」を採用しています。この樹種は、防腐
性・防蟻性・美しさから、世界で広く外壁・
屋根材といったエクステリア用材としてデ
ザインハウス・中高級住宅を中心に使われ
ています。古くなることが単なる劣化ではな
く、「新築時の美しさ」から風雨にさらされシ
ルバーグレーに日焼けした「エイジングの味
わい」へ変化していく『経年美』が木外壁の
最大の特徴です。原産国であるカナダでは、

環境配慮・持続可能を目指した厳格な森林
管理体制が実施されています。
　私自身入社5年目となり、担当させていた
だいた建物が経年変化によって美しさ増し
ていく様を実感しています。今後、JIA会員
建築家の皆さまへご提案させていただくに
あたり、デザイン性に優れた、経年美にこだ
わった建築に携わっていきたいと考えてお
ります。
　また、一昨年より北海道産道南杉を用い
たJウイルウォール、屋久島地杉を活用した
プロジェクトへも力を入れています。ご要望
に応じた商品開発も含め、私たちに社会の
財産となる建築のお手伝いをさせて下さい!

「建築の外観は社会の財産」と考える。

原田真生｜チャネルオリジナル㈱ 名古屋営業所主任

法人協力会通信㉜
＜愛知＞

ウイルウォール施工例

●チャネルオリジナル㈱名古屋営業所
名古屋市東区葵三丁目15-31　千種第3ビル3F
TEL 052-979-5188　FAX 052-979-5238


