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ARCHITECT存続の危機！？／ついに休刊！？／ 30年の歴史に幕、廃刊か！？

ご意見下さい、会報誌『ARCHITECT』は必要ですか？
東海支部会員のみなさまへ重要なお知らせです

継続、休刊、どのような結果になるとしても、これまで30年続いた
『ARCHITECT』の今後について会員全員で議論しましょう！！
（次回連載は「6．本部･他支部･法人協力会から見た『ARCHITECT』の意義」の予定です）

同封の「東海支部会報誌『ARCHITECT』継続・休刊に関するアンケート」にぜひご回答ください!!
返送先：JIA東海支部事務局　FAX：052-251-8495／メール：shibu@jia-tokai.org
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　突然ですが、東海支部会員のみなさま。東海支部独自の会員サービスとして、皆さまのお手元に届いている会報誌『ARCHITECT』が存続の危機
にあることをご存じでしょうか?

　この緊急連載は、今後『ARCHITECT』がどうあるべきかを、支部会員皆さまと考えるため、『ARCHITECT』に関わるさまざまな情報を、あくまで客
観的に提供する連載です。

　前回10月号では、矢田支部長からARCHITECTの現況と今後の希望についてのみなさまへの呼びかけがありました。
○現況－予算（広告協賛）および誌面づくり（執筆）に関して、多くのみなさまにご協力いただけていないという2つの課題がある。
○今後の希望－ARCHITECT誌上で、建築家が自分の「考え」、「理念」を言葉（文章）にして発信することで、
　　　　　　　東海地方のさらなる建築文化向上に貢献したい。

5. 創刊の経緯と意義
 そこで、今回は創刊当時に遡り、どのような意図と経緯で発刊されるに至ったのかをお伝えします。
 なお、その詳細は初代会報ブリテン委員長（88～ 90）の森鉦一さんと2代目委員長（90～ 92）の森口雅文さんに伺いました。
○ 1988年7月27日 第1回ブリテン委員会→10月1日創刊号発行
　 『ARCHITECT』は東海･北陸支部（当時は福井･石川･富山を含む7地域会）からの「会員に会の活動を広報する手段がないため、会が何をやって
いるのか分からないという意見がある。支部機関誌の発行は緊急課題の一つである」という要請を受け、鋤納忠治会員の企画書から始まりました。

 「出す以上は話題性をもたせ、読み捨てされずに保存されるような良いものを出す」という編集方針の元、読み応えのある、それまで発行されてい
たNEWS（各種告知）だけにとどまらない内容を目指して、支部機関誌創刊号（88.10）では、さまざまな企画が立てられました。

 1.建築家の職能についての財官界の知識人へのインタビュー
 2.都市･建築･住宅のワールドニュース、新刊案内
 3.欧米におけるコンペ･建築賞などの報告と提言
 4.会員外の各プロフェッショナルへの原稿依頼
 5.JIAおよび他団体の重鎮へのインタビュー
 6.頑張る女性建築家の「人と仕事」の紹介
 7.建築の法律知識シリーズ
 8.会員の執筆ページ（「会員ずいひつ」→97.03から「自作自演」に変わる）
 総36頁（内 賛助会協賛広告14頁）の創刊号の編集後記では、『ARCHITECT』を「外に対しては建築家の職能の理解を求め、内には建築家倫理
の徹底をはかり、建築家職能の確立をめざす大目的のために建築家の団結をはかるコミュニケーションの場にしたい」と著し、その後の89.04の編集
後記でも「通俗雑誌的な面白さを狙うことは避け、会員みなさんの職業の営為の上で栄養となる情報、考え方を提供することを編集の第一義におく」と
著されています。当初は東海から社会へ、建築家の職能を発信することを主眼としており、誌面にも「建築家」という言葉がかなり多く見られる内容でした。

○ 2号（88.11）～ 42号（92.03）を愛知地域会で発行→43号（92.04）から再び東海支部で発行
 支部機関誌として創刊された『ARCHITECT』ですが、7地域会（当時は部会）が集まって毎月の編集会議を行うこと、編集費用を各地域で平等に
負担することはは難しく、2号の発行から約2年半、愛知地域会の予算により、愛知の会員のみで編集発行を行うことになりました。その間、執筆者
も愛知会員のみ。告知などは支部全体の内容ではありましたが、東海の他3地域会の要望（特に岐阜地域会の強い要望があったとか）により、支
部予算での運営を前提に43号（92.04）から再び支部機関誌として発行されることとなりました。以来、東海4地域会を結ぶ唯一の媒体として、現
在まで続いています。

○ 当時の予算・編集体制
 支部・地域会の熱い要望により発行は続くものの、当時から予算の工面、原稿執筆者および編集委員の確保は困難だったようです。そこで、当時
の森口委員長の発案により、47号（92.08）からは建築関連業種ではない「一柳葬具總本店」の広告が掲載されることになりました。以来、主要な
広告収入源のひとつとして、現在まで続いています。今後も当時と同様に、規定の枠を超え、例えば施工会社からの広告を募るなどの工夫が必要
なのではないでしょうか?

○ 発行の意義
 遡ってみても、常に予算と誌面づくりの課題に直面しながらも30年間毎月発行を継続してきた『ARCHITECT』ですが、お話しを伺っ
たお二人とも同じく、「『ARCHITECT』の意義は建築家の職能意識を内外に広め、高める役割」、「精読しなくとも、毎月届くだけで、
会員の結束を意識し、強める効果にある」とのことでした。さて、皆さまにとって『ARCHITECT』はどのような意義をもっているでしょうか?

中澤賢一（JIA愛知）｜会報委員会委員長
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自作自演○227

三保久利（JIA静岡）

三保建築設計事務所（静岡市葵区上沓谷町4　TEL…054-297-4329　FAX…054-297-4347）

　私も古希を迎え、毎朝、愛犬シロを連れて散歩に出かける時に、外の空気で季節を感じ、明日からは少し薄手のカーデガンでも羽織ろうか
なと思う今日この頃です。歳を取るという自然現象から逃れる術はないのですが、少しでも健康寿命を延ばす方法には、朝の散歩は良いと思
いますので、皆さまにもぜひ散歩をお勧めいたします。
　そんな歳の私ですが、この頃の現場に出掛けますと、現場監督は若い担当が工事の指示をしているのですが、現場作業をしている職人
の高齢化、外人化が益々進んでいくのが実感させられました。何十年振りにベテラン職人と会いますと、「しばらくぶりですね、まだ現役で仕事
しているのですね」と声かけますと「そちらこそ元気ですね」、続けて「この頃腰も目も耳も方 だ々めですわ」の返事。どの職方も、定年になっ
たら引退して後輩に任せてしまおうと思っても、下の若い世代が入ってこないため、いつまでも現役続行になってしまっている現状です。
　現場を見渡しますと、若者がいない代わりに外人の職人が黙 と々作業をこなしている状況を見て本当にこれで良いのか?…疑問を感じさせら
れてしまいました。現場では、聞いたことのない言語で会話が飛び交い、笑顔を絶やさず過酷な環境で汗水出して働く姿はすばらしいもので
すが、これからの建設業界はどうなるのだろうか心配になってしまいました。政府も今年度から、本腰を入れて対策を打ち出しているのですが、
日本の建設技術を継続していく上で、ただ単に労働力の輸入に頼らず、外国人の次世代のリーダーを育成するプログラムが必要ではないか
と感じています。工事現場は安全が第一と言われて久しく、細部まで労働環境を管理され、ゼネコンも徹底した管理を実行しているのですが、
外国人に対する日本語教育、外人の家族環境、単一民族の日本人が理解できるモラルの問題、安全への理解などはまだまだこれからではと
思われます。
　次世代の若い職人が集まらない現状で、技術、経験を受け継ぐ世代を育成する事が最大の課題ではないでしょうか?

現役高齢者労働

　4歳から高校時代までを過ごした信州佐久とは今でも仕事

のご縁をいただき、往来の機会が頻繁です。1988年に竣工

した軽井沢「石の教会」（内村鑑三記念館）の設計者ケンド

リック・ケロッグのスタイルは「唯一無二」、どの建物とも似てな

いものをつくるということ。馬蹄ドミノ形の外装は地元佐久市の

石切り場から調達したそうです。この教会を訪問するたびには

じめて観たときの衝撃と感動が思い出されます。新緑の春夏

景、紅葉の秋景、雪を纏った冬景、四季それぞれの表情を楽

ませてくれます。見学は自由、毎回アイデンティティーに元気をも

らい、逢いに行くのがとても楽しみな建物です。

　同じ軽井沢にある「セゾン現代美術館」（1981年竣工・菊竹清訓設計）は「石

の協会」とは対極。自然に敬意を払い、主張を抑え周囲の自然に調和させた外

観の設計です。開館時、マルセル・デュシャンが量産品便器にサインしただけの

「泉」という作品が展示され「何でもアリ」・「ダダイズム」・「芸術とは?」を考えさせ

られた記憶は忘れられません。

　小路を下り小川を渡ると大屋根の美術館が森の中、浅間

山を背にして静かに佇んでいます。建物の前に芝生の盛土

スロープをつくり、1階ヴォリウムを地下に埋め隠しています。心

憎い演出のアプローチだけでなく小川のせせらぎや野鳥のさ

えずりを聞きながら彫刻を周遊鑑賞できる芝生庭。平日は運

が良ければ貸切り状態で静かにモダンアートに浸れます。テ

ラスのカフェで庭を眺めながらクライアントと打合せをするとな

ぜか本題は前に進みません（笑）

伊藤彰彦
JIA愛知
パパカンパニー

わたしのとっておき ❻
2つのオーガニック

　小路を下り小川を渡ると大屋根の美術館が森の中、浅間

山を背にして静かに佇んでいます。建物の前に芝生の盛土

スロープをつくり、1階ヴォリウムを地下に埋め隠しています。心

憎い演出のアプローチだけでなく小川のせせらぎや野鳥のさ

えずりを聞きながら彫刻を周遊鑑賞できる芝生庭。平日は運

が良ければ貸切り状態で静かにモダンアートに浸れます。テ

ラスのカフェで庭を眺めながらクライアントと打合せをするとな

ぜか本題は前に進みません（笑）

　小路を下り小川を渡ると大屋根の美術館が森の中、浅間

セゾン現代美術館

上｜「石の教会」
馬蹄ドミノ型の外観
右｜「石の教会」内観
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この連載は、数寄屋を端緒に日本建築の近代化に生
涯を捧げた建築家・吉田五十八（1894～ 1974）の住
宅作品を、近代住宅史的な観点から紹介するもので、
東京芸術大学の大学美術館に所蔵されている図面類
（平面図が残る全86作品）を基礎資料としている。前
回は、吉田の近代数奇屋住宅の意匠が完成する1940

年までを確認した。完成したそれは、天井と小壁を一
体的に仕上げ、それを下から円柱で支える、というもの
であった。今回は、その後の意匠的な変化を確認して
みよう。

内法上下から壁と天井の区分へ

　はじめに前回のおさらいをしておこう。吉田の作風を
語る上で最も重要視されてきた1935年の「近代数寄屋
住宅と明朗性」（『建築と社会』,1935.10,pp.64-70）で
吉田が主張したことは、内法上下で室内の意匠を分割
することだった。この時点で大壁化を試みたのは、内
法上だけ。吉田はしばしば「大壁の建築家」と呼ばれ
るが、内法下には柱が残されていた。だから当初は半
分だけ「大壁の建築家」であった。これが全部「大壁の
建築家」になるのが1940年で、そこに至るまでの試行
錯誤の過程が「近代数寄屋住宅」完成までの道のりで
あった。小壁と天井をひとまとまりに扱い、その重みの
あるまとまりを下から円柱で支える意匠。内法上をひと
まとめにする意識があったから、小壁と天井をスムーズ
に接続しようとするデザインも生まれてきた（図1）。
　ところが、1941年以降になると、内法上下で分割す

ることをやめ、壁と天井という面相互を組み合わせるよ
うな意匠へと変化する。柱も床から天井いっぱいまで
表現されるようになる。特に戦後の1955年頃なると、
その傾向はますます強まっていく。例えば、天井の照明
器具の扱いは顕著だ。それ以前の照明器具は、基本
的に吊下げ式の照明であったが、1955年頃からは、こ
れが天井面にすっきりと埋め込まれるようになる。さら
には、天井いっぱいまでの背の高い襖を用いたり、そ
の建具が竿縁と同じデザインの鴨居を走ったりするよう
になるのだ（図2）。吉田の特徴のひとつとされる「欄間
の吹き抜け」は1940年以降にみられるようになったこと
を連載の第一回で述べたが、それは最初玄関中心に
みられた。しかし、1955年頃からは客間や茶の間、居
間といった居室でも多く確認されるようになる（図3）。
1940年以前と41年以降で、その意識は大きく変化を
遂げ、1955年以降はそれが顕著になった。

円柱から角柱へ

　もうひとつ、明らかな変化をみせる要素がある。それ
は柱で、時間軸にそって柱の断面形を調べてみるとお
もしろいことがわかる。吉田の「近代数寄屋住宅」とい
えば、磨き上げられた円柱を想像するが、吉田がそれ
を使い始めたのは1931年からで、1919年の初作から
の約10年間には使用が認められない。また、1960年
以降の約10年間も円柱の使用が認められない。つま
り、最初と最後の約10年間は角柱のみで、その間の
時期にだけ円柱がみられるのだ。

図1：加藤邸（1940） 図2：北村邸（1963）日本間

図3：倉田邸（1955）茶の間

図4：木原邸（1962）柱リストの1つ（トレース）
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　円柱の使用を開始した時期は、吉田が洋風作品の設計をやめ
た時期でもあるし、これからいよいよ「近代数寄屋住宅」の試みへ
と向かう時期である。では、1960年以降に円柱の使用をやめてし
まった理由はなんだったかというと、どうやらそのつくり方に関係
があるようだ。
　1960年以降の詳細図をみていくと、もちろん全てではないが、
集成材に板を貼り付けてつくった柱が登場するようになる（図5）。
この柱のつくり方では、なかなか円柱をつくるのは難しいように思
う。お弟子さんから、「吉田の好みは晩年にかけてドライになっ
た」という話を聞いたことがある。そして、柱のつくり方の変化は予
算の問題ではなく、やはり好みの変化であろうと。良い木材が手
にはいれば、それをスライスして貼り付け、似た目の柱が完成する。
これはこれで均質である。そして、その仕上げには、しばしばオイ
ルステインが塗られた。
　1960年に竣工した水谷八重子邸（図は連載第3回［2018.7月
号］に掲載）が『建築文化』（1960年4月）に発表された際には、
こんな編集者のコメントがついている。「最近、吉田五十八氏の
建築デザインの傾向が変わったとよくいわれる。（中略）数寄屋の
もつせんさいさとは逆な、太く逞しい民芸調のようなものを指すの
であろう…」。水谷邸は、構造が鉄筋コンクリート造だから、コンク
リートの柱を包んでかなり断面が大きい。太くて濃い色の柱。こう
なると、もはや私たちがイメージする吉田の「近代数寄屋住宅」で
はない。「民芸調」のデザインである（吉田自身もしばしば作品の
解説に「民芸調」という言葉を用いた）。上記のコメントからは、そ
の変化がどうやら建築界に共通の意見として存在したらしいことを
うかがわせるが、それが柱のつくり方の変化、そして木造以外の
構造の試み。そうしたつくり方の変化を背後にもっている。以上の

ような変化が顕著にみられる応接室の意匠上の変遷を図5にあげ
ておく。

変化の意味するもの

　最後に、1940年以前、41年以降という区分の意味を考えてみ
よう。吉田の作風に触れた論評では、しばしば「流動性」という用
語が登場する。また、そこではアール・デコ、ミース、ライトといった
様式や建築家との比較もされる。これらを1940年以前、41年以
降という区分を用いて整理してみると、1940年までの「流動性」の
対象は小壁と天井であったといえよう。吉田は、小壁と天井を一
体としてみせたかったから、図1のような意匠も生まれ、やや細部
に注目する形でアール・デコやライトとの比較が生まれてきたように
思う。一方で、1941年以降の壁と天井をわける意匠の場合には、
欄間の吹き抜けなども加わって、特に流動化させる対象が部屋相
互、つまり空間へと変わる。とすると、こちらはミースである（もちろ
ん、ライト作品が空間的な流動性を持たないという意味ではない）。
「流動性」や各建築家との比較は、これまであまり吉田の作風の
変化を気にしないで述べられてきた。しかし、1940年以前、41年
以降という区分を用いることで、それがうまく整理できるようだ。そ
うした視点で図面をみていくと、1943年の小住宅のために描かれ
たあるパースが目に止まった（図6）。どこか、ミースの有名な「煉
瓦造田園住宅案」を想像させるところがないだろうか。

　前回、今回は、吉田の室内意匠の変化をおおまかに説明した。
冒頭で「近代住宅史的観点から」といいながらも、結局触れずじ
まいであったが、次回は外部の意匠を扱いながら、しっかりとその
あたりにも言及したい。

大井隆弘（おおい・たかひろ）
1984年東京都生まれ・岐阜県高山市で育つ。2006年三重大
学工学部建築学科卒業。2009年東京芸術大学大学院美術研
究科建築学専攻修士課程修了。2015年同大学博士課程修了・
博士論文は『吉田五十八の住宅作品に関する研究』・博士（美術）。
2015-2017年同大学教育研究助手。2017年 -現在、三重大学
工学研究科建築学専攻助教。主な著書に『昭和住宅』（共著、
2014年、エクスナレッジ）、『日本の名作住宅の間取り図鑑』（2015
年、エクスナレッジ）。

1935頃～401930頃～35頃～1930頃 1941～55頃 1955頃～1960頃 1960頃～

柱形状

図3：倉田邸（1955）茶の間

図4：木原邸（1962）柱リストの1つ（トレース） 図6：青島邸（1943）透視図

図5：応接室の意匠の変遷
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はり端正で美しい。4ワールドトレードセンターが
風景に溶け込む建築として紹介されたが、そ
の後、エッフェル塔を“無償の愛”、高層ビルの
占有を“有償の愛”と諷喩され、建物への知恵
は古来変わらないことを説かれた。これは時間
を押して語られたが、意味は9.11へ慰問であ
り、奢った人間への訓戒でもあったように思う。
プレゼンでは、ヘン・チャイ・キャン氏がドーバー
での高齢化対策を都市計画として考察され、
キャロライン・ボス氏はアーネム駅再開発など、
小林正美氏は姫路駅前再開発について語ら
れた。どれもとてつもないエネルギーが注入さ
れた素晴らしいプロジェクトであり、いつでも聴
けるものでない貴重な講演であった。

　ARCASIAとはアジアの21の国と地域に
属する建築家協会の集まりです。役員は1期
2年間で交代し、事務局は会長の属する協
会が任期期間のみ担当します。いわば加盟

国間の「持ち回り組織」であって、それゆえの
「やや不安定」な組織の運営を支えるため
に、会長経験者数名がアドバイザーとして執
行部を支えています。
　今大会の準備初動においてはこの不安定
さ、例えば不明瞭な大会運営ルール、過去事
例の記録の少なさなどに悩まされました。準備

を進める中で加盟国の文化も習慣も多
岐に渡り、経済的な格差もある中、一つ
のルールで全体をまとめることが難しい
ARCASIAという組織にとって、ある種の

「冗長性/Redundancy」が必然である
ことがわかってきました。委員会は次第
に方針を変え、前例にとらわれることなく、
アジアの建築家たちが東京での建築・

都市体験、また人 と々の交流を純粋に楽しめる
ことにフォーカスするよう務めました。
　結果は?　「Constructive… sessions/構
築的なセッション」、「Well…organized/手際よ
い 運 営 」、「Could… touch… the… present…
Tokyo/東京の現在を体感できた」など非公
式の評判は上々であるように受け止めていま
す。
　もちろん同時にさまざまな指摘点があること
も想像に難くありませんが、ARCASIAの中
で長兄的存在として目されるJIAが「冗長性」
を持って投げかけた「東京体験」が多様な形
で受け止められることに期待をしています。
　また、この「冗長さ」は発展を続けるアジア
社会の特徴でもあります。今回の大会をステッ
プとして、これからJIAがARCASIAへのコミッ
トを深める、またはさらに展開して、JIA会員と
アジア各国との協働などの場面においてはこ
の「冗長さ」を共有することが不可欠であると
思います。

高階澄人（JIA関東甲信越支部）｜
ARCASIA東京大会2018
特別実行委員長

アルカジア東京大会2018を終えて
「リダンダンシーの共有」

2018.9.10（Mon）－2018.9.14（Fri）

　テーマがSIMPLICITY｜MULTIPLICITY
という有体である分、講演者は取り組みやすく、
聴衆者は傾聴できたと思う。各セッションは2時間
で、基調講演を1時間×1人、プレゼンテーションを
20分×3名という濃度の高さであった。
　セッション1におけるBIGのカイ・ウーヴェ・バー

グマン氏による基調講演は圧巻。15㎡住空間
から1,500㎡、100万㎡のコミュニティー空間へと
面積を軸にしたプレゼンはとても丁寧で、ビジュ
アル的にも先端手法だった。作品は創意や工
夫が鮮明で、締括りのハイパーループ・火星コ
ロニーの話は、建築家の範疇を越えて将来に
夢を持てる意欲的な取り組みであった。それを
受けたプレゼンターの手塚貴晴氏は、ウィットで
軽快なスピーチ。「ふじようちえん」から最近作

までを環境との接合と人との距離感
を添えて語られた。後のラフィク・アザ
ム氏は幼少期から得意の水彩画を
切口に建築家の責任性を、エレーナ・
ジャミル氏は風土に残る建築の継承
について実作をもって語られた。
　セッション2の基調講演では槇先
生の元気なお姿を拝見できた。「風
の丘葬祭場」から語られた作品はや

テーマセッション1・2

奥野美樹（JIA三重）｜
奥野建築事務所

ARCASIA東京大会 2018

今春東京でのOBミーテイング時の集合写真

テーマセッション1の様子
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で公益保護とする「正会員ルート」を掲げ、会員
規定に「正会員は登録建築家に登録する」と
定めたばかりである。それでも、登録建築家は
微増したが正会員全体の6割程度にとどまって
いる。UIA基準の建築家資格制度は日々 の仕
事をする上でメリットがないという意見があるが、
このように考えてはどうか。技術者資格しかない
日本に職能資格をつくるという運動に賛同する。
そのためにも登録建築家に登録する。「建築
家を志す学生が減少している。建築家資格制
度は次世代の若い人達が夢を持てるよう地道
に」。先輩委員の言葉が心に響いた。折しも登
録建築家の申請手続きを迎えた今、もう一度考
えてみてはと思う。

　秋雨前線の影響によりどんよりとした空が広
がる中、JIA建築家大会2018東京が開催され
ました。同一会場で行われていたARCASIA

東京大会2018の閉会後、「素なることと多様な
相」をテーマにした基調講演は私の心を掴む
ものでした。

　初めに登壇した野老朝雄氏は、東
京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会のエンブレム作者として知られて
いますが、その根底には個（単純な
ピースを）、律（ルールを設けて）、群（複
数組み合わせる）に基づき、個性がな
いものでも群れることで見えてくる多様
性についての話が印象的でした。あ
のエンブレムも3つの異なるピースをパ
ターンで敷き詰めた後、あるルールに

沿ってその一部を減らすことで生まれた話は、
建築の考え方に重なって見える瞬間でした。
　次に登壇されたのは藤本壮介氏。活動拠
点を日本のみならずパリにも置いている理由と
して、行政から市民に至るまで社会全体が建
築を求めていることの実態を語られました。野
老氏同様、素と多様は建築の根本であると考
え、入れ子構造や人間の動きが表現できる
35cmのフラットスラブによる設計手法の話は
興味深いものでした。
　最後は五十嵐太郎氏がモデレーターとして
加わり、建築と都市、アートとデザインの未来に
ついて自論が展開されました。五十嵐氏は野
老氏の建築的思考がデザインに生かされてい
ること、藤本氏の入れ子の考え方は学生時代
から生まれていたことを挙げつつ、東京の都市
景観が保守化に向かい世界の都市と逆行し

ていることを指摘されました。今後、「東京2020」
に向けて、建築の力で人の動きを変えた金沢
の事例を挙げ、価値ある建築をつくることが都
市の魅力につながることを再
認識させられた一日でした。

村松　篤（JIA静岡）｜
村松篤設計事務所

基調講演4/メインシンポジウム

2018.9.14（Fri）－15（Sat）

　講師の名古屋市大学名誉教授の瀬口哲
夫氏から、ヨーロッパの資格制度の中ではフラ
ンスの資格制度がJIAの目指す制度に近いと
説明を受けた。前日の基調講演ではフランスで
の仕事の機会を持つ藤本壮介氏からフランス
の方が日本より仕事がしやすい環境にあるとも
聞いた。調べてみると（公財）建築技術教育セ
ンターのホームページに「フランスのアーキテクト
制度」が紹介されている。「建築家」と「建築
技術者」とは、教育制度、資格制度、職能団体
構成等明確に区別され、技術者資格のみの日
本の「建築士」と異なる。主な制度の概要は以
下である。
○	建築法第1条に「建築は文化の一表現で

	 ある」と高らかに謳われている。

○	建築許可対象工事の建築計画には

　「建築家」の関与を義務化している。

○「建築家」は「建築家協会」への登録を

	 義務化している。

　シンポジウム後に、本部の職能・資格制度委
員、建築家資格制度実務委員と意見交換会
を持った。8月の本部理事会において「職能・資
格制度委員会は、登録建築家の目標と現状の
相違が大きく委員会活動ではなく、方針そのも
のを見直す時期にきている」との課題が示され
たという。JIAは、これまで建築家職能のための
法体系整備と将来の国際的な職能基準による
建築家資格制度をつくる目標を活動の基軸とし
てきた。建築士会連合会と共に国家資格への
移行を準備する「社会制度経由ルート」の他、3
年前に正会員の全員が登録建築家になること

シンポジウム
「世界から見た
日本の建築家資格制度」

野々川光昭（JIA愛知）｜
支部建築家資格制度実務委員・
オウ環境設計事務所

JIA建築家大会 2018東京
素なることと多様な相

基調講演の様子
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　JIAの全国組織である「環境、保存再生、災
害、まちづくり」の4委員会からパネラーやコメン
テイターが出て、委員会ごとに委員会活動を紹
介する10分程度の講演や、2部では参加者全
員のパネルディスカッションがありました。内容が
大変盛り沢山で私にはほとんど印象に残りませ
んでした。
　そんな中で第一部の災害対策委員から、
JIAの災害に対する支援活動の歴史の説明
がありました。全国組織として関与したのは
2004年の新潟中越沖地震の被害家屋調査
から東日本震災、その後の熊本震災へと続き、

地震発災直後の活動から復興に至る各段階
の支援へ、最後は家屋の再建や新たなまちづ
くりへと活動の範囲が広がってきています。
　東日本震災の宮城地域会の活動で出来上
がった具体的な公営住宅や団地も紹介されま
した。構築物が地震や津波に対し強いことだけ
でなく、災害が起きるたびに社会問題となる地
域産業の衰退や「コミュニティーの崩壊」、「孤
独死」の課題にも向き合わなければなりません。
相互見守り型復興住宅でコミュニティーの形成
を助けるプランニングやスペースの配置、団地
内に各住戸の南側に緑道(路地裏の小道)を
設置し、隣同士で外から室内を見張り異常を
見つけ易くする試みなどがなされているようで
す。プライバシ−の問題はありますが、多くの人

が見て体験
して論議し
て新しい方
向へ導けれ
ば良く、課題
に対する勇
気ある提案
だと思います。今回参加して、演題の「ストックの
再評価」とは関係がありませんが、社会の中で
建築家が果たす領域が広がって来ているよう
に思います。裏を返せば建築家に社会が期待
し、求めていることを強く感じま
した。

杉山貞利（JIA静岡）｜
東海支部災害対策委員長・
静建企画設計

地域のポテンシャルを活かす/
ストックの再評価

を重要視して事業を計画している地域会、行
政との関係を構築しようとしている地域会、会員
の中での交流を深めようとしている地域会など、
まさに「多様な相」といった印象を受けました。
　それぞれの思いがあり、独自の説得力があり、
たいへん興味深いものを感じました。いろいろな
個があり、それを多角的に束ねて、まとめていくと
いったJIAらしさも十分理解できました。サブテー
マの設定も適当で、近年にない活発な発言も多
く、たいへん盛り上がった会議
になったと思います。

　今年の全国地域会長会議は「交流」をテー
マに開催されました。サブテーマが設定された5
つのテーブルが用意され、まとめ役であるファシリ
テーターが1人配属されています。各地域会長

は興味ある
サブテーマ
のテーブル
に付きます。
全体で3回
のディスカッ

ションがあり、その都度別のテーブルに移動しな
ければならない約束となっていましたので、3回、
別の地域会長と顔を合わせるようになっていま
した。
　サブテーマは「災害」、「まちづくり」、「国際交
流」、「若手育成（次世代交流）」、「地域会間
交流」（ファシリテーター・吉元学愛知地域会長）
の5つについて話し合われました。3回のディス
カッションでは、ファシリテーター先導のもと、各地
域会で取り組まれている内容について、発表、
質問などが活発に行われました。実際、地域会
によって活動内容、考え方がいろいろあることに
驚かされました。例えば、市民レベルでの交流

全国地域会長会議報告

大瀧正也（JIA静岡）｜
静岡地域会長・聖建築設計事務所

　9/14に開かれた会議に出席しました。全国
各地から住宅設計にかかわる人々が集まり、

関 係 する
問題につい
て意 見 交
換が行われ
ました。すで
に巷で取り

沙汰されている空き家問題については、価値
の説明が重要なのではないかという発言が出
ました。人口が減少していくのにもかかわらず
住宅戸数は増えています。そんな一方で財産
価値が見いだせるクラスの建築であっても経
済的理由でいとも簡単に取り壊されていきま
す。その価値を見いだせるのは私たちだし、そ
れを発見し多くの人に伝えることによって住宅
を永らえさせることができるのではないかと。
　もともと日本の住宅は木造がほとんどであって、
その特質として大きくしたり小さくしたりと柔軟性

に富む一面があります。その時時の状況に対応
できるようになっているわけで、この特質を引き出
すことによって住宅の寿命も伸びていくことでしょ
う。国の気候風土が影響しているとはいえ、いつ
から住宅の平均寿命は30年を切るようになった
のでしょうね。今ある価値を見出し再評価するこ
とで何か変わるのではないか。そんなことを考え
させられた会議でした。

竹中アシュ（JIA愛知）｜
愛知住宅研究会・
竹中設計事務所アシュ

全国住宅部会連絡会議

空き家問題や住宅寿命などについて意見交
換が行われた

相互見守り型復興住宅

「地域会間交流」のテーブル。吉元愛知地
域会長がファシリテーターとしてまとめた
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　今年で「JIA保存再生会議」も5回目を迎え
た。全国10支部の内7支部において委員の顔
ぶれが変わったが、残念ながら東海支部に於
いては引き継ぎとなってしまった。
　昨年まで議長を務められた関東甲信越支部
の篠田義男氏に代わり、同じ関東甲信越支部
の金山眞人氏が新議長に就任しての保存再
生全国会議フォーラムとなった。この会議もようや
く全国ネットワークが構築されてきた模様で、今
回はこの会議の方向性も見えてきた。
　阪神大震災を境に「保存」「再生」活動が盛
んになり、ストック活用が色んな場所で叫ばれるよ

うにはなってきた。ヘリテージマネージャーの役割
が益々重要になるのと同じくして、JIAの修復塾
修了者の出番も増えてくるものと思われる。がし
かし、東海支部の修復塾修了者はいっこうに増
える気配がない。愛知地域会の保存研究会の
委員長として「JIA保存再生会議」に参加して
いるが、研究会の趣旨とは違う思いを抱きなが
ら5回目を迎えてしまった。学術的意味合いの研
究会から保存再生への流れを次期委員長が
いかに消化していってくれるのか楽しみにした
い。昨年の四国大会後、『ARCHITECT』への
寄稿で「CABE」のことを書いたと思うが、今年
の初めに「JCAABE」という組織の案内が

『ARCHITECT』のチラシで舞い込んできた。
新しいまちづくりの形としてJIAの存在意義を

市民に知らしめるには、有意義な団体かなとも
思う。ただ、東京での活動を前提としているような
ので、全国組織になることをひ
そかに期待している。

原眞佐実（JIA愛知）｜
原建築設計事務所

JIA保存再生会議

　９月１５日、午前中のARCASIA大会からＪＩ
Ａ全国大会へのスタートとなる基調講演の後、
本会まちづくり委員会による「まちづくり全国大
会」に出席した。翌日の４会議（環境・保存・災
害・まちづくり）合同シンポジウムを控えて、モデ
レーター役でもある連健夫議長の下、議事が
進められ、東北支部を除く北海道から沖縄ま
での全国９支部の委員より「萌芽（ほうが）事
例シート」をもとに発表・報告がなされた。
　前任・尾関利勝さんとご一緒させていただき、

“カバン持ち”のような立場での参加だったが、
委員会活動全体を把握できるよい機会となっ

た。ＪＩＡ主導の行政コンペや、平時にしておく
災害シミュレーション「事前復興まちづくり」な
ど、東海支部でも採用できそうな事例も見られ
た。東海支部としては、愛知地域会より発行さ
れた『建築家＋』を配布し、建築家の地域での
取り組みの一端を披露した。今後は、東海支部
４地域会での活動事例の収集をより積極的に
行いたいと思う。まずは名古屋圏以外にどのよ
うな地域で、どのような活動実態があるかをリ
サーチすることからはじめたい。各地域会のご
協力をお願いします。

まちづくり全国会議

黒野有一郎（JIA愛知｜
JIAまちづくり会議本部役員・
建築クロノ

　小玉議長より開会挨拶、これからますます地
域性を踏まえた中間期の環境負荷低減が重
要であることが強調された。次に関東甲信越
支部環境委員会長井委員長よりJIAの組織
図を用いて「環境会議のこれから」について、
方針が説明された。続いて、「最近の活動報

告」として、環境建築賞、木材利用セミナー、環
境懇話会、行政との連携協力についての報告
がされた。
　「話題提供」として、北海道支部より、「きた住ま
いるヴィレッジ」の紹介があった。北海道庁から
JIAへの依頼された実施プロジェクトで、行政と
JIAがよい形で連携できている事例である。沖
縄支部からは、建築展や講演会、「こどもけんち
くワークショップ」、「沖縄未来建築塾」などの紹

介があった。リサーチユニット（RU）報告としては、
「伝統的工法のすまいRU」から最近の活動報
告があった。他、各支部からの短い報告があり、
東海支部からは、愛知地域会住宅研究会主
催の連続環境セミナー「バイオクリマティックデザ
イン五輪書」を紹介した。

笹野直之（JIA愛知）｜
JIA環境会議本部役員・
笹野空間設計

JIA環境会議

各地域の「保存」「再生」の事例がスライドで紹介された

四国支部の萌芽事例シート
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JIA 愛知発 JIA・名古屋市立大学授業

　JIA・大学特別授業は、大学における建築
教育支援を行うことを目的として3年前から名
古屋市立大学芸術工学部3年生を対象に始
まりました。昨年度より愛知県内のすべての大
学に対しての公開講義となり、県内の大学生
に門戸が開かれました。
　建築家の活躍するフィールドはさまざまであり、
その役割も多様です。さらに人口減少期に入
り、建物をつくることにとどまらず、人間の活動す
る空間や環境の手当・整備・構築や、縮小する
社会の中での調整などの新たなフィールドも生ま
れているのが現状です。大学での建築教育で
はこのような実状をリアルタイムに反映することは
困難であり、建築を学ぶ学生の多くは建築家
の果たすさまざまな役割を知らずにいます。
　JIA・大学特別授業は建築家の職能団体と
して、実務に関わる建築家の実状やその役
割、社会に対する責任を伝え、建築を学ぶ学
生と共に考える機会をつくるものであり、ひいて
は時代とともに変わる建築の可能性の萌芽を、
次代を担う学生と共に模索するものです。
　多くの職業が社会の変遷とともに変化し、ま
たは消え、生まれている中で、建築家の職業
像も固定された概念の中をさまようだけでは未
来を描くことができなくなっています。
　「最も強いものが生き残るのではなく　
　最も賢いものが生き延びるわけでもない　
　唯一生き残るのは　変化できるものである」
　とはダーウィンの言葉です。わたしたちはこの
授業を通して学生に問題意識を投げかけるだ
けでなく、キャッチボールをしながら相互作用を
起こし、新たなフィールドを開拓しているのだと

感じています。2年間継続してきて、このキャッ
チボールの愉しさは、学生たちのストレートで威
力のある球にしびれたり、建築家の熟練のコー
スをつく球にうなったりしながら熱気を帯びてきま
した。授業を組み立てるわたしたちもその本気
度が試されながら、より良い授業へと変化して
いると感じています。
　本事業は、この授業を通して建築を学ぶ学
生の、建築への新たな視野を広げ興味関心

を深めるきっかけとなり、建築に関わる学術研
究の進歩と発展に寄与することを目指していま
す。この授業が、新たな建築教育プログラムに
なっていきそうな、そんな予感と希望的観測を
抱きながら、本年度の授業がはじまりました。

唯一生き残るのは　変化できるもの

2018 年度第一回授業風景

関口啓介（JIA愛知）｜
JIA愛知・大学授業特別委員会/

人建築事務所

タイトル 講師 内容 授業責任者

1 9 月 28 日 ガイダンス／
住宅設計士としての仕事 川口亜稀子

■ガイダンス
建築家にはどのような職域があるのか、特に設計・監理実務をおこなう各職域の特
徴などを解説すると共に、全 15 回の講師と講義の紹介を通じ、講座全体の概観をお
伝えします。
■住まいづくりは家のプランニングだけでなく家族の人生設計にも深く関わってい
きます。計画から始まり完成した後も住まいの主治医として長く付き合っていくパー
トナーとして、今までの仕事を通して感じた事や此れからの設計士の役割など伝え
たいと思います。　

川口亜稀子

2 10 月 5 日

地域や街で活躍する建築家の仕事
那古野下町衆と円頓寺 ･ 四間道界隈
建築家は、リージョン（地域）とど
う関わるか？

齊藤正吉
黒野有一郎

最初は、興味本位から、円頓寺商店街界隈との関わりが始まりました。その後、那
古野下町衆に参加することになり、地域の人たちとの繋がりが深まっていく中から
見えてきたことや、建築家と街との関わりについて感じたことをお話ししたいと思
います。
地域における建築家の役割は、どのようなものか？建築を建てるという建築家の能
力（職能）は、地域や商店街などのコミュニティーのなかでいかに発揮されるのか？
地域や商店街での活動、アートイベントの企画運営、行政との関わり方など、建築
設計以外のところで建築家が引き受けるべきことについて、現在までの経験を基に
紹介する。

黒野有一郎

3 10 月 12 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

日本における建築家、構造家の歴史、職能については利益相反から説き起こし、高
度成長期（1960 年代～）から活躍されてこられた建築家、構造家の実践を通した講
義を行います。時代の変遷を通して、建築をつくるという立場から建築家と構造家
との関わり方も学生に伝えていきます。

久保田英之

4 10 月 19 日 時と人と建築 浅井　裕雄
未来についてどれくらい想像できるのだろう。自邸の設計から始まり、そこに住む
家族たちに起こる出来事は、当初の想像を遥かに超えている。建築は人生とどう関
わるのか、少し先の未来までを、自邸を通して考える。

浅井　裕雄

5 10 月 26 日 土地の持つ力を活かす 榎戸正浩

建築設計は「その土地の持つ力」と向き合う仕事
気候・風土・文化・慣習・素材・産業・敷地形状・周辺環境・法規制・・・そして
その土地に暮らす人。
北海道の流氷、東海道の宿場町、沖縄の照り付ける太陽と吹き荒れる台風、、、その
土地の持つ様々な力と、時に対峙し、時に取り込み、そしてそのすべてを活かす建
築は美しい。                                                                         組織事務所としての全国での実
作を通して「土地の持つ力を活かした建築」についてお話します。

榎戸正浩

6 11 月 2 日 クライアントと建築家 塩田有紀　
八木有美

■クライアントと建築家
大学での設計課題と実務との大きな違い、その１つがクライアントの有無です。『額
装の家』のクライアントである八木氏と設計を担当した塩田との対話を通じ、設計
のプロセス・実務ならではの楽しさ・建築家の仕事の意義などがお伝えできればと
思っています。

塩田有紀

7 11 月 9 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

名古屋を拠点として設計活動をしている事務所の各々の特徴と体制・設計監理の進
め方を発表し、地域との係わりとか若手の育成方法或いは大手組織事務所やアトリ
エ事務所との違いに言及できればと考えています。その上で、講師個人それぞれの
建築・都市に対する考え方、仕事との係わり、学生時代から現在に至るまでの経験
等を対談形式で楽しく伝える予定です。

石田　壽

8 11 月 16 日 都市・地域整備の過去・現在・未来 尾関　利勝

・まちづくり（都市・地域整備）の沿革
・都市・地域整備のフィールド（多様性・総合性）
・都市・地域整備の新しい主体　コミュニティ・デザイン
・名古屋での事例紹介

尾関　利勝

9 11 月 30 日 過去と未来の結節点として、可能性
を社会との関わりでカタチにする

田中英彦　
関口啓介

建築は、過去より紡がれた伝統や、文化や技術を　現在に繋ぎ、未来に向けたテク
ノロジーや、可能性を結び合わせ、人間の尊さや美しさの可能性を具象化すること。
その過程には様々な問題が生まれます。建築家は、感性や琴線に触れる築の抱える
諸問題を市民とともに、社会活動を通して考えて来ました。その実践を　社会、環境、
人、未来を担う子供、に分けてそれぞれの関り方を検証し、次に繋げます。

田中英彦

10 12 月 7 日 もの／ひと／こと／まち育て　　－
私の設計手法－ 高木耕一

・講師自身が取り組んできたユーザー参加型のものづくりは、社会にどのような影響
を与え、何を醸成したのか？プロポから竣工後までのプロセスを交えながら振り返
る。

・講師自身の設計への向き合い方を年代ごとに振り返り、設計の楽しさ、やり甲斐な
どを伝え、設計を志す人を育てる。そしてこれからの時代に求められる設計者像を
考える。

高木耕一

11 12 月 14 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

私たちのキャリアは少しだけユニークです。経済、デザイン、建築設計と幅広く勉
強して来ました。現在の仕事もプロダクトデザイン、クラフトデザイン、建築設計
と多分野に渡ります。プロダクトデザインやクラフトデザインは建築設計とは違っ
た側面を持っています。ロットの問題や、手作り可能な商品は建築にはない難しさ
や面白さを持っています。また、2016 年からは私たちのアンテナショップを運営す
ることにしました。そこでは、デザインのみならず 3rd Place の側面を兼ね備えたも
の考えています。デザインや建築設計の仕事は常に新たな刺激を与えてくれます。
少しだけユニークなキャリアが私たちの仕事を支えていることは間違いありません。

矢田義典

12 12 月 21 日 仕事のお作法 城戸　康近

①仕事に必要なことは何かの解説
②思考の方法（ＫＪ，ＴＴＷ、ロバート議事法）
③実際の図面（手書き、ＣＡＤ）を用いて建築に必要な図面がどのようなモノがあ
るのかを解説。（意匠・構造・設備）

城戸　康近

13 1 月 11 日 サバイバル　デザイン　アーキテク
チャー 柳澤　力

これからの建築がどうあればよいか。
少子化／環境／大災害／法改正／情報化 etc.
コンペによる実作（非実作も多々）や現在の仕事（裏話）を紹介しつつ、深刻にな
らず真剣に考えましょう。

水野豊秋

14 1 月 18 日 「住宅から施設までを設計する事務
所」「チームで設計する事務所」 平野恵津泰

街づくりは大きな組織や大学の研究者だけしか出来ないのではない。ご近所づきあ
いが第一歩となって、街は時間を掛けて作られていく。「住宅」「住むこと」からの
街づくりの可能性を考えて設計していることを学生に伝えたい。

吉元　学

15 1 月 25 日 まとめ 全員
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タイトル 講師 内容 授業責任者

1 9月28日
ガイダンス／
住宅設計士としての仕事

川口亜稀子

■ガイダンス
建築家にはどのような職域があるのか、特に設計・監理実務をおこなう各職
域の特徴などを解説すると共に、全15回の講師と講義の紹介を通じ、講座全
体の概観をお伝えします。
■住まいづくりは家のプランニングだけでなく家族の人生設計にも深く関わっ
ていきます。計画から始まり完成した後も住まいの主治医として長く付き合っ
ていくパートナーとして、今までの仕事を通して感じた事や此れからの設計士
の役割など伝えたいと思います。

川口亜稀子

2 10月5日

地域や街で活躍する建築家の仕事

那古野下町衆と円頓寺･四間道界隈
建築家は、リージョン（地域）とどう関わる
か？

齊藤正吉
黒野有一郎

最初は、興味本位から、円頓寺商店街界隈との関わりが始まりました。その
後、那古野下町衆に参加することになり、地域の人たちとの繋がりが深まって
いく中から見えてきたことや、建築家と街との関わりについて感じたことをお
話ししたいと思います。
地域における建築家の役割は、どのようなものか？建築を建てるという建築
家の能力（職能）は、地域や商店街などのコミュニティーのなかでいかに発揮
されるのか？地域や商店街での活動、アートイベントの企画運営、行政との
関わり方など、建築設計以外のところで建築家が引き受けるべきことについ
て、現在までの経験を基に紹介する。

黒野有一郎

3 10月12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

日本における建築家、構造家の歴史、職能については利益相反から説きおこ
し、高度成長期（1960年代～）から活躍されてこられた建築家、構造家の実践
を通した講義を行います。時代の変遷を通して、建築をつくるという立場から
建築家と構造家との関わり方も学生に伝えていきます。

久保田英之

4 10月19日 時と人と建築 浅井　裕雄
未来についてどれくらい想像できるのだろう。自邸の設計から始まり、そこに
住む家族たちに起こる出来事は、当初の想像を遥かに超えている。建築は人
生とどう関わるのか、少し先の未来までを、自邸を通して考える。

浅井　裕雄

5 10月26日
土地や地域の持つ力を活かし、制約
を特徴に変える

奥井　康史

建築を設計し、建物を建てるということは、当然ながら社会的に大きな責任の
ある行為。だからこそ、多くの条件や制約がある。周辺環境・敷地形状・法規
制・材料・コスト、そしてその建物に関わる様々な人の想いなど、これらの条
件や制約をネガティブに捉えず、正面から向き合うことで他にはない特徴に生
まれ変わる。
5つの学校建築の設計事例をとおし、様々な条件や制約に粘り強く丁寧に向
き合い、唯一無二の特徴を持つ学校を実現した設計プロセスにおける設計者
の想いを紹介。

奥井　康史

6 11月2日 クライアントと建築家
塩田有紀
八木有美

■クライアントと建築家
大学での設計課題と実務との大きな違い、その１つがクライアントの有無で
す。『額装の家』のクライアントである八木氏と設計を担当した塩田との対話を
通じ、設計のプロセス・実務ならではの楽しさ・建築家の仕事の意義などがお
伝えできればと思っています。

塩田有紀

7 11月9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

名古屋を拠点として設計活動をしている事務所の各々の特徴と体制・設計監
理の進め方を発表し、地域との係わりとか若手の育成方法或いは大手組織
事務所やアトリエ事務所との違いに言及できればと考えています。その上で、
講師個人それぞれの建築・都市に対する考え方、仕事との係わり、学生時代
から現在に至るまでの経験等を対談形式で楽しく伝える予定です。

石田　壽

8 11月16日 都市・地域整備の過去・現在・未来 尾関　利勝

・まちづくり（都市・地域整備）の沿革
・都市・地域整備のフィールド（多様性・総合性）
・都市・地域整備の新しい主体　コミュニティ・デザイン
・名古屋での事例紹介

尾関　利勝

9 11月30日
過去と未来の結節点として、可能性を
社会との関わりでカタチにする

田中英彦
関口啓介

建築は、過去より紡がれた伝統や、文化や技術を　現在に繋ぎ、未来に向け
たテクノロジーや、可能性を結び合わせ、人間の尊さや美しさの可能性を具
象化すること。その過程には様々な問題が生まれます。建築家は、感性や琴
線に触れる築の抱える諸問題を市民とともに、社会活動を通して考えて来ま
した。その実践を　社会、環境、人、未来を担う子供、に分けてそれぞれの関
り方を検証し、次に繋げます。

田中英彦

10 12月7日
もの／ひと／こと／まち育て
－私の設計手法－

高木耕一

・講師自身が取り組んできたユーザー参加型のものづくりは、社会にどのよう
な影響を与え、何を醸成したのか？プロポから竣工後までのプロセスを交え
ながら振り返る。
・講師自身の設計への向き合い方を年代ごとに振り返り、設計の楽しさ、やり
甲斐などを伝え、設計を志す人を育てる。そしてこれからの時代に求められる
設計者像を考える。

高木耕一

11 12月14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

私たちのキャリアは少しだけユニークです。経済、デザイン、建築設計と幅広
く勉強して来ました。現在の仕事もプロダクトデザイン、クラフトデザイン、建築
設計と多分野に渡ります。プロダクトデザインやクラフトデザインは建築設計
とは違った側面を持っています。ロットの問題や、手作り可能な商品は建築に
はない難しさや面白さを持っています。また、2016年からは私たちのアンテナ
ショップを運営することにしました。そこでは、デザインのみならず3rd Placeの
側面を兼ね備えたもの考えています。デザインや建築設計の仕事は常に新
たな刺激を与えてくれます。少しだけユニークなキャリアが私たちの仕事を支
えていることは間違いありません。

矢田義典

12 12月21日 仕事のお作法 城戸　康近

①仕事に必要なことは何かの解説
②思考の方法（ＫＪ，ＴＴＷ、ロバート議事法）
③実際の図面（手書き、ＣＡＤ）を用いて建築に必要な図面がどのようなモノ
があるのかを解説。（意匠・構造・設備）

城戸　康近

13 1月11日
サバイバル　デザイン　アーキテク
チャー

柳澤　力

これからの建築がどうあればよいか。
少子化／環境／大災害／法改正／情報化etc.
コンペによる実作（非実作も多々）や現在の仕事（裏話）を紹介しつつ、
深刻にならず真剣に考えましょう。

水野豊秋

14 1月18日
「住宅から施設までを設計する事務
所」「チームで設計する事務所」

平野恵津泰
街づくりは大きな組織や大学の研究者だけしか出来ないのではない。ご近所
づきあいが第一歩となって、街は時間を掛けて作られていく。「住宅」「住むこ
と」からの街づくりの可能性を考えて設計していることを学生に伝えたい。

吉元　学

15 1月25日 まとめ 全員
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JIA 愛知発 Nagoya Archi Fes 連続レクチャー vol.4「浅井裕雄」

　去る8/30に学生団体「NAF」の連続レク
チャー企画が名城大学にて行われ、裕建築
計画の浅井裕雄氏が登壇した。
　レクチャーは最新プロジェクトから始まり過
去へ遡って学生時代までの三十数年の浅井
氏の建築との関わりを紹介する内容で、建築
家の半生が垣間見える興味深いものだった。
　最新作で今年のJIA東海住宅建築賞の
大賞を受賞した「毛鹿母の家」は農村地に残
る築100年を超える古民家の改修案件だ。
年代ごとの増改築によって今に至るその古民
家の歴史を紐解いていき、いま浅井氏が現
代の改修の一手を加える。増築部を減築し
て最古の母屋を独立させたりしているものの
外観はほとんど変えておらず、瓦も元々乗っ

　先日、小学校までの通学路を歩くことがあり、
あるおばあさんの家がなくなっていることに気が
付きました。そのおばあさんは、庭の花や野菜を
大切に育て、子どもたちにも優しく挨拶してくださ
る方だったので印象に残っていました。現在、お
ばあさんの家があった敷地は3等分され、不気
味なくらい同じ白い顔をした住宅が窮屈そうに
建っています。その白さは、おばあさんがかつて
そこに住んでいた痕跡をかき消しているようでし
た。思い出の風景が消えた寂しさと同時に、住
宅を残していく、住み繋いでいくことが現実的に
は厳しいことを痛感しました。
　この度、浅井さんにはリノベーションの事例を
多く紹介していただきました。そこでも私は「住
宅を残していく」ということについて考えさせられ
ました。
　特に強く考えさせられた作品に「工場から家」
という住宅があります。この作品は、閉鎖する鉄
工所を、息子夫婦の住宅にリノベーションすると
いう内容で、木造の家形の住宅が、工場に挿

ていたものが使ってあるが、実は瓦を一回降
ろして屋根に乗っていた土部を取り除き、地
震力に有効な屋根の軽量化を図っている。
　地震国である日本において、ヨーロッパと同
じように数百年単位で建築を存続させること
はできるのだろうか。京都のような寺社仏閣で
はなくて民家レベルでそれができないと、日本
の都市的な価値はヨーロッパが持つ歴史的
価値を一向に越えられないように思う。二川
幸夫が写した美しき「日本の民家」はもう日本
にはほぼ残っていない。
　古民家は何もせずに現代人が住めはしな
い。何もしてない「ように見せる」ことへの建
築家の思慮と技術。この家が残ったことの価
値はきっと見た目よりももっと大きい。

入されるような形態をしています。操作としては、
大胆で斬新なように感じましたが、工場が潰れ
てなくなるのを寂しがるおじいさんと、家族で住
むための住宅が欲しい息子さん、その両者の願
いを尊重した設計がなされていて、それまでの
暮らしの思い出や、その土地に流れてきた一家
の時の流れを次の世代に丁寧につないでいると
感じました。旧工場と住宅の間に生まれる中間
領域や、住宅ではあり得ない天井高など、より暮
らしを豊かにするための要素として、旧工場が
建築的役割を果たしているという点も魅力的だ
と思いました。
　浅井さんは、リノベーションを行う際、一貫した
テーマとして「多くを求めない」という信念をもっ
ているとおっしゃっていました。それはつまり、
「変える必要がないところは触らない」ということ
です。予算的な面もあると伺いましたが、元の
建築を、「保存する」でも「壊す」でもなく、「部
分的に残し、活かす」という選択肢を考えてい
らっしゃることがよく伝わってきました。

　その他も工場を住居にした事例などリノ
ベーション案件を中心に作品紹介がなされた。
どれもただのリフォームとは一線を画した、古
いものへの新たな魅力の発掘が試みられて
いる。
　最後に大学生時代の話。工匠であり建築
家の12代目伊藤平左衛門氏が教鞭をとって
いた際に待庵の実寸復元を学内に建設した
時、毎日のように現場に参加していたのだとか。
　そんな学生なかなかいないよ!…現場ありきの
リノベを得意にされてる理由を垣間見ることが
できた気がした。

　住み繋いでいくというと、どうしても次世代が
何らかの我慢を強いられるような感覚があり、独
り立ちしてから遠方に暮らしているとなるとなおさ
ら難しいと思います。しかし、浅井さんの設計手
法では、時の流れや雰囲気を絶やさず、次世
代が快適に過ごすことを可能にしているだけで
なく、スケルトン・インフィルの手法など、例え住人
が血縁関係のない他人に変わったとしても取り
壊されず残っていけるような工夫がなされている
と思いました。また、「住宅を残していく」という
のは環境にも優しく、これからの住宅設計を考え
る上ではとても重要なキーワードになってくるので
はないかと思い、もっと考えを深めていきたいと
思いました。
　最後に、もし、取り壊されていなければ、私は
先程のおばあさんの家をどのように残していただ
ろうか。今回のレクチャーで得た学びを元に再考
してみたいと思いました。

リノベーション再考

栗原健太郎（JIA愛知）｜
studio	velocity

学生の声

澤田留名（名城大学）｜Nagoya	Archi	Fes2019
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JIA 愛知発

ひとつのお店からまちへ～「まちなかに育つ」ことを知るワークショップ

JIA建築ワークショップ＠豊橋 その2（2018年8月31日～ 9月2日）

　先月、本誌10月号でレポートした「とよはし都
市型アートイベントSebone（セボネ）」との連携
企画「お店をつくろう!～小さなまちづくりプロジェ
クト～」の続報です。
　まずは、企画の内容について――、対象と
しているのは、まちなか（中心市街地エリア）の
2つの小学校の全学年。彼らの周辺には「お
店」があり、中には祖父母や身内が商店を営
んでいる子もいたりする。そんな環境に育つ子
どもたちに、考え、観察して、自分の「お店」を
つくってもらう。それが展示会場で「小さなまち」
になっていく。ひとつずつの「お店」が連なって、
「商店街」や「通り」ができ、それらが集まって、
「まち」や「風景」をつくっていることに気づく（気
づいてほしい）、というのがこの企画の主旨だ。
　この10余年、地域活動が活発になって、子
どもたちに向けてさまざまな取り組みが企画さ
れているが、「自分の育った環境を知る」とい
う意図をもったものは、意外に少ない。会場に
は、「まちなかに育ったという経験は、こどもた
ちの財産です」と掲示している。自分の育った
環境やそこでの経験が、将来、自分の暮らす
地域やその場所でのまちづくりに関わるときの
アイデンティティー（思想の根幹）になるとの思
いだった。
　具体的には、低学年（1-3年生）には、テー
マに沿った絵画を描いてもらう。例えば、1年生
は、「たべものに関するお店」、2年生は、「デ

パート・百貨店にはいるいろいろなお店」、3年
生は、「奇想天外なお店」（＝こんなお店見たこ
とない!こんなモノ売っていいの!）というテーマ
で、毎年、こちらもびっくりする「○○○やさん」
が登場する。
　高学年4年生からは、立体作品の制作。

“敷地”となるB4サイズのスチレンボードを提供。
そのほか、入り口の向きや、地震に強く、環境
に優しくなど、お店づくりのルール“基準法”も設
定。基本的にテーマは自由だが、「夏を売るお
店」、「豊橋を売るお店」など、季節・地域・時事
のサブテーマを設けて、授業のなかで、身近な
ことから想像力が膨らんでいくような話しをする
ようにしている。
　今年の展示は、8月31日午後から9月2日の
3日間、豊橋駅前の「穂の国とよはし芸術劇場
PLAT（プラット）」のアートスペースで行った。
200名収容の観覧席を収納し、ホール全体を
使った展示だ。
　設営準備は、8月29−30日にJIAメンバー
や劇場スタッフを中心に、500点を超える作品
を小学校から引き取るところからはじまる。毎
年、力作に感心しながら慎重に運搬する。会
場では、都市計画さながら、学校・学年ごとの
街区に分けながら作品を配置し、「小さなまち」
をつくっていく。さらに、審査には時間が掛か
る。建築家はじめ、画家、イラストレーター、企
業のまちづくり担当、市のまちなか活性課長、

劇場スタッフなど多様な審査員がそれぞれの
評価軸で各賞を選定する。これが実に楽しい
時間。
　最終日、恒例の表彰式では、受賞者やご父
兄方 が々多数集まって、毎度の大盛況。三河
の伊藤彰彦さんに代表してプレゼンターをお願
いし、4名の「JIA建築家賞」受賞者への表彰
状と、副賞として矢田地域会長から「NO…
DETAIL… is… SMALL」オリジナルノートを授与

（その場でネームが入るワークショップ付き）。続
いて、選定理由や作品講評をしていただいた。
　最後に、吉元愛知地域会長から、子どもた
ちへのメッセージとJIAや『建築家＋』の紹介
があった。「将来、建築家になりたい人?」とい
う問いに、手が挙がったことは、この事業の成
果の一端？…JIAや建築家へのかすかな希望
がみえた嬉しい場面だった。

　追伸、『建築家＋』を会場で配布しました。
手に取っていただいた多くの皆さんの評判もよ
く、2日間で120冊以上!…劇場の前任芸術文化
アドバイザーで、俳優の平田満さん（豊橋出身）
も会場にお立ち寄りくださいました。『建築家＋』、
しっかりお渡ししました!

黒野有一郎（JIA愛知）｜
建築クロノ

会場風景 審査の様子 JIA 建築家賞を受賞した「氷のホテル」
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　新幹事となり、より本部の動きや各支部間の動きを知ることができ、新たな発
見と自分の立ち位置を把握できる機会として捉え、組織の力になれるよう鍛錬
の日々 であります。会員の減少が毎回の報告でも問題視されるなかで、先日、
全国大会に参加しました。東京大会ということもあり、大いに期待をして基調
講演ほかを聴きました。学生や一般の方にも聞いていただきたい充実した内
容でしたが、会場は空席が目立ち、会員も（個人的な印象ではありますが）想
像していたより少なく、JIAの現状をあらためて考える機会となりました。質の
高い講演と持続する社会活動。いかに情報をオープンにし、
つながり、広がるか。せっかく集まった人材と知識と技術。「ヨ
コ」への連携がこれからの鍵ではないでしょうか。

日　時：2018年9月7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10名、監査1名、オブザーバー7名

1.支部長挨拶
　9/13～ 14ARCASIA東京大会、9/14～ 15JIA建築家大会が開催され
ます。
2.報告事項

（1）本部報告
①職責等検討特別委員会の活動報告（小田）
・… JIA会員外からの正会員への苦情については、「会員への苦情に対応す

る組織とその運営に関する規程」について、HPから出力して確認する。
②財務委員会（澤村）
・… 本部支部財務検討表を記入し本部へ提出（10/10締切）する。
③フェローシップ委員会（奥野）
・… フレッシュマンセミナーについて、大阪にて11/30（金）～12/1（土）開催

する。参加者を求む。
④広報委員会（奥野）
・… 北陸支部にて2019/1/26(土)、21世紀美術館にて支部設立記念パーティー

開催。
　東海支部から独立して20周年となり、東海支部へ多数参加要請がある予
定。（矢田）

（2）支部報告 
①災害対策支援ネットワークについて（澤村）
・… 愛知地域会から吉元学、清水孝昭、宮坂英司、3名任命。
・… 各自治体、会員からの要望があれば情報提供する。
②JIA25年賞…東海支部審査委員会（谷村）
・… ミツカングループ本社ビル/中京ゴルフ倶楽部石野コースクラブハウス/櫻

井銘木店倉庫　の応募作3点。支部建築選の審査を通り、本部へ送る。
・… 支部審査員は谷村茂（愛知）、車戸愼夫（岐阜）、藤巻志伸（愛知）、高橋

徹（三重）、田中楯夫（静岡）5名とする。
③三重県との災害支援活動協定に向けての協議（第三回）（矢田、出口）
・… 「防災教育」からはじめる。JIAと県が一緒に学習指導案を作成する方向

とする。
・… 「学校での防災協定」と「地域での防災協定」の2本立てとする。
・… 年内に協定を結ぶ予定。

3.その他
①逝去　正会員「瀧下英明（愛）」（森）
②転入　正会員「永田敬元（愛）」（森）
議　事
1．審議事項
①2018年度東海支部持出役員会…会計報告（澤村）
・… 参加人数　支部役員22名、岐阜地域会12名。
・… 東海支部：62,500円、岐阜地域会：34,000円負担→承認
・… 懇親会の支払いの残金16,000円については支部への雑収入として扱う。
②…「静岡県建築士事務所協会　創立50周年記念講演会　（11/2）
　SANAA妹島和世氏、西沢立衛氏」の後援名義使用許可について（大瀧）
→承認
2．協議事項
①支部運営費（本部からの分配金）について（矢田）
・… 2018年度支部運営費は618万9千円。
・… 今月末までに意見徴収を行い、支部長、事務局、澤村幹事長の3箇所へ

送って下さい。支部長がとりまとめ、本部財務委員会へ意見を提出する。
②災害に関する支部講演会開催について（災害対策委員会）（杉山）
・… 昨日（9/6）北海道で地震が発生。震度6弱以上の場合、本部に災害対

策本部が立ち上がる。
・… 本日13時から本部にて臨時の災害対策会議があった。北海道庁主導で

応急危険度判定を明日、明後日で行う。
・… 応急危険度判定、罹災証明等、北海道支部、東北支部からの要請があっ

た場合はご協力いただきたい。（杉山）
・… 水害、風害対策の実績報告と、三重県との締結が間に合えば防災協定の

報告も、講演会の企画に盛り込む。開催は年明けとする。（矢田、杉山、出
口）

・… 東海支部災害対策委員のﾒﾝﾊﾞｰを各地域会から支部事務局に連絡するこ
と。

③近畿支部役員との意見交換会について（矢田）
・… 近畿支部から支部長、副支部長他、計6名が支部役員会から参加します。
・… 12/18（火）近畿支部にて交流会開催。東海支部から幹事は遠征参加す

ること。
④全国学生コンクールの位置付けについて（矢田）
・… 今まで正式なJIA本部事業として認められていなかった。委員会編成のな

かで教育表彰事業に正式に位置付けてはどうか。本部事業となっても予
算はつかない。（矢田）

・… 今月末まで支部長、事務局、澤村3箇所へ意見を送り、支部長がとりまとめ、
本部へ報告する。元支部長の服部、鳥居の2名の意見も伺う。（矢田）

3．その他
①JIA建築家大会2018東京大会…参加登録状況について（矢田）
・… 東海支部、目標参加人数に到達していないのでご協力をお願いします。
②2018年度「JIA事業活動助成」について（申請期限10/31）（澤村）…
・… 年度内一度しかないので、各地域会で、確認、検討ください。
4．監査意見
　大瀧監査：地震が起きたときのJIAとしての対応の仕方がわからないのが
現実であり、災害対策委員会の企画している講演会開催について一日も早く
開催して、知識、認識をもてるよう有意義な会としていただきたい。

東海支部役員会報告

西村和哉（JIA愛知）｜h+de-sign/architect		
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

旧三菱重工業名古屋製作所本館（名古屋大学大幸団地内旧校舎）　

身近なまちの歴史　柳街道・堀川西界隈

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

■発掘者のコメント
　今年1月末、伏見から堀川を越え、笹島のビルに
事務所を移転した（名駅南1丁目）。
　ビル北の小道は、佐屋街道と城下町を結んだ柳
街道が幹線道路広井町線と交差して東西に通り、
その東南角に明治33（1900）年にできた鉄道を渡る
陸橋・明治橋の石碑がある。
　柳街道は納屋橋を起点に笈瀬通を経て烏森で
佐屋街道と合流、城下に至る近道で、名称は烏森
付近が伊勢神宮の荘園だった一楊（柳）御厨との関
連や、昔、江川にかかっていた柳橋が由来という説、
納屋橋付近に多い柳からなど諸説ある。中村区名
駅付近は、昔は愛知郡広井村、堀川西の農村と堀
川沿岸城下町の接点で、後に市街地が連坦した。

周囲には今も堀川舟運との関係を物語る海産物業
や広井村の痕跡を伝える社寺、町家、屋根神様が
遺る。四間道に続く道に面する花車神明社には、紅
葉狩車、二福神車、唐子車のからくり山車3基が遺
り、10月祭礼には町内を練る。
　名駅5丁目は江川線沿いに旧防災街区造成事業
による花車ビルが3棟建ち、その東は狭隘道路と木
造家屋が遺された密集市街地だが空き地（駐車場）
が増えている。
　付近には花車神明社の他、錦橋北東に泥江懸
神社、納屋橋南西に白龍神社、南に津島神社、須
崎橋東北袂に須崎神社など都心ながら神社や寺が
多い。柳街道接続の関係だろうか。泥江懸社、須
崎社は城下町以前から、他の神社は城下町築造と

所在地：名古屋市中村区名駅5～名駅南　
アクセス：JR、名鉄、近鉄、地下鉄名古屋駅。
　　　　市バス　笹島、柳橋

尾関利勝（JIA愛知）｜
地域計画建築研究所名古屋事務所

■発掘者のコメント
　昭和19（1944）年12月の名古屋大空襲により
爆撃を受けて損壊した建物で、終戦後修繕さ
れた上残存する数少ない戦災遺構である。戦
後の占領政策で軍事（産業）施設を平和目的に
転用が進められて教育施設用地となり、愛知学
芸大学（現愛知教育大学）を経て昭和50（1975）
年に名古屋大学に移った。損壊部分の補強の
ためか、不自然に太くされた柱梁が印象的であ
る。また天皇や皇室が行幸された際に設えられ
た大理石張りの専用玄関と階段、謁見と休息の
ための部屋が、質実剛健な工場敷地内のオフィ
スの一部に残っているのが特徴である。10年
程前のことであるが、新型航空機設計の先進
的研修拠点として産学協同で蘇らせる構想が
進められたが頓挫し、現在は立ち入り禁止の廃
屋となっている。日本では航空機の設計教育を
施す体制が弱く、ベトナムなどアジア諸国の若
者が担いつつあるという。「兵どもが夢の跡」の
感である。

旧三菱重工業
名古屋製作所本館

名古屋ドーム前矢田

砂田橋

地下鉄名城線
ゆとりーと
ライン

名古屋市図書館●

至学館高●●
ナゴヤドーム

●
愛知教育大附
名古屋小

旧三菱重工業
名古屋製作所本館

名古屋ドーム前矢田

名古屋市図書館●

●
ナゴヤドーム

北正面 柱梁

補強のための配筋 1944（昭和19）年12月	名古屋大空襲：左隅の建物

谷口　元（JIA愛知）
｜名古屋大学名誉教授

所在地：名古屋市東区大幸南1-1
設計者：新築	不詳
　　　　増築	名古屋大学施設部建築課
建築年：新築	昭和13年　8,016㎡
　　　　改築	昭和26年　同上
　　　　増築	昭和41年　144㎡

名古屋駅

近鉄

地下鉄桜通線

地下鉄東山線

名鉄

四間道
■

花車神明社
■

■明治橋の石碑■
かっぱ像

名古屋駅

地下鉄桜通線

地下鉄東山線

花車神明社
■

■明治橋の石碑

四間道
■

延床面積：8,160㎡
※年･面積は名古屋大学
施設台帳による

ともに創建され疫病治癒、水運や水害の安全祈願が行
われた。
　柳街道を西に歩くと河童のいわれと像で有名な笈瀬通

（商店街）と交差する。笈瀬通を北に歩くと、名古屋駅西
椿神明社に出る。この交差点に商店街が設置した河童
像があり、歩道に楠の巨木、その隣に迦具土社がある。
社の石積みは尾張の亀甲積み。これが何とも言えない美
しさなのだ。

名駅5丁目に遺る町家 花車神明社 亀甲積みの石積み
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審査員長　佐々木敏彦（大久手計画工房）
ゲスト審査員　家成俊勝（京都造形芸術大学/dot…architects）
審査員　黒野有一郎（建築クロノ）、
　　　　駒井貞治（名古屋芸術大学/駒井貞治の事務所）、
　　　　布村葉子（大建met）、
　　　　森本雅史（森本建築事務所）

■2次公開審査・表彰式・作品展示・記念講演会

日時：2018年12月8日（土）
作品展示（12:00 ～ 17:30）
プレゼン［6名］（12:30 ～ 14:10）
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）
記念講演会（16:00 ～ 17:00）
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12F）
定員：100名（先着）

日　時：2018…年 11…月 17…日（9：00 ～ 18：00 予定）
集　合：津駅東口、「ローソン津駅前店（ソシアビル）」（8…:45 集合）
参加費：4,000円（昼食弁当代、見学料、保健等含む）…※当日集金
行　程：津駅東口（出発）（9：00）→津 IC →海山 IC →
　　　　道の駅「みやま」（10：50）
… ●［1班］熊野古道の馬越峠ウォーク（語り部付）（出発）

（11：00）→尾鷲神社（1・2班合流）（14：00）
… ●［2班］道の駅「みやま」（出発）（11：15）→須賀利町（見学）
… （11：45）→尾鷲神社（1・2班合流）（14：00）
… ●［合流後］見世土井邸（見学）（14：30）→尾鷲小学校
… （見学）（15：40）→津駅東口（解散）（18：00到着予定）
… ※先着30…名とさせていただきます。
… ※「熊野古道ウォーク」コースか「須賀利の街並み見学」

コースを選んでください。
… （「熊野古道ウォーク」コースは最小催行人数3…名、雨天

の場合は中止）
… ※須賀利町では昼食場所を普済寺（階段が約100…段あ

ります）で予定しています。
申込先：参加の方は住所・氏名・年齢・連絡先（携帯番号）・
… 希望コースをご記入のうえ下記にお申し込みください
　　　　（11月7日必着）。
　　　　JIA三重事務局…相原　FAX…0595-96-8175　
　　　　E-mail…hos@pure.ocn.ne.jp

＜帝国＞と向き合うわたし
4 4 4

の住まい

第35回JIA東海支部設計競技2018
2 次公開審査・表彰式・作品展示・記念講演会

2018	JIA	三重	建築ウォッチング

熊野古道と「にほんの里百選」須賀利の旅
CPD プログラム申請中

地域会だより

＜東海支部＞

10/19…近畿支部との交流会
10/27…東海支部設計競技1次審査　
12/8… 東海支部設計競技2次審査・表彰式・記念講演会

＜静岡＞

10/5… 建築ウォッチング「建築見学バスツアー」の開催　
10/26…静岡地域会役員会

＜愛知＞

10/13…住宅研究会「連続環境セミナー」第2回
10/18…事業委員会「猪高小学校建築教室」第1回
10/18…NAGOYA…Archi…Fes…連続レクチャー「田中義彰」
10/26…法人協力会「CPD研修」
11/2… 愛知まちなみ建築賞選考会

11/13…研修委員会「建築セミナー」
11/18…住宅研究会「連続環境セミナー」第3回
11/20…事業委員会「猪高小学校建築教室」第2回

＜岐阜＞

10/13… JIAの窓「手嶋保…氏…講演会」
10/18……愛知地域会…事業委員会…猪高小学校建築教室への参加
10/25……JIA岐阜第6回役員会

＜三重＞

10/12…第5回役員会、第4回例会、会員研修　森岡茂夫氏　講演
11/8… みえの気候風土適応住宅勉強会
11/17…建築ウォッチング　尾鷲ツアー
11月… 第4回三重県との防災協定締結に関する協議
12/7… 第5回例会、会員研修　会員発表会
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ますと、図面から設計者の思いが伝わってくる
時があります。そういう部分を、時代の変遷も含
めて写真で伝えたいと思っています。

（牧ヒデアキ）
●フランク・ロイド・ライトが学校について語って
いる。「一本の大樹と一人の老人がいて、そこ
に話を聞く子どもたちがいれば、それが学校
だ」。JIA愛知が3年前から名古屋市立大学芸
術工学部で開講する大学特別授業「建築家
の仕事」には、大樹こそないが、現役建築家が
自らの仕事ぶりを切 と々話をする生きた建築学
校となっている。建築家の仕事は建築設計だけ
でなく、むしろ若い世代に自らの思いを伝えてい
ただくこと、だと強く感じる。関口啓介氏の記事
では、建築家が次代を担う学生とともに模索す
る試みととらえ「唯一生き残るのは変化できるも
の」と指摘された。語りかける建築家自身が変
化の真っ只中にあること。耳をそばだてる学生
は、時代を敏感に感じ、変化の兆しを無意識に
ちらつかせる。学生たちのつぶやきは、日常の

●4月より表紙の原図を撮影させていただいて
います。和紙・洋紙に描かれた図面を前にして、
どの図面をどのように撮るべきかと悩みながら撮
影しています。私も事務所時代は手描き図面で
した。和紙にホルダーで線を何種類も使い分け
て表から裏から描き込みしていました。今は後か
らレイアウトも表情も自由になるCADで図面を描
き、白い紙にペロンと出力しています。図面が汚
れても・何度描き直しても再出力すればOKで
す。和紙手描き図面は、同じ場所を3回描き直す
と図面が破れました。また図面そのものが設計
の成果物としての価値（重み）を持ち、扱いも細
心の注意が必要でした。今は図面をメールで送
り、先々で追記され、原図がない感じでしょうか。
完成する建物がよければ、図面は（記号として
不足なく書いてあれば）どうでもよいという意見も
あるかと思います。ただ手描きの図面を見てい

編 集 後 記 ルーチンワークに、ついていくことのできない違
和感だけでなく新たなひらめきにつながる触発
を差し込む。さて、1時間後には浅井裕雄さんに
よる「時と人と建築」だ。変化の兆しを探す授業
に出かけよう。　　　　　　　　（鈴木賢一）

　弊社、アルフレックスジャパンは来年で50周
年を迎えるモダンファニチャーブランドです。今
回は、弊社の歴史についてお伝えします。

「arflex」の名前の由来はイタリア語で家具を
意味する「arredamenti」と英語で柔軟性、適
用性を意味する「flexibility」の頭文字をとっ
た造語です。いつの時代にもどのような環境に
も適応する家具でありたいという願いがこの名
に託されています。アルフレックスの始まりは、

1951年、イタリアの世界的タイヤメーカー…ピレ
リー社の有志と当時無名のデザイナー…マルコ・
ザヌーゾにより、誕生したチェア「LADY」が、
美術工芸展「ミラノ…トリエンナーレ」で金賞を
受賞したことから始まります。高価な手工芸品
としての家具から、シンプルで合理的な「モダン
ファニチャー」への過渡期であった1950年代
のイタリアにおいて、成型ゴムとエラスティック・
ゴムベルトを用いた当時の革新的なチェアが
高く評価されたアルフレックスは、一躍トップブラ
ンドとなりました。その後1969年に海を渡り、アル
フレックスジャパンが設立されます。イタリアから
の輸入販売と合わせて、日本の文化や環境に
合わせた国産化やオリジナル製品の開発に取
り組みました。今ではごく当たり前ですが、当時
の日本では多くの家庭でソファは「応接間」に
あるのが当たり前でした。「応接間」から家族

が過ごす「リビングルーム」へ。ソファの役割を
家族の中心において、日本のモダンライフスタイ
ルがスタートしました。イタリアの洗練されたデザ
インとものづくりの魂を受け継いだ家具の数々
は、感度の高い建築家や著名人たちを中心に
大きな共感を集めました。
　それから約50年、日本におけるモダンライフ
スタイルを牽引してきた弊社は、これからもシン
プルなデザインと高い耐久性を備えた上質な
家具を提案していきます。

イタリア生まれ日本育ちのモダンファニチャー

田中光一｜株式会社アルフレックスジャパン営業本部中日本営業部
法人協力会通信㊳

＜愛知＞

●株式会社アルフレックスジャパン中日本営業部
名古屋市中区栄5-28-12	名古屋若宮ビル	1F
TEL	052-269-9772　FAX	052-269-9771
http://www.arflex.co.jp

ショールームのご案内
アルフレックス名古屋
11:00～19:00	
水曜定休


