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金城学院高等学校「榮光館」設計図は
語る◉ 11

所在地…名古屋市東区
竣工…1936（昭和11）年
構造・規模…鉄筋コンクリート造
　　　　　  3階建て
基本設計…佐藤　艦
実施設計…城戸武男
施工…広瀬商会

城戸康近（JIA愛知）｜
城戸武男建築事務所

　表紙は榮光館（1935［昭和10年］）の照明器具図です。
S:1/10で和紙に鉛筆描きで丁寧に描かれています。仕様
は「金物ホワイトブロンジング　アクセント附トスルコト　電
球」これだけの内容で制作されています。
　こちらは構造図です。架構図は1/50、配筋詳細は1/20

で描かれています。建築学会の鉄筋コンクリ－トの標準仕
様書JASS5が制定されたのは1953（昭和28）年。それま
では1923（大正12）年に建築技術の向上を図るために学
会は委員会を設け仕様書の標準化に着手し、以来1941

（昭和16）年までの間に16の標準仕様書がつくられ遂次
会誌をもって発表されたようです。現在のような配筋標準図
がない時代でハンチもあるので細かい所まで丁寧に図面
化されています。（祖父は竹中工務店設計部より独立）

城戸武男建築事務所（1933［昭和8］年設立）

表紙撮影：牧ヒデアキ（JIA愛知・makira DESIGN）

構造図など
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『ARCHITECT』について考える

『ARCHITECT』継続･休刊に関する「会員集会」
日時：2019年2月9日 (土 ) 14：00～ 16：00（13：30受付開始）
場所：昭和ビル9階ホール（名古屋市中区栄4-3-26）　　　　　 
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　JIA東海支部会員の皆さまには、日頃より支部活動にご協力、ご支援いただき、心より感謝申し上げます。さて、会員の皆さまのご協
力の下、【緊急連載－ご意見下さい、会報誌『ARCHITECT』は必要ですか？－】の中で実施致しました、アンケートの集計も終わり、
いよいよ、『ARCHITECT』について、今後の方向性を皆さまにお示しする時期となりました。アンケートでは、紙媒体での発行を望む
意見が半数以上（55.3%）を占め、電子媒体での継続を望む意見（33.9%）を大きく上回りました。また、隔月・季刊発行を望む意
見が半数以上（55.9%）を占め、毎月発行を望む意見（33.3%）や休刊を望む意見（8.9%）を大きく上回っています。このような結
果をふまえ、下記に今後の『ARCHITECT』の方向性を（案）ではありますが、お示しいたします。最終的には2月9日に開催されます
会員集会で皆さまの意見を集約し、最終決定をいたします。

1. 発行形態について
　紙媒体を維持し、隔月発行（年6回）に移行したいと思います。ただし、現行は年2回を24頁、その他10回を16頁としていると
ころを年6回の全てを24頁として考えています。また、速報性が求められる理事会報告、支部役員会報告や各種事業の報告は毎
月メールにて配信をさせていただきます。紙媒体を維持する案は、決してアンケートの結果のみを参考にしている訳ではありません。
『ARCHITECT』は会報誌であり、会員サービスの一つです。それを第一に考えれば、会員皆さまのお手元に『ARCHITECT』をお
届けすることが望ましいと思うからです。

2. 広告・協賛金について
　現状の大口広告は維持した上で、広告費の徴収システムは大きく変更したいと思います。現在は、各地域会の法人協力会の皆さ
まにご協力いただき、順番かつ強制的に広告をお願いしている状況ですが、この仕組みを廃止したいと考えています。また、年2回実
施している名刺広告については非効率的であるため廃止します。ただし、年度末に東海支部すべての法人協力会の皆さまに広告掲載
の受諾確認通知を送付させていただき、掲載をご希望された法人協力会の皆さまのみ広告掲載のご依頼をさせていただきます。金額
については現状と同額程度と考えています。また、ゼネコン、工務店様にも広告の枠を開放いたします。その上で、不足額の補填に
ついては各地域会さまに応分のご負担をお願いしたいと思います。収支の概算は2月9日の会員集会でお示しさせていただきますが、
『ARCHITECT』が会報誌かつ会員サービスの一つであるならば、多少の赤字は問題ないと考えます。

3. 編集社・印刷会社について
　現在の編集社、印刷会社とは約30年の付き合いです。また、『ARCHITECT』は発刊当初、名古屋に建築ジャーナリズムを根付か
せる目的を持っていたとも伝え聞いています。私個人は、この目的についてはすでに達成したとの想いもあり、今回のアンケート結果、
『ARCHITECT』の改革のためには、袂を分かつ時だと判断します。今回、決断を下さなければ、5年後、10年後に再度同じような問
題が噴出すると想像するからです。崇高な理念を掲げることは非常に大切だと思うのですが、私たちには「JIA」、『ARCHITECT』を
維持する目的があり、今回が決断の時と判断致します。

4. 誌面について
　誌面は、「発行形態について」の中でも書きましたが、年6回発行、各号24頁といたします。その上で、各号の前半を特集企画と
し後半は従来通りの記事とします。特集企画は、年頭には確定し各担当者が企画に沿って案を詰めて行きます。『ARCHITECT』の
編集は従来通り支部会報委員会がその中心を担いますが、特集記事については、会報委員会以外の会員も参加することが望ましい
と考えています。例えば、今年度であれば、「愛知トリエンナーレ」の特集があっても良いと思いますし、「建築基本法」や「防災」、「子
どもと建築」などの特集があって良いと考えます。その際には、東海支部の多くの会員が参加すること、また、会員の皆さまから積極的
に特集企画の案が出てくることを望みます。企画会議、編集会議に多くの会員が参加することは「JIA」の活動に相応しいと思います。
ただし、上記の内容はあくまでも私個人の案であり、読み応えある内容に紙面を改革したいとの思いから出たものです。最終的には2

月9日の会員集会を経て、支部役員会で決断される内容に沿うつもりです。
　以上、ポイントを4点に絞り、『ARCHITECT』の改革案をお示しいたしました。最終的には2月9日の会員集会を経て、最終決定
いたします。ただ、個人的には、次代に負の遺産を繰り越す思いはまったくありません。東海支部会員の皆さま、ぜひ「会員集会」に
ご参加下さい。2月9日は「JIA」に相応しい、闊達な議論の場としましょう。皆さま、よろしくお願いいたします。

公益社団法人日本建築家協会 東海支部 支部長　矢田義典
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自作自演○229

今泉　清司（JIA愛知）

　かねてからアンコールワット遺跡を訪ねて見たいと思っていたが、今回の旅をして本当に来て良かったと思っている。
　かつて栄華を極めたカンボジアの歴史の中で、このアンコールワットが建設された時代の背景を知ることができ、極めて有意義であっ
た。現在のカンボジアは、周囲をタイ・ラオス・ベトナムの三国と国境を接しており、今までの遅れを取り戻すべく近代化に努めている。
　さて本題に入るがカンボジアにおける宗教はインドから入ってきた神 （々ヒンドゥー教）と、もともとこの国に存在していた精霊信仰、
祖先崇拝、地方の神 な々どの信仰と融合しカンボジアのヒンドゥー教として定着した。そしてアンコール王国が大きな勢力として台
頭した8 世紀となりジャヴァルマン2 世（802～ 834 年）が君臨したこの時代から12 世紀全般までの400 年は、ヒンドゥー教がア
ンコール国の思想そのままであった、仏教（上座仏教＝小乗仏教）も少数ながら存続していたが。
　ヒンドゥー教で固められたアンコール王国で仏教寺院の建設及び仏教聖地の衣替えはジャヴァルマン7 世（1125 ～ 1218 年）
が推進した一種の宗教改革であった。こののち63年間は仏教の全盛期であった。しかしジャヴァ
ルマン7 世が逝去しその後即位したジャヴァルマン8 世はシヴァ神を篤信し王の統治下、反仏教
運動が起こり、仏像狩りが行われた。しかしジャヴァルマン8 世も1295 年に退位し変わってシュリ
ンドラヴァルマン王が即位した、この王はこの国で初めて上座仏教を公認した国王でもある。
　現地に行って見ればわかるが、アンコールワットがなぜ仏教とヒンドゥー教が入り混じった遺跡で
あるかと言うことをご理解いただき、それでもなおこのアンコールワットがすごい遺跡であるかを自
分の目で感じてほしいと思う。

カンボジアとアンコールワット

　名古屋市・車道に、数は多くないですが建築・デザインの本が置い

てある古書店を見つけました。物静かな若い主人に聞いたところ去年の

７月にオープンしたそうです。本が売れないと言われていますが、あると

ころにはあります。ここで本を眺めている

と知識を得るための情報だけでなく、本

は美しく、「知を扱う美術品」であると感

じます。

　皆さんの事務所にバブル時代に買

い込んだ「建築家全集」や、ほとんど見なくなった昔の「新建築」はありませ

んか?　奥さんに邪魔にされて置き場所に困っていませんか?　ぜひここに

買い取ってもらい次の世代に渡しませんか?　こんなお店が名古屋にあるこ

とを皆で大切にし、応援していきませんか?

　初対面である主人の牛田さんと話して

いたところ、共通の知り合いの多いこと多

いこと。これこそ名古屋の良さです。東京・

大阪には無いものではありませんか。こん

な関係や場所をもっと名古屋人は評価し

て新しいコミュニティをつくっていけば面白

いまちになりますよ。

吉元　学
JIA愛知
ワーク◦キューブ
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は美しく、「知を扱う美術品」であると感

じます。

　皆さんの事務所にバブル時代に買

い込んだ「建築家全集」や、ほとんど見なくなった昔の「新建築」はありませ

んか?　奥さんに邪魔にされて置き場所に困っていませんか?　ぜひここに

買い取ってもらい次の世代に渡しませんか?　こんなお店が名古屋にあるこ

とを皆で大切にし、応援していきませんか?

わたしのとっておき ❽
LIEB BOOKS /
リープブックス

　初対面である主人の牛田さんと話して

いたところ、共通の知り合いの多いこと多

いこと。これこそ名古屋の良さです。東京・

大阪には無いものではありませんか。こん

な関係や場所をもっと名古屋人は評価し

て新しいコミュニティをつくっていけば面白

いまちになりますよ。

上｜1階に「Gallery NAO MASAKI」が
入居する三光ビルの2階です
下｜以前は服飾関係のお仕事をしていた店主の牛田さん、
まだまだ建築は勉強中だとおっしゃいます。
お店での建築談義も楽しみです

美術・写真・ファッション・デザイン・建築・
工芸関連の古書買取・販売の専門店です

◉ data

LIEB BOOKS（リープブックス）
所在地｜名古屋市東区葵 2-3-4 三光ビル 2F
OPEN 12:00-20:00
CLOSE TUESDAYS
TEL 050-5328-7197
HP http://www.liebbooks.com

アンコールワットにて（2018年6月筆者撮影）
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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。第4回、第5

回と、吉田の近代数奇屋住宅の室内意匠を確認したの
で、今回は外観の意匠に目を移してみよう。

近代住宅史と吉田五十八

　はじめに「日本近代住宅の系譜」を確認しておきたい
（図1）。これは、日本の近代住宅史研究で知られる建築
史家・内田青蔵がまとめたものである。図の上側、「上流
層」を中心にみると、明治期（20年代以降）には①「和洋
館並列型」とよばれる形式の住宅が流行しはじめる。これ
は、従来からある「和館」に「小洋館」を付け足した形式
である。当初「小洋館」は主として接客用であったが、そ
こへ生活機能が入り込むようになると②「和館」は徐 に々
規模が小さくなり、大正期にはとうとう③「洋館単独和室
吸収型」も現れる。一方、この洋館は中流層の間でステ
ータスシンボルともなり、規模を縮小しながら④「ミニ和洋
館並列型」も普及していった。言うまでもなく、⑤や⑥の和
風の系譜が大多数だったであろうが、こうした和館と洋館
の並列状態を端緒として、その融合のあり方を解くのが近
代住宅史の主流になっている。

　ところで、この流れの詳細を確認できる最もまとまった
書籍として同著者による『日本の近代住宅』（鹿島出版会
,1992）がある。そして、この書籍のクライマックスに登場す
るのが、他ならぬ吉田五十八だ。内田は吉田のことを「大
壁の使用やレベル差による椅子座式・床座式の融合によ
る新しい和風住宅（近代数寄屋）の試みは（中略）、明治
以降続けられてきた和洋折衷の一つの到達点」、あるい
は「在来住宅をベースとした洋風化の試み（「和館の＜洋
風化＞」）と欧米住宅をベースとした和風化の試み（「西洋
館の＜和風化＞」）という二つのベクトルの結合点」と評価
している。乱暴な言い方を許してもらえれば、従来の大壁
の「洋館」、真壁の「和館」に対して、吉田は大壁の「和館」
をつくった。大壁の「洋室」（椅子座）と真壁の「和室」（床
座）も大壁の意匠を用いて融合を図った。それが和洋の
融合の到達点の一つだ、という評価である。

玄関側から始まる大壁化

　では、その到達点へ至る過程を具体的に確認しよう。
前回の連載では、大壁を用いた室内意匠の完成する時
期を1940年と紹介したが、やはり外部の大壁化も同じ時
期である。図2は、吉田が最初に手がけた吉井邸（1919）
の南側立面図で、2階に一室だけ洋室を設けているが、
全体は真壁の意匠でまとめている。あるいは、吉田は
1930年頃まで図3に示すような③「洋館単独和室吸収

図1：日本近代住宅の系譜（「『彩色図集』にみられる近代上流住宅の設計手法について」、『明治・大正の邸宅：清水組作成彩色図の世界』、柏書房、2009）＊番号は著者が加筆

図3：
黒田邸（1924）
南側立面図

図8：
黒田邸（1924）
食堂展開図

図2：吉井邸（1919）南側立面図
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型」や④「ミニ和洋館並列型」にも取り組んでいた。その後、1935年
頃になると吉田はこの二刀流の状態を脱し、「和館」をベースにまず
人目に触れやすい玄関側から大壁を採用するようになる（吉田の住
宅作品は基本的に中廊下型で、南に居室、北に設備室が並び、東
西どちらかに玄関を配したものが多い）。玄関・居室・設備の各立面
がすべて大壁になるのは1940年からで、その過渡期には図4・5に
示すような、玄関側と居室側で大壁・真壁を使い分ける状況が存在
していた。

戦時下、大和棟の意匠とその後

　今回の連載では補足になるが、戦時下、戦後の変化にも少し触
れておきたい。吉田の二刀流時代の屋根は、4寸程度（「和館」）の
勾配と10寸程度（「洋館単独和室吸収型」など）の勾配が併存して
いた。したがって二刀流を脱した1930年以降は、基本的に4寸勾
配になる。ところが、中には杵屋別邸（1936）や戦時下の複数の作
品に10寸前後の急勾配屋根（吉田は「大和棟」と言った）の作品も
登場する。杵屋別邸と戦時下の作品との違いは屋根面の開口部の
有無で、戦時下の作品は2階に居室がない。例を示すと、図6は小
橋邸（1942）の立面図で、急勾配屋根を用いて2階に納戸をつくっ
ている。有名な二宮の吉田自邸（1944）も同様である。
　その後、大壁化した壁面については、戦後しばらくして変化が現れ
る。それは、1960年頃からのことで真壁と大壁の意匠が併用される
ようになる。図7は1967年に竣工した猪股邸の南側立面図で、その
状況をよく示していよう。このように、吉田の住宅作品を外観中心に

みると、全体としては真壁、大壁、真壁と変化していったのである。
　さて、以上を踏まえて冒頭の図1に戻ろう。吉田は当初、⑤や⑥と
いった「和館」の系譜と、③や④といった「ミニ和洋館並列型」等の
系譜の二刀流であった。しかし1930年頃その状態を脱し、⑤や⑥
の系譜を主軸に定めると、人目にふれる玄関側から順に大壁化を進
め、1940年には全体が大壁になる。
　前回確認したように吉田の室内の大壁化は当初内法上のみを対
象としたものであったが、その分割位置は1930年までに吉田が取り
組んだ洋室で試みられた意匠ともよく似ている（図８）。そうした室内
意匠の大壁化の過程も踏まえると、どうやら大壁化のヒントは、吉田
が初期に取り組んだ洋風住宅にありそうだ。吉田が実際に大壁の技
術を学んだのもそこからであっただろう。吉田の大壁は、前回紹介し
たミースやライトとの類似を指摘する既往の論考の存在によって、どち
らかというとモダニズム建築からの影響だと考えられがちである。し
かしその一方で、吉田が手がけた近代数寄屋住宅の意匠の成立を
みると、自身が取り組んだ洋風意匠の影響がより強いようだ。したが
って今後は、内田が述べたような和洋の融合をベースに、つまり初期
洋風作品の詳しい検討も進めたいと考えている。

　まだまだ話題はたくさんありますが、今回で連載は終了です。詳し
い内容は、日本建築学会や家具道具室内史学会の論文集に発表
しているので、ご興味のある方はぜひご覧ください。お読みいただき、
ありがとうございました。

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）。

図6：小橋邸（1942）立面図

図7：
猪股邸（1967）
立面図

図4：田島邸（1938）玄関側透視図 図5：田島邸（1938）居室側透視図
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金賞… 「命のおわり・はじまりの家」… 斉藤知真（信州大学大学院）

銀賞… 「解体新所」… 鈴木遼太（明治大学）

銀賞… 「廃線守の家」… 五十川泰規・藤城…太一（情報科学芸術大学院大学／フリーランス）

銅賞… 「新・みんなの家」… 大石啓明・宮岡美樹（東海工業専門学校金山校）

銅賞… 「終わらない自邸改修プロジェクト」… 新開夏織・奥野智士（関西大学大学院／フリーランス）

銅賞… 「絶震ノ狭間」… 柴田樹人・山岡…恭大（名古屋大学大学院）…

ゲスト審査員特別賞… 「失われた空間を求めて」… 川本純平（慶應義塾大学）

■審査経過

　2018 年度の第 35 回 JIA 東海支部設計競技 2 次公開審査・記念

講演会は、12月8日（土）TOTO…テクニカルセンター内プレゼンテーショ

ンルームにて開催しました。

　2 次公開審査の方法は、1 次審査で選ばれた7…作品の応募者が一

組ごとに5 分間のプレゼンテーションを行った後、10 分間のヒアリングを

行いました。その後、1 時間かけて公開審査、審査投票を行いました。

公開審査では、作品一点一点について振り返りながら審査員と応募者

とのディスカッションを行います。応募者と審査員がディスカッションを重

ねながら、作

品を講評して

いく審査方法

は、設計競技

公開審査にお

ける伝統的な特徴と言えます。

　審査結果は、6 名の審査員が 5 点満点で各作品の評価付けを行い、

最多得点を獲得した「命のおわり・はじまりの家」が審査員協議の上、

金賞に決定しました。そのほかの作品は銀賞 2 点、銅賞 3 点、ゲスト

審査員特別賞 1 点の結果となりました。

　今年の設計競技は「＜帝国＞と向きあうわたし
4 4 4

の住まい」という難し

いテーマでしたが、入賞者のプレゼンテーションは、どれも見応えのある

作品でした。何を＜帝国＞として位置づけ、どのような住まいを形づくる

のかについては、応募者による仮説力と想像力（創造力）により生まれ

るものです。

　東海支部設計競技特別委員会では、2014 年度の第 31 回から社会

性が高く時事性のある問題をテーマとして設定する方針としました。今

後も、建築の背景にある動機づけをともに考える場を意識しながら取り

組んでいきたいと考えています。

第35回JIA東海支部設計競技　2次審査結果

〈帝国〉と向きあうわたし
4 4 4

の住まい

審査委員（順不同・敬称略）
○佐々木敏彦（大久手計画工房） 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）

◎家成俊勝
（京都造形芸術大学／
dot…architects）

布村葉子（大建 met） 森本雅史（森本建築事務所）

（〇：審査員長…◎：ゲスト審査員）

入賞者と審査員の
集合写真

間瀬高歩（JIA愛知）｜
地域計画建築研究所・設計競技特別委員会委員長
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　今年の講演会はドットアーキテクツの家成俊勝氏にお話しして

いただきました。初めに家成氏から「現代社会（都市）は『拡大

していく楼閣』と『縮小していく巷』の二極化の方向に進んでい

る、この状況の中、プロジェクトを進める上で『ベタさ』『即物性』

『即効性』『マテリアル』というキーワードを大切にしている」と

語られました。その後、これまでに取り組んできた建築の枠に囚

われないボーダーレスな活動を紹介していただきました。

　その中でとても印象に残った作品が、アート祭の一環でつくら

れた「馬木キャンプ」という木造の仮設建築プロジェクトです。「み

んなでつくり、使うための建築」というコンセプトのもと、誰で

もつくれるよう仕口の代わりに全てボルト接合、重機を使わず脚

立で上棟できる構造とし、建設現場は常にオープンにしたことで

工事中から地域の人々がかかわり、竣工してからもさまざまな使

い方がされています。また、家成氏は設計・工事だけでなく運営

にも携わっておりこの建築がどう使われどのような空間になって

いるかについての紹介もありました。

　家成氏達がラジオ局（コミュニティ FM）を立ち上げ放送を続

けるうちに地域で引きこもりだった若者がかかわりだし番組で

DJ をやり始めた。そのうち作曲もこなし自分の曲を FM で流し

ていると地域で知られる存在になっていった。ご近所映画クラブ

の人たちが馬木キャンプで映画づくりのワークショップを行い、

監督・脚本・配役・衣装などを皆で決め町内を舞台にした映画を

たった１日でつくりあげその日の夜に上映会を行った。

　上棟日、近くの山を放浪していたヤギを連れてきた結果、地元

の子どもたちに大人気でアート祭の開催中からヤギを飼うことが

決まり、皆でお世話するようになって馬木キャンプのアイドルに

なっていたなどである。他にも興味深いプロジェクトをいくつも

紹介していただきました。この家成氏の活動・講演内容は今回の

課題「＜帝国＞と向き合うわたしの住まい＞」の課題に対し、と

ても重要な答えを示唆していたような気がします。

　難しい課題に応募してくださった学生の皆さんに感謝していま

すし、いろいろとお話できてとても嬉しかったです。帝国と向き

合う住宅と言ったときに、どこに帝国を見つけだし、どう答える

のかが問われていました。しかし帝国というのは厄介なもので、

人や物といった明確なターゲットが見えません。原因が多岐に渡

り過ぎていますし、大多数の人々が疑問すら持てないように巧妙

に仕組まれています。ある種、別の自然のような運動で、全てが

連動し、原因と結果は直結してないことも多くあります。個人が

設計をもってして、住宅を通して、そういった連動を断ち切ろう

としても、波そのものを変えようとしても、それは大きな波の中

に小枝を放り投げるようなものです。

　しかし、現代の状況において小枝でなんとかする術はあるで

しょうか。これは住宅を建てようとする土地に大いに関係があり

そうです。都会はダメです。つくりあげられたシステムによって

ますます帝国なるものは加速していますし、それに抗うくらいな

ら投げた小枝で波に乗ってトリッキーな技を決めることしかでき

ません。しかし山あいのあまり人がいないような場所だとどうで

しょうか。そこはいわゆる土地の価値が低く、今でも野生の原理

が動いています。とある島は島全体が島人のものだと聞いたこと

があります。土地と見るのか、地面と見るのか。帝国の運動と向

き合うのか、自然の運動と向き合うのか。斉藤知真さんの「いの

ちの終わり・はじまりの家」は地面や野生に向き合い、その中に

自分も位置付けています。まちを捨て、山に入る。そこでは生業

と生活が一体化し、コントロールできない自然と折り合いをつけ

ながら、身を処していく姿が描かれ、生きることと死ぬことがす

ぐ近くにあります。現代のヘンリー・デイヴィッド・ソローのよ

うな活動と、森の中にあった小さな小屋を想起せずにはいられま

せん。今後、帝国が飲み込むことができない山中や荒地は新しい

実験場です。まずはどこの地面に目をつけるかそれが大切だと考

えさせられました。

■審査を終えて

■家成俊勝氏　講演会

寺下　浩（JIA 岐阜）｜寺下浩一級建築士事務所

ゲスト審査員　家成俊勝
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　「ドブネズミみたいに美しくなりたい」とパンクロックバンド「ザ・

ブルーハーツ」は謳いました。1987 年のことです。当時、若者の

熱狂的支持を得たこのフレーズは、今にどうつながっているので

しょうか ?　建築を切り口にこの間の時代を振り返ってみますと、

どうやら現時点ではドブネズミのように美しくなれていないようで

す。

　この歌詞は皆が知るように「写真にはうつらない美しさがある

から」と続きます。言うまでもなく建築のアウトプットも写真にう

つらない部分、つまり建築生産の下部構造とでもいうべき部分に

負うところ大です。とりわけ住宅のような小規模建築物は、地域

工務店を軸に、職人・材料供給者が有機的につながって供給され

てきました。設計作業はその構造の下支えのなかでのびのびと多

様な形で成立していたと言えるでしょう。しかしながら、その時

代は過去のものになりつつあります。もちろんその主役であるわ

れわれ生活者の暮らしの様も変化してきています。ダイバーシ

ティーが叫ばれ、多様な方向に向かっているように表面的には見

えますが、その内実は単一的で内向きになり、ある種の寛容さや

活力を失ってきています。ドブネズミのような野生や自由を手放

し、ハムスターのように小ぎれいで一見安全な場所に一時避難し

ているのかもしれません。

　今回は、こうした変化の源を政治運動家で哲学者アントニオ・

ネグリの著作『〈帝国〉』にヒントを得てテーマ設定をした次第です。

いつの時代にも帝国は存在しますが、ここでの〈帝国〉は表面的

には民主的・平和的ルールを装っていながら、個々を分断し差異

を序列化する仕組みを内包している、厄介な〈21 世紀的帝国〉を

指します。それは、われわれ日常の些細なところに、魅力たっぷ

りの誘惑を携えて入り込んできています。映画スターウォーズの

ようにシンプルでわかりやすい敵としての帝国ではありません。

　難解で茫漠としたテーマなので、「誰も提出してくれないので

は ?」という声もある中、果敢にチャレンジしてくれた広域からの

応募者は皆、真摯にテーマと向き合ってくれました。審査会場に

は巨大な模型もいくつか持ち込まれ審査に花を添えました。ある

案は現代社会が構造的に陥っている不条理に目を向けてみるとこ

ろから、ある案は不要になって打ち捨てられている場所の潜在的

可能性に、またある案は住まいをつくる行為そのものの意味につ

いて思考を巡らせていました。〈帝国〉をどう捉えるかという向き

合い方や距離感はさまざまでしたが、彼や彼女ら世代ならではの

スマートなプレゼンテーションとともに、生真面目さやそのエネル

ギーを感じるには十分なものでした。もう一歩踏み込んで深堀し

てほしい、という思いがないわけではありませんが、そこから先

の〈帝国〉とどう向き合うかという課題は、審査に参加していた

われわれ世代がそのまま引き継いでいかねばなりません。

　ゲスト審査員で、講演も引き受けてくださった家成俊勝さんの

お話は、飾ることのない出で立ちや振る舞いも相まって、たいへ

ん刺激的なものでした。とりわけ小豆島でのプロジェクトは印象

深く心に残りました。設計のみならず施工プロセスまで包括的に

とらえ、且つ専門家、非専門家を越えて、あらゆる人（場面によっ

ては動物までも）を巻き込む建設のありようは、ほほえましくも批

判精神にあふれ、今回のテーマにピタリと附合する講演内容でし

た。

　前述のアントニオ・ネグリは〈帝国〉に向き合うキーワードとし

て〈マルチチュード〉という言葉を提示しています。多層的な概

念のため、一言でしっくりくる訳語はなさそうですが、「どんなタ

イポロージーにも還元されない特異性をもった自主的群衆」のこ

とのようです。有
うぞうむぞう

象無象が一番しっくりくるという訳者もいます。

この言葉は悪い意味でも使われますので、愛すべき有象無象
4 4 4 4 4 4 4 4

とす

ると、落語や寅さんの世界観のようで、すこし身近な目標設定が

でき、わたし自身もそれを目指さねばと考えています。

　今回のコンペでは、若い応募者の皆さんとの出会を通じて「ま

だ世の中捨てたもんじゃないな～」と久しぶりに感じることがで

きました。また、準備段階の意見交換も含め、自身が取り組んで

きた建築をもう一度振り返る良い機会をとなりました。それらの

ことに感謝しつつ総評とさせていただきます。

■審査総評　 審査員長　佐々木敏彦
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　金賞を取った「命のおわり・はじまりの家」は、農作物被害につながる獣害
に対する殺傷処分が行われていることなど、あまり事実を知らされず起こってい
ることが多いのではないかという疑問から始まっている。森と里の境界線上に、
捕獲した鹿や猪の皮や角などを利用した作品の展示ギャラリーやジビエ料理
の食堂を併設した住まいを計画し、害獣の殺傷処分について広く知ってもらい、
考えてもらう機会とする案である。1 次審査では、今回のテーマにある＜帝国
＞を何として位置づけ、どのような住まいをかたちづくるのかに注目していたので、
大切なことを隠蔽する事を＜帝国＞の支配と捉えるのは、社会問題というには
少し限定的であるのでは、という懸念があった。しかし、他の案の多くが＜帝
国＞とどう向き合うのかということに、批判ではなく受け入れていくという姿勢を
取っているのに対し、モノを言う、向き合う人のための住まいであるということや、
少し残酷とも言えるストーリーや住まいの断面を森を背景にした美しいドローグイ
ングで表現し、十分魅了的であったので、公開で行われる2 次審査に本人に
来てもらって考えを確かめてみたいと思うようになった。

　2 次審査での作者のプレゼンテーションは、動物の暮らす森と人里の境界
線に作者自らが住まう決意や、自ら動物を手で絞め食した経験、そのようなこと
で人の命は保たれているということ、それを隠すことなく平面計画に素直に落と
し込んだというものだった。作品タイトルの「命の終わり」として鹿や猪を捕獲
する追い込むワナの形状を境界線から森の側に住まいとして配し、「はじまり」
として、里の側では、肉は食として食堂でふるまわれ、角や皮は加工され作品
としてギャラリーで展示・販売され社会とつながり、広く人 に々「命」について
考える機会を与える。その説明は、淡 と々、しかし熱のこもった良いものだった。
　かつて京都大学で学生の主張を示す立て看板が設置される、大学と社
会の境界線上にある石垣が撤去されそうになったとき、学生たちがその石垣
の上に住まいをつくり、こたつに集い、カフェを営み交替でそこで生活すること
で石垣の撤去に反対したことがあった。それは「住まう」ということのメッセー
ジの強さを知る機会でもあった。今回のこの提案は、現在の風潮が「向き合う」
ということをできるだけ、柔らかに避ける方向にあるのに対し、自らが体験をもっ
てそこに「住まう」ことを選択し、社会にモノ申していくんだという姿勢に凛々
しさを感じ、全会一致で金賞を授与することとなった。
　なぜコンペに出すのかという質問に、建築を通して社会に対しておかしいと
思うことに声を上げることができるからと答え、建築を生業とする私たちも勇気
を与えられた。また、JIA 東海支部のコンペテーマが時事性のある問題であ
るので、このコンペを選んだとの答えに、今回のコンペ開催の意義が確認でき
た気がした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（駒井貞治）

金賞

「命のおわり・はじまりの家」

斉藤知真（信州大学）
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　このコンペでの最大の収穫は、委員長から提起された「帝国」という
主題と、それに対峙する存在としての「マルチチュード」という言葉を
知り、あるいはその概念にふれることができたことであった。
　「マルチチュード」なる人物（≒わたし）が、若い世代の提案のなか
にどのように示されるのか？その人は、どのように暮らし、どんな職業
に就いているのか ?…そんな興味をもって審査に臨んだ。応募作のなか
では、「命のおわり・はじまりの家」の害獣として処理された鹿を「捌
く人」として、本作では「廃線守」という形で強烈な印象を放って登場
した。両作品は、それぞれ金・銀賞を獲得した。
　結局、「廃線守」なる人物は、実在しないことがわかるのだが、それ
でも作者のことばを借りれば、周辺の居住者の生活があふれ出し、“共犯”
的にその場所に虚住する存在があって、それをひとつの「集合体」＝人
格とすれば、「廃線守」であり「わたし」なのか、と納得をした。一方、

「帝国」は、「境界を引く存在」と定義され、廃線になった「名鉄揖斐線」
の全長８００ｍの線路敷が、見えざる力の下に引かれた境界であり、そ
して、うち棄てられた遺構であり、やがて、生活があふれ、浸食される

領域であり、建
築によってより
可視化された

「家」になると
いうことであろ
うか。
　建築物の在り
方としては、（豊
かとも思える）
現況の生活感
や廃墟感といっ
た情景を崩して
しまうことにな
らないか ?…もっ
と居住に必要な
機能を満たした
モノにするべ
き、などの意見
もあったが、そ
の部分では深度が足りなかったと思う。
　聞けば、作者のひとりは、豊川市（愛知県）の出身で、僕の暮らす豊
橋市の「水上ビル」も候補地だったとか。全長は、同じく800 ｍ。「帝国」
に引かれたとも知らず――、日々の暮らしが厳然とある。彼らが、提案
したらどういうものになったか、とても興味深い。……………………………（黒野有一郎）

銀賞

「廃線守の家」

　本作品は計画道路が土地を切断し、建物がいびつに残される状
況に対する１つのケーススタディである。
　まず切断のされ方のリサーチが興味深い。建物や土地の残り方
が既存建物の事情と無関係に不合理であったり、計画道路に対し
て予想外な面し方をしたりするなど、まさに「帝国」的力わざを
感じる極端な事例がピックアップされている。タフな施主がいた
ならばぜひ設計してみたいオイシイ状況を見出したところに共感
した。
　計画道路と同様の都市操作として再開発ビルが浮かんだ。私の
仕事のフィールドである岐阜では、ここ 10 年で日本中の他の地
方都市と同様にいくつかの再開発計画が実現された。少々元気の
ない商店街だったとしてもヒューマンスケールな街並であったも
のが一掃され、高層ビルに生まれ変わった。合意形成の手法や補
助金の仕組みがそうさせるのか、日本中で一定の型、一定の雰囲
気に収束していく不思議……。
　岐阜の中でも少しずつキャラクターが違ったまちも再開発ビル

に置き換わった途端、どこも同じ雰囲気になってしまった。
　一方で帝国になびくことなく、不合理さをポジティブに受け入
れ新しい暮らしやまちとの関係を獲得することで時間をかけてつ
くられたまちの雰囲気を残す成功例も紹介されるようになった。
本作品もこのような力強い一手につながる可能性を感じている。
　具体的な設計においては荒削り感が拭えず、計画道路に面して
いること、土地が切断されたこと、せっかくのオイシイ状況がデ
ザインに反映されてないのは残念であった。今後のブラッシュ
アップに期待したい。　　　　　　　　　　　　　　…（布村葉子）

銀賞

「解体新所」

鈴木遼太（明治大学）

五十川泰規・藤城…太一
（情報科学芸術大学院大学／フリーランス）
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　カタストロフ後の東京。壊滅状態にある都市の中でかろうじて原
形をとどめた巨大建築物に市民が巣食う、近未来都市の物語。その
施設は生活の場だけでなく、発電所、工場などもそなえ広場中央に
は巨大な樹木が配置されている。ありがちなストーリー仕立てでは
ある。が、対象とした建築物は建設中の「新国立競技場」。作品タイ
トルは「（新）・みんなの家」とスカしている。どちらも現代日本を
代表する建築家の仕事。スター建築家が手がけるプロジェクトを意
識しながらも、ある種の疑問や不満を抱き無視したいというアンビ
バレントな心情が良く伝わってくる。そうした目線や感性はこれか
ら建築やまちを考えていく若者には必要不可欠なものだと私は思う。
お二人は、審査当日迫力ある巨大な模型を会場内に運び込んでのプ
レゼンテーション。聞くと、一次審査通過後に友人にも声掛し皆で
製作したとのこと。その状況を想像するに、熱を帯びて楽しい時間
だったに違いないと思える。設計・建設行為は本来それにかかわる
皆にとって、喜びとともに存在してこそ意味がある。それは結果と
して息の長い、サスティナブルなものづくりへの推進力となると私

は考える。と
りわけ、すま
いは富を生む
装置ではない
ことを考える
となおさらだ。
IT を基盤とし
た AI やビッグ
データが住ま
いづくりを大
きく変えてい
る只中にあって、若い方々が今後どういったかたちですまいづくり・
ものづくりに従事していくかはだれも予測ができない。しかしなが
ら、熱・愉しさ・喜びが削がれていくと感じた時は、一度立ち止まっ
て思考・行動する感性を維持して進んでいただきたいと願う。

（佐々木敏彦）

銅賞

「新・みんなの家」

　本コンペにおいて、本年は、「5 年毎の大きなテーマ設定の最終年
にあたる」ということ。過去 4 年に渡る政治色の強いテーマに沿っ
て提示された「帝国」というタイトルは、建築家としての「生きに
くさ」の真因となっている「相手（≒敵）」をはっきりと現出させ、
この「見えざる大きな力（帝国）」に「わたし（マルチチュード）」
たちは、どのように対峙するのか ?…を問うた。まとめの年に実に適
当なテーマ設定だった思う。
　重厚なテーマに、応募作の多くは、重々しい紙面の構成となるの
は当然のことか。だが、審査員や委員には、「それでも、明るい未
来を見たい」という空気も一方で確実にあったと思う。本作は、そ
うした「楽しげな暮らし」のイメージを代表するモノとして選ばれた。
プレゼンテーションでの「帝国」＝工業的品質、「私（わたし）」＝
人間的品質との定義づけは、明解で、例えとして引用された、大手
カレーチェーンと自作の野菜からつくられた一皿の違いの説明は、
実体験に基づくリアリティーがあった。「帝国」側の「ユニットハウ
ス」をストラクチャーとして使い、インフィル部分などに「わたし」

的多様な解決策を施すことを提案している。さらに上位に食い込め
なかったのは、この「わたし」部分の「弱さ」があったから――。
　もっと「ユニットハウス」を使い倒して、もっと大胆に多様な「わ
たし」部分を挿入できるはず――、と皆が指摘した。（今回の審査
員の方々は、この手の設計手法については、強者揃いでしたので）
個人的には、「ユニット」間隔を離して配置し、その隙間を使う手も
あったよね、という指摘をさせてもらった。
　そもそも、建築の改修に「おわり」なんかない（そこがこれからの
建築の楽しさじゃないか !）という本作への共感があった。建築家は、
明るい未来を描くことを投げ出すことはできないのです。（黒野有一郎）

銅賞

「終わらない自邸改修プロジェクト」

大石啓明・宮岡美樹（東海工業専門学校金山校）

新開夏織・奥野智士
（関西大学大学院／フリーランス）



12　ARCHITECT　2019 − 2

　作者は、捉え方の難しい課題に対して、法律を定める国を＜帝国＞と定
義し、それに表立って抵抗することはない。しかしただ従うのではなく、帝
国によって与えられた制約から可能性を見つけ出すことの意義を問うてい
る。帝国は20XX 年に起こった南海トラフ大地震のあと、外壁にもう1 枚の
壁をつくる「新耐震改修強制法」を制定し、住居は既存の壁を2 枚に増
やすことになる。その結果、耐震性は増すが生活を無視した要塞のような
空間が出来上がる中で、壁の狭間に自然環境と住居環境が共存する別世
界を見出した案である。
　1 次審査では、耐震という今日的なテーマを扱っていることとモノトーンの
美しいプレゼンテーションが評価され、2 枚の壁に挟まれた空間に何がある
のか期待が集まった。だが残念ながら2 次審査では、その空間を見つけた
ことで思考が止まってしまった感が（あえて止めているのかも知れないが）
払拭できず、内壁から居住環境が、外壁からは自然環境が共存するという
その空間でどのような住まい方ができるのか、その空間を見つけた先に何が
あるのか、審査員の共感を得るところまで行かなかった。狭間の空間と元々
の住居空間の居住者が違うなど、具体的な住まい方の提案があっても良

かったのではないか。一方で公開審査での審査員とのやり取り中で、現在
の建築界の風潮に対してのアンチテーゼを語る作者から、建築の流行やこ
の審査という仕組み自体も＜帝国＞の一種なのではないかと気づかされた。
彼らの豊かな発想力がひとりよがりならないことを念じつつ、今後の未来を
大いに期待したい。　　　　　　　　　　　　　　　　…　（森本雅史）

　宮崎市にある祖父母の家を調査し、そのデータを再編集して横浜
という別の場所に家族の記憶を引き継ぐ新しい住宅を建てるという
案です。家での生活の機微を拾い集めるそのプロセスに可能性を感
じました。データというのは建具の調査と住人の行動パターン、そ
れらの行動や場所の連なりに焦点を合わせています。ただ場所とい
うのが、いわゆる「玄関」や「リビング」や「キッチン」、「個室」
といったすでにおなじみの場所として扱われており、これらの配列
はどう触っても根本的に新しいものは生まれないと感じました。建
具の調査においても場所のつながりという意味では調べる対象とし
て良いのかもしれませんが、既存の建具の考え方から抜け出しにく
くなると思われます。空間のあり方も、「閉じる」、「開く」、「独立し
ている」、「つながっている」、「外部」といったように名付けによっ
て硬くなっている印象があります。それによって最後に提案された
プランは床レベルと開口のあり方を少し触っただけで、凡庸な住宅
になってしまっています。つまり、ここで大切にするべきは徹底的
な住民の行動の調査であり、既存の住宅の計画からこぼれ落ちてい

る小さな発見をたくさんしなければいけなかったのだと思います。
かつ祖父母の家を既存住宅のコードから読みとかず、単なる物理的
な地形として見るような、そんな視点だったのではないかと思うの
です。今の生活の深い観察が、実は新しい住宅につながるのだとい
う仮説には大いに賛成です。今後も頑張って欲しいと思います。

（家成俊勝）

ゲスト審査員特別賞

「失われた空間を求めて」

川本純平（慶應義塾大学）

銅賞

「絶震ノ狭間」

柴田樹人・山岡…恭大
（名古屋大学大学院）
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第 35 回 JIA 東海支部設計競技「〈帝国〉と向きあうわたし
4 4 4

の住まい」金賞受賞者の声

建築を通して帝国と向き合う

◉私が感じる帝国の存在

　いま、わたしたちの暮らす現代社会では、目に見えないナニカ
のチカラによって、さまざまなことが隠されているように感じま
す。例えば普段、何気なく口にしているソーセージやハムなどが、
どのようにして豚や牛などの生きている家畜から食肉製品へと
加工されているのか。それらは、残酷な過程として「世間に見せな
いほうが良い」とでも言うように、私たちから隠され、閉ざされて
いるかのようです。そんな、隠すことを美徳としてきた帝国に対
して「わたしの住まい」を通じてどう向き合い、どう付き合ってい
くべきなのかを考えたいと思いました。
◎隠されてきた獣害

　帝国のチカラにより、隠されてしまっていることのひとつに
「獣害」があります。獣害とは、野生動物により農作物などが荒ら
されてしまう被害のことです。最近では、その対策として捕獲さ
れたシカやイノシシなどを活用したジビエ料理も注目され、都市
部で味わうこともできます。この獣害は、中山間地域の人々を悩
ませている一方で、行政は対策として獣の大量捕獲などを行って
いますが、それらの捕獲された獣は約１割しか活用されておら
ず、残りの約9割は、ただ殺処分されてしまっている事実を私たち
はあまり知りません。
　この、いつの間にか隠され、知らずにいた、獣害という命の問題
と向き合うため「命のおわり・はじまりの家」を提案します。
◎命のおわり・はじまりの家

　対象敷地は長野県南部に位置する、天龍村鶯巣地区。天龍村は
斜面が多いため耕作地を広く確保することが厳しく、自分の家で
消費することを中心に農産物を生産していますが、その数少ない
農作物をもシカを中心とした野生動物による被害に悩まされて
います。これは今に始まった問題ではなく、「シカオイ祭り」とい
う、害獣の追放と豊猟を願う祭事が古くから行われきたように、
この地域が昔から獣害に悩まされてきたことが分かりました。こ
の地で「命のおわり・はじまりの家」は獣害の隠され、知らずにい
た事実を開き、伝えていきます。
　間伐材を用い、山の等高線に沿うように配置されたシシ垣は、
人と獣の居住域を分けることで集落を獣害から守り、徐々に追い
込み罠へと形態が変化し、獣を捕獲します。追い込み罠の終着点
となる中庭では、獣に止めを刺し、仕留められた獣は一次処理、熟
成、二次処理され、ジビエ商品として出荷されていきます。クラフ
ト工房では、毛皮や角などを加工し、鞄やアクセサリーなどのク

ラフト製品へと加工します。ジビエ食堂では、ジビエ料理をつく
り、食べることを通して、獣の命をいただくことを実感します。活
用しきれなかった獣は焼却炉で焼却処分しなければなりません
が、その際に出る廃熱を利用し、上階の湯船を温めることで、その
お湯の暖かさから獣の命の暖かさを感じます。焼却処分で出た獣
の灰は肥料になり、森林の苗木を育て、山の再生へとつながりま
す。
　この『命のおわり・はじまりの家』において、住み手である“わ
たし”とは中山間地域に住み、獣害と向き合いながら働いていく、
未来の私自身です。獣の命に止めを刺し、活用することで新たな
命を与える「命のおわり・はじまりの家」は、隠すことを美徳とし
てきた帝国へ、ささやかな抵抗を試みます。
◎JIA東海支部設計競技に参加してみて

　私がこのJIA東海支部設計競技に参加させていただくのは、去
年に引き続き2回目です。私がこのコンペに参加したいと思った
理由は、「世間に対して、建築という手法を用いて自分の素直な思
いを伝えることができる」と思ったからです。このJIA東海支部
設計競技におけるシビアな題材のテーマは、提案することが難し
いと感じる反面、やりがいも感じる、貴重なコンペだと思います。
◎最後に

　今回、JIA東海支部設計競技に参加させていただいたことで、
審査員の先生方をはじめ、東海地域の建築家の方々、コンペ参加
者の皆さんといろいろなことを話させていただき、楽しい交流が
できたことを、とても嬉しく思います。この作品に共感し、評価し
てくださった審査員の先生方、その他コンペ関係者の皆さまにこ
の場をお借りして感謝申し上げます。

金賞受賞者のプレゼンテーション

斉藤知真｜信州大学大学院
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大阪の建築を巡り、
建築の素晴らしさと支える人々の存在に触れる

■11月30日（1日目）
近畿大学アカデミックシアター
（竣工：2016年 設計：畠山文聡）
　キャンパス整備に伴い、学術拠点として新設
されたアカデミックシアターは5棟で構成されてい
る。学生・教職員のためのカフェ・ラウンジの4号
館、図書室とプロジェクト室が連鎖する5号館な
どの一体的な屋内空間の発想に、新しい建築
環境の方向性を見ることができた。
日本橋の家
（竣工:1994年 設計：安藤忠雄）
　間口2.9ｍの敷地に建つ住宅は、2016年か
ら各居室の独立性や回遊性を生かし、ギャラ
リーとして活用されている。用途変更に伴い、フ
ローリングや一部建具が取り払われているが、
オーナーの安藤建築に対する深い愛情が感じ
られ、建築の価値はオーナーの心によって維持
保全されていることをあらためて認識できた。
■12月1日（2日目）
日本圧着端子ビル
（竣工：2013年 設計：岸下真理）
　国内拠点の新社屋であり、内外装に国産木
材を多用することで、快適な執務空間が形成
されていた。伊勢神宮の式年遷宮と同様に20
年スパンでの外装木格子の取り替えを通して、
素材感や色調の経年変化を考慮した建築は
新鮮な体験であった。

芝川ビル
（竣工:1927年 設計：澁谷五郎、本間乙彦）
　昭和初期、和風木造建築が多い時代のな

か、RC造の芝川ビルは誕生し「芝蘭社家政
学園」という花嫁学校として利用されてきた。現
在は飲食ショップが入居し、屋上テラスでイベン
トが開催されるなどにぎわいの場として生まれ変
わった歴史的建造物に親しみを感じた。

　2日間を通し『生きた建築ミュージアムフェスティ
バル大阪』を巡り、建築の素晴らしさとそれを支
える人 の々存在に触れ、大阪の都市の魅力を
実感することができた。このセミナーで学んだこと
は、建築設計・歴史文化資源の活用など実務
においても参考にしていきたい。各建築のオー
ナー、近畿支部（主催）、フェローシップ委員会

（共催）、参加推薦いただいた東海支部愛知
地域会の皆さまに心から感謝申し上げたい。

　距離的には遠くない大阪ですが、あまり建物
を見に来ることはできなかったのでオーナー・設
計者のお話を伺いながら案内いただけたのは
貴重な機会でした。東京や中部圏にはない大
阪人らしさともいえる施主の意志、自らの建物
への思いの強さとまちへ寄与意識の高さを感じ
ました。
　日本橋の住宅は、空間の楽しさはあるものの
一般的な感覚からは暮らしていくのにはかなり
の忍耐が必要だと思われましたが、安藤忠雄
設計の建物に暮らす満足感、住宅としては使

わなくなった今は建築を学ぶ人たちに公開して
世の役に立てていこうとする施主の思いが見ら
れます。夕食後から見学が始まり、参加者発
表会が終わる遅い時間まで場所をお貸しいた
だき、ご同席もいただけました。
　芝川ビルは1927年竣工、耐震・耐火を目指し
た鉄筋コンクリート造で、資料写真から大量の
鉄筋が使われているのが伺い知れ、現耐震基
準の建物以上に頑丈そうです。今はより多くの
人たちが接するように物販や飲食店として使わ
れています。竣工当時の装飾がそのまま店舗
のインテリアとして生かされ商品イメージの向上
にも役立っています。まちに賑わいをもたらすイ
ベントを企画して、古いビル、まちの価値を生か
すよう積極的な活動を行われていることをお聞き
しました。
　日本圧着端子ビルは、念願の本社ビルなの
で効率性だけでなく社員間の交流・居心地の良
さも重視した建物をつくるという施主の思いがな
ければ実現できないものです。建物の良さが求
人や社員のやる気に貢献しているそうです。
　歴史ある商業のまちとしてどこにも負けないと
いう思い、オーナーの建物への強いこだわりが、
結果として経済的・文化的にも貢献していく大
阪の建築感をうらやましく思いました。

　      フレッシュマンセミナー　参加者レポート

間瀬高歩（JIA愛知）｜
地域計画建築研究所

服部昌也（JIA三重）｜八武組

日本圧着端子ビル

芝川ビル

11月30日、12月1日、大阪にて「2018JIAフレッシュマンセミナー」
が開催された。大阪の新旧建物での研修を中心に、東北から沖
縄支部まで会員16名が学びの場を共有した。

日本橋の家での
セミナーの様子
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　2018年12月1日、ドコモモ・ジャパン主催
のシンポジウム「建築はよみがえる」が開催
された。登壇されたのは東海大学の渡邉研
司教授、東京理科大学の山名善之教授、
建築家の平井充氏、鹿児島大学の鯵坂徹
教授の4名の方々。各々のテーマは「日本の
モダニズム建築について」「世界遺産となっ
た近現代建築」「再生すれば建築はよみがえ
るPart1、2」で非常に興味深く、討論の後で
も庁舎の保存再生を望む意見や前向きの質
疑が出された。これに先立ち伊賀市庁舎の
見学会があり、たっぷり１時間をかけて内、
外部を見て回ることができた。何度も見てい
るにも関わらず、50年以上耐えている床の
モザイクタイル、大理石のカウンター、間仕切
の羽目板合板、大きなスチールドアを支える
ドアヒンジなど、今さらの新鮮さを感じること
ができた。通用階段のフラットバーの手摺は
世界遺産「国立西洋美術館」と同じディテー
ルである。
　残念ながら伊賀市庁舎の行方は未だ定
まっていない。市と議会の見解がかい離した
ままなのである。市は現建物を保存改修し
て、図書館を中心とした複合施設に再生しよ
うと考えているが、市議会議員の過半はこれ
に反対で、市の提出した改修予算案が否決
され続けているのだ。市の提案には理由が
ある。まず坂倉準三設計の現建築の文化的

価値が高く保存に値すること。近年では当然
となっている開かれた図書館として現施設は
手狭で増築もままならないこと。敷地が元の
上野城内で市民に親しまれ、観光客にも至
便であり、平日・休日の別なく賑わいの場所
になることなどである。
　これに対して反対議員の「表向き」の理由
は、以前現庁舎の解体決議をしていること。
改修費が不透明で将来の維持管理費を含
め多額になる心配があること。観光に特化し
たコンパクトな施設に建替えるべきなどであ
る。例えばではあるが、この建築が石造やレ

ンガ造の装飾性の高いものであれば、保存
について議員を含め多くの市民の理解を得
易いと考えるが、鉄とコンクリートとガラスで構
成された近代建築は日常どこでも見ることが
でき、例え優れた建築であってもその歴史的
価値について理解し難いことが考えられる。
　解決は先送りされているものの、現実は新
市庁舎が三重県伊賀庁舎の隣に完成、
2019年1月から業務が始まり、この建物は空
き家となる。そうなれば管理が行き届かず、
次第に痛みも大きくなると考えられる。当面こ
れが悩みで、見学会などを行うことで市民の

記憶から消え去らないよう活動を
継続する必要があろう。
　坂倉準三の設計による地方の
庁舎建築で、既に呉市庁舎、枚
岡市庁舎は姿を消し、本家羽島
市庁舎も議論の最中でもある。
2009年に保存活動を始め以来、
多くの方々の支援をいただいて今
日にいたっているが、今後数カ月
がこの旧上野市庁舎の生き残り
への試練のときで、しいては地方
の戦後モダニズム建築の行く末を
占うことになるのかも知れない。

「伊賀市庁舎シンポジウム」開催と現在の課題

庁舎を見つめる見学者たち。旧上野市庁舎は、「伊賀上野城下町の文化的景観」の構成資産として、日本イコモス国内委員会の「日
本の 20 世紀遺産 20 選」に選定されている

シンポジウムは上野西小学校で行われた

滝井利彰（JIA三重）｜
タック設計室

「建築はよみがえる」と題したシンポジウムのチラシ
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JIA 愛知発

みんなの秘密基地をつくろう

名古屋市立猪高小学校　建築教室（1日目：10月18日　2日目：11月20日）

　名古屋市立猪高小学校の5年生を対象と
した建築教室は、「一寸格子」を使った実
空間体験形式をとって今回が2回目となる。
昨年度に引き続き「みんなの秘密基地をつく
ろう」をテーマにインスタレーション授業を行っ
た。児童数が昨年度よりも増加しチーム数は
12となったことで前回以上にサポートする建
築家の人員が必要となったが、今回は岐阜
地域会からの協力や大学生の参加もあり、よ
りパワーアップした授業を行うことができた。
（ご協力いただきました岐阜地域会会員、学
生の皆さまありがとうございました!!）

■1日目：事前授業

　まずは建築への関心を引き出す「建築家
のしごと」という導入レクチャーを行った。単
なる造形体験授業ではなく、社会の中の「職
業、仕事」を伝えるという重要な意義を持っ
た時間であったと考えている。
　続いて割り箸を使った造形モデルの製作
に入っていくのだが、前年度の反省を踏まえ
て「個人ワーク」のパートを取り入れた。この
時間で三角形や三角錐をじっくりと製作する
ことで各児童の造形力を引き出すことにつな
がった。しかしながら特定の形状を中心に進
めたことが、その後の作品想像力に強く影響
を与えてしまい、やや偏りが生じてしまったこ
とは否めない。この点はまだまだ改善の余地

がありそうだ。
　今回は前年度の割り箸モデルを
提示することができたことで、児童
たちが造形のヒントを掴むことがス
ムーズであった。また、建築家と学
生の参加人員が十分であったことも
あり、MC進行や全体サポートを専
属担当とすることができた点も円滑
な授業に結びついたと言えるだろ
う。
■2日目：ワークショップ

　事前授業より1カ月、児童の中に
は天気予報を毎日気にしていた子も
いたと聞く。快晴の下、ワークショッ
プを行った。児童たちが準備してき
た割り箸モデルは前年度よりもレベ
ルアップしたものが多く、いかに当日
を楽しみにしていたかが伺える。
　ワークショップも前回からの改善点
として「作戦タイム」というミーティング
（自己紹介、モデルチェック、輪ゴム
の巻き方など）を取り入れた。その効果は児童
たちの製作の手際の良さへとつながり、予想
を上回るスピードで作品は完成していった。
　その後に空間体験・審査・表彰と続くのだ
が、ここで最大の反省点に直面する。今回
はチーム数が12となったことで表彰を「デザ
イン賞」「アイデア賞」「ストロング賞」として、

その中より「JIA造形大賞」を
選出するということにした。結
果的に合計6チームを表彰し
たのだが、児童たちの反応が
イマイチよくない。事前授業か
ら表彰の意義を伝え児童たちも
「受賞」を目標としていたが、
それ以上に作品への「評価」
を求めている様子であった。
各チームの優れた点を適切に

コメントできていれば、すべての児童が前向
きに授業を終えることができたのではないかと
痛感している。来年度は表彰・評価プログラ
ムの再検討が必要である。
　しかしながら児童たちは「全校公開」では
また違った顔を見せてくれた。プレゼンターと
いう立場となり他学年の児童たちに楽しんで
もらい、作品の価値を自ら向上させているよう
であった。児童それぞれに学んだことの差は
あったであろうが、来年以降の建築教室に
参加する下級生たちに期待を与えたことに
間違いない。今後の更なる発展ためにも猪
高小建築教室（JIA建築ワークショップ@豊
橋「お店をつくろう!」も合わせて）のマニュア
ル紹介ブック発行などをぜ
ひとも進めて行きたい。

上原徹也（JIA愛知）｜
ファンズマイル／上原設計

全校公開の様子

事前授業
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JIA 造形大賞・デザイン賞「昼間の星空　プラネタリウム」

アイデア賞「アスレチック亀太郎」

デザイン賞「ドリームスターナイト」

ストロング賞「Octagon House（オクタゴンハウス）」

アイデア賞「巨大金魚」

ストロング賞「スパイダードーム」

参加大学生の声 猪高小学校 5 年生担任の先生の声

　この度は、JIA愛知主催の猪高小建築教室にお手伝いという形
で参加させていただきました。1日目の事前授業と、2日目のワーク
ショップの両日とも参加しましたが、大変得難い体験でした。
　まず、1日目は、建築家の方が各班を専属で担当され、学生が複
数班をまわりながらお手伝いをするという体制だったのですが、この
時に強く感じたのは班が違えば、班内の様子もかなり変わってくると
いうことでした。「個人ワーク」の後、確かに児童の多くは三角形や
三角錐など「一度習った形のものを使ってどう組み立てようか」と思案
していたように思います。しかし、そのままの作業方針で見事な造形
を表現する班もあれば、「それでは面白くない」と新しい形を創造する
班を見かけることもあり、複数人での制作活動に可能性を感じる瞬
間でもありました。
　次に、2日目では、学生も各班に専属で付いてワークショップのサ
ポートにあたりました。そのため、各班の違いについてというより、1つ
の班の制作活動に触れる時間が長く、そこから感じることもありまし
た。私の担当した班では、一寸格子の組み立てに移る際にモデル
の改良をする必要があり、その過程の一部を児童に投げかけてみま
した。すると、班員同士で頭を突き合わせて試行錯誤する姿は真剣
で、見ていて感心するとともに、微笑ましい気持ちになりました。
　表現したい芯を残したまま「どう工夫したらいいのか」ということ
は、まだ学ぶ立場にある私たち学生にとっても身近な課題です。
児童たちの前向きな姿勢に見習い、これからも精進を重ねていき
たいと思います。　　 井上郁人｜名古屋大学農学部生物環境科学科4年

・ 建築家の仕事や世界の有名な建築物を紹介していただき、建築に
対する興味を持たせることができました。

・ 各グループにお二人ずつ講師の方に入っていただき、人手が多くあっ
たことでスムーズに活動することができました。

・ いろいろな賞があり、子どもたちのやる気がさらに高まったと思います。
・ 私たち教員もこのような活動は初めてで、指導が難しい部分もありまし

たが、プロの方の的確なアドバイスで子どもたちのアイデアを実際に
形にすることができました。子どもたちの感想からも、「建築教室は楽し
かった」「みんなで協力してできてよかった」「賞がもらえてうれしかった」な
ど、満足した様子が伝わってきました。材料の準備や片づけ、子どもた
ちの指導など、さまざまな面でお世話になり本当にありがとうございまし
た。今回の反省を生かして、来年度もさらによい活動にしていきたいと
思います。　　　　　　　　　　　　　 （猪高小学校 5年担任一同）

猪高小学校 5 年生児童の声

　授業後に提出された児童の感想を拝見させていただくことができまし
た。その中で、多くの児童が「ひとりの力には限界があり、みんなで協力
するほどいい作品ができることが分かった」という感想を書いていました。
また、「三角形はすごくバランスがよく、丈夫」「四角形のままではグラグラ
するけど、対角線を引くと丈夫になる」「線のつなぎ方を工夫することで星
などたくさんの形ができることが分かった」など今回の体験を通して、建築
(構造)的な考え方を知ってもらうことができたようです。
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　11月18日、名古屋駅前の大名古屋ビルヂ
ングにあるTOTOテクニカルセンター名古屋に
おいて「バイオクリマティック五輪書」の第2章、

「水の巻」のセミナーを行いました。この日は日
曜ということもあってか参加者は17名。会場に
は余裕がありましたが、その分先生方との距
離が近い親しみやすい会になったと思います。
ご担当していただいた久保田稔先生は1945

（昭和20）年生まれ。岐阜大学大学院工学

　12月7日に行われた会員研修は、三重地域
会員の村山邦夫さんと谷川精一さんの活動
発表会です。ともに45年以上の設計経歴のあ
るお二人です。
　村山さんは「街にひらく」というテーマで自作
を説明されました。開業当初の40年前の自宅
の設計のときから建物と道路の関係に注目し、
街並みをつくることに努めてこられたそうです。
自社オフィスでは、狭い敷地ながらオープンス

研究科卒業。現在、大同大学名誉教授。
NPO木曽川文化研究会理事長。河川財団
名古屋事務所特命研究員。2018年7月19日
に中部地方整備局局長賞を受賞（「木曽三川
の文化・歴史に関する啓蒙活動」）していらっ
しゃいます。諸戸靖先生は1956（昭和31）年
2月13日生まれ。関西大学文学部史学科卒
業の後、桑名市職員。1990年から長島町

（当時）の輪中の郷の建設にかかわり、1993
年、輪中の郷完成とともに輪中郷職員。2007
年、輪中の郷館長就任、2016年輪中の郷館
長退任。著者として『三重県史（輪中に関し
て）』『木曽川は語る（共著）』があります。共に
輪中についてとてもお詳しいお二人でもあった
ので、講演の最後はそれについてご対談して
いただきました。この東海で輪中というと木曽

ペースをつくり街に貢献することを示しました。
その考えは近隣の建物にも引き継がれ、より良
い街並みづくりに結びついています。
　近年の共同住宅の計画でも、もとあった森の
イメージを継承する緑地帯や建物を分節する
ことなど景観の記憶を大切にすることで新たな
建物が近隣住民に受け入れられるよう配慮さ
れています。地域住民と近い関係にある地方
の設計者は、その仕事ぶりがきちんと評価さ
れ、永く地域で仕事を続けられているように感
じました。
　谷川さんは「建築人生の出会い」と題し作
品自体よりは、これまで建築を続けてこられた
所以となる人との出会いをお話されました。大
学卒業後最初の5年間勤められた設計事務
所で建築に向いていないと言われ、地元工務

の三川が集まったところ。昔から水害に悩まさ
れてさぞ大変なところ……と思いきやそればか
りではなかったようで、かえって洪水によって土
地が肥えて実り豊かな土地となる実情があっ
たり、はたまた洪水になるとお祭り騒ぎとなる一
面もあったようで、何かしら思いが覆されるとこ
ろがありました。今で言うと水害は人命が奪わ
れたり財産が破壊されたりと良いイメージは全
くないわけですが、何かこう、昔の方は水との
付き合い方をよく知ってらっしゃったのかもしれ
ないと思ったりもしました。柔よく相手を制すとで
もいいましょうか。水への一方的な防御ではな
い対応策がそこにあるように
思えます。

店の現場管理の職に変わられました。その工
務店と大手ゼネコンとの共同企業体の現場な
どで自ら描いた施工図が大きな建物に実体化
していくのを実感し、設計の仕事に戻られまし
た。その後県内設計事務所に11年勤めた後
独立されることになります。その転機ごとに後押
していただいた方がいらしたとのことでした。そ
の経験から人と人の関係を大切にして、施主
と施工者が対等な関係での建物づくりを進め
られています。施主、施工者、設計者の良好
な関係づくりが三重県建築賞などの関係者す
べてを対象とする賞の受賞につながっている
のでしょう。

JIA 愛知発

JIA 三重発

沈降する濃尾平野を舞台に木曽三川がもたらしてきた災いと恵み

地域に根差す建築家の在り方

住宅研究会 連続環境セミナー 2018　バイオクリマティックデザイン五輪書 第 2 章

会員研修 活動発表

竹中アシュ
（JIA愛知）｜竹中設計事務所アシュ

服部昌也（JIA三重）｜八武組

講演の様子

村山邦夫さん 谷川精一さん
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JIA 三重発

熊野古道とにほんの里百選・須賀利の旅

建築ウォッチング

　2018年11月17日、一般参加者およびJIA
会員、総勢28名が三重県津駅前に集合し1
台のバスで紀州方面に向かいました。津駅か
ら約2時間で道の駅「みやま」に到着、ここから
「熊野古道の馬越峠ウォーク」班と「須賀利の
街並み見学」の2班に別れ、建築ウォッチング
を開始しました。
■熊野古道の馬越峠ウォーク

　熊野古道の参加者の多くは、一度は行って
みたいと思ってみえたようで、念願叶って迎えた
当日は、予想を超えた晴天に恵まれ、最高のコ
ンディションでした。熊野古道・伊勢路全17コー
スの内の馬越峠コースは美しい石畳が入り口
から始まり歩きやすいコースでした。歴史文化
や草木、運動と健康などの指導を受けた熊野
セラピストの方に同行していただき、石畳道と美
しい尾鷲ヒノキの林がつくり出す景観を楽しみ
ながら歩きました。
■須賀利のまち並み

　昔は航路船で尾鷲市までの交通があったよ
うですが今は廃止され、須賀利は陸の孤島で
す。曲がりくねった山道を通りバスで村の入り口
にあたる漁港まで向かいました。集落の形態は
入り江に当たる南側に湾を望み、北側の山を背
にして、斜面に建物がつくられています。海岸
近くの平坦地海岸線と平行に貫く「中通り」が
生活の中心となる道路です。その「中通り」か

ら山に向かって坂道が伸び、坂道からはさらに
等高線に沿った脇道が分岐。その道に沿った
民家の基本形式は海に向いた切妻平入りで、
まち並みはよく揃い、ひな壇のような傾斜地の敷
地に建つので、変化に富んだ生活感のある、
瓦の屋根並みの美しい漁村景観が醸し出され
ています。あたたかい日差しの中、高台にある
普済寺本堂（竹中工務店の祖：竹中和泉の
建築）境内で、ご住職のお話と青い海を見
ながらお昼弁当をいただきました。
■見世土井邸

　尾鷲市内で両班が合流し、見世土井邸（設
計：清水組設計部）に移動しました。観光協会
の方のご案内と、大手前大学建築学科の先生
に解説いただきながらの見学です。旧熊野街
道に面する山林経営者の建物で、店舗、接客、
住宅部分から構成されています。東端の玄関
廻りを洋風意匠として入った南側に応接間があ
ります。中央から西側に和室が並びますが、数
寄屋造りの客間と夫人室を中廊下で仕切るな
ど時代的特徴を示しています。和洋を取り入れ、
細部にアールデコ意匠を使った上質な住宅で
す。そのほか敷地には本蔵、米蔵、井戸屋形、
土塀などがあり見ごたえのある建物です。
■尾鷲小学校

　見世土井邸から徒歩で生活道路を西に歩
いていくと尾鷲小学校のグラウンドに入ります。
建物に近づくと、古い石段とその上の新しい軒
庇がとても特徴的に見えます。2010年に公募
型プロポーザルが行われたCAｎの作品です。

増築棟は既設改修棟とグラウンドのあいだに直
行する2つのストリートがあります。このストリート
は雨の日が多いこの地域で、日常的な学校生
活の中で子どもたちが意識することなく自然に
集まったり移動したり、さまざまな活動を容易に
行える場所です。そしてすべての教室は屋外
テラスに面して、そのテラスを通してさまざまな
場所とつながり回遊できるようになっています。
　また、天井は低い部分と高い部分を組み合
わせることで、大きなまとまりを感じさせる空間と
小さく親密な雰囲気が感じられる空間を共存さ
せています。しかし、その天井面と壁面の仕上
げ材は前者の部屋の領域とは一致させず、複
数の部屋や内外を横断するように考えられてい
ます。個 の々部屋は完結した空間とはならず、
隣接する内部空間や外部へ連続する流動的
な性格を持たせているようです。

　尾鷲小学校からバスに乗り帰路についた、と
思ったらバスは幹線道路沿いの大きなドライブイ
ンに入りました。ここは魚のまち尾鷲。外せない
おみやげポイントだそうです。お店の中は海産
物がたっぷり、みんなおもいおもいの手土産を
買いそろえました。そして尾鷲をあとにし、松阪
で数名下車、津駅に到着し建築ウォッチングは
無事終了いたしました。天候に恵まれた、気持
ちいい秋の尾鷲を十分楽し
んだ旅でした。

山下和哉（JIA三重）｜
建築デザイン研究所

熊野古道の様子 見世土井邸内部の見学 美しい瓦屋根の須賀利のまち並み
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　12月13日に建築家会館にて2018年最後の第252回理事会が開催さ
れました。当日は、午前中よりJIA講演「BIMとこれからの設計/施工」
が催され、理事会後には、「ARCASIA東京大会
2018」の開催報告会と簡単なパーティーが開かれまし
た。

【JIA講演】
タイトル：「BIMとこれからの設計/施工」　講師：小笠原正豊
　アメリカにおける職能の確立やCADからBIMへの移行の状況、アメリ
カにおける建築界の新しい兆候などについてのレクチャーが行われまし
た。小笠原氏は近未来研究特別委員会のメンバーでもあり、海外におけ
る建築家の状況にも詳しく、話を面白く拝聴させていただきました。

【審議事項】
1.入退会承認の件（原田事務局長）
　前回より、8名減少し、正会員数は3,688名となりました。東海支部に関
係する内容はございません。減少傾向は止まりそうにない状況です。新
しい入会案内等がどれほどの効果があるかは疑問です。抜本的な対策
が必要だと感じています。
12月13日理事会評決現在　正会員数　3,688名　→承認
2.建築家認定評議会評議員委嘱承認の件（筒井専務理事）
→承認
3.（仮称）BIM特別委員会設置承認の件（筒井専務理事・森暢郎顧問）
→承認
※六鹿会長より、日事連もWGをつくり、各会でWGが乱立している。ぜ
ひともJIAが行う意義のあるWGとして欲しいとの要望が出されました。
※個人的には日事連、JIAが個別にWGをつくるのではなく、一緒にでき
ないことが少し疑問です。日本が世界に対して大きく遅れている分野なの
で建築界合同で大きな流れをつくった方が良いと感じた。そのイニチアブ
をJIAが取るべきだと思います。
4.シニア会員の入会金の取扱い承認の件（上浪寛総務委員会委員長）
→承認
※東海支部より協議を依頼した内容であるが、20年以上継続して会員
資格を有していた者が、一度退会し改めてシニア会員として再入会する
場合、入会金を免除することが正式決定された。
5.「JIA公益事業活動助成」採択の件（左知子財務委員会委員長）
→承認
※東海支部からの案件はなく、四国支部香川地域会より提出された「坂
出人工土地市民ホール保存再生案の作成事業」は他支部からの評価
が高かった。このような事業の場合は、「ワールド・モニュメント財団」の有
効利用についての説明があった。
　また、神奈川地域会が提出した、行政を巻き込んだ上での事業も評価
が高かった。継続事業は助成が2回までとの話もあったが、結果内容を見
る限り、愛知地域会が提出を検討していた事業内容は十分に助成対象と

なりうると感じた。ぜひとも次年度は事業助成の提出をお願いしたい。
【協議事項】
1. 本部委員会体制見直しについて（上浪寛総務委員会委員長）
・…前回協議をふまえ、少し突っ込んだ感じで、委員会再偏に向けてのロー
ドマップが提出された。現在、東海支部でも各委員会に意義、目的等
の再検討をお願いしており、1月25日の支部役員会には各委員会よりレ
ポートを提出していただく予定です。

2. 財務委員会からの財務アンケート報告と理事懇談会に向けて
（左知子財務委員会委員長）
・… 1月17日に財務関連を主題とした理事懇談会の開催が決定された。そ

の際には各支部を代表してではなく、理事として全会の代表としての意見
を各理事に求められています。東海支部では1月10日頃を期限に会員
の皆さまから財務関連に関する意見聴取をお願いしたいと考えています。

【報告事項】
1.「定款」と「建築家憲章」・「倫理規定」・「行動規範（ガイドライン）」の
　整合性について（筒井専務理事）
・……「定款」の改正の必要はない旨の説明がなされた。
2.フェローシップ委員会活動報告（長尾健フェローシップ委員会委員長）
・…長尾委員長よりフェローシップ委員会の活動報告がなされた。
3.会報誌の支部長インタビューのお願い（藤沢進広報委員会委員長）
4.告示15号改正に関する報告
　（広瀬浩二告示15号特別委員会委員長）
5.近未来研究特別委員会活動報告
　（相坂研介・小笠原豊近近未来研究特別委員会委員）
6.日本建築センター委託業務「事業ユニット」について
　（左知子財務委員会委員長）
7.活動及び業務執行状況報告（筒井専務理事・森暢郎顧問）
　①建築士法改正について
　②建築士資格に係る実務経験検討会について
　③CK（ピュア型）の制度的枠組みに関する検討会について
　④四号建築物の図書保存義務について
　⑤社会資本整備新議会建築環境部会について
　「住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」の意見募集の
　お願い
　⑥JIA各賞の報告（JIA25年賞・JIA環境建築賞・優秀建築選）
　⑦2019年度役員候補者選挙について
　⑧後援名義承認の報告（会長専決事項）
　⑨その他
　今回は、理事会後、「アルカジア東京大会2018」開催報告会、パー
ティーの予定があり、少し早めに理事会は終了しました。個 の々所属会員
の活躍には目覚しい部分もあるが、全体的には、建築界におけるJIAの
ポジション、独自性のようなものは少し薄れて来ているのかなと感じていま
す。もう少し、国際的な活動や建築家を全面に出し、会全体のボトムアッ
プが必要ではないかと感じています。

会全体のボトムアップが必要

本部理事　矢田義典
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　東海支部として長年にわたり発刊してきた『ARCHITECT』の存続につい
て、支部役員会や『ARCHITECT』の紙面、また、アンケートにて議論を重ね
てきましたが、いよいよ支部長の方針案をまとめ、会員集会にて決定する大詰
めを迎えました。今回の役員会では、その支部長方針が一番の議題となりま
した。詳細については議事録を確認いただければと思いますが、今回の議論
は「メディアとしての紙媒体」を考える良い機会にもなったと感じます。拡大傾
向にある電子媒体は優れた検索機能が特長ですが、それゆえに利用者側は、
自分がほしい情報、目的が明確である場合が多い。対して紙媒体は、他者が
まとめた情報を受動的に受け取る傾向が強いかと思います。ですから、自分
にとって必要のない情報も含まれていれば、目的外の面白い情報に出会う機
会もあります。実際、ネットと紙カタログでは客単価が1：2といったデータもある
そうです。検索エンジンを使って「必要なものだけを買う」のに対して、一方的
に送られてくる紙媒体は「衝動買い」「発見買い」を誘うのです。そんなことを
考えていると、ハラリとめっくたページで、知らない会員が書
いた「自作自演」を読んでホッと和む、日常に少しはそんな
時間を残してほしいものです。

日　時：2018年12月21日（金）16：00 ～ 18：00
場　所：JIA東海支部事務局　会議室
出席者：本部理事2名、幹事10名、監査1名、オブザーバー 8名

1.支部長挨拶
　『ARCHITECT』については今日が最後の協議となり、4月からは新しい方
針で実施することになります。また、他の各支部事業も見直しをお願いしており、
順次議事にあがってきます。今後の東海支部の事業を考える上で、本日も重
要な役員会になると思いますのでよろしくお願いします。
2.報告事項

（1）本部報告
①本部理事会（矢田）
②国交省「住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」パブリック
コメント募集（矢田）

③フェロー会員推薦について（矢田）
④フェローシップ委員会（奥野）
⑤CPD評議会（豊田）
⑥建築士試験の資格要件を変更する改正建築士法成立について（矢田）
⑦JIA本部役員候補者の選挙の結果について（矢田）
⑧広報委員会（奥野）

（2）支部報告
①2018年度東海支部役員補欠選挙の告示（谷村）
・…静岡地域会より地域会長退任願いが提出されたので、選挙管理委員会

を設置し2018年度東海支部役員補欠選挙の告示を行った。それに伴い
「選挙規定細則」を作成し補完。
②第35回JIA東海支部設計競技二次審査結果（出口）（※詳細はP8 ～
掲載）

③近畿支部との交流会について（矢田）
・…12月18日に東海支部から6名で近畿支部のアーキサロンに参加。
④「静岡県建築士事務所協会　創立50周年記念講演会」事業報告（石橋）
・…11月2日にSANAAの講演会が静岡県建築士事務所協会主催にて開催。
（3）各地域会からの報告（各地域会長）
議　事

1.審議事項
①「世界劇場会議国際フォーラム」(2/7,8)後援名義使用許可について（澤村）
・…NPO世界劇場会議名古屋より後援の依頼。2月7日、8日に可児で開催。

→承認
②事業計画「支部災害対策委員会講演会」（杉山）
・…31年2月2日に講演会を開催する。テーマ「東日本震災復興に学ぶ」
講師：手島浩之氏（宮城地域会）会場：TOTOテクニカルセンター…→承認
③2018年度支部選挙管理委員会の設置について【メール審議報告】（澤村）
・…11月28日にメール配信し、11月30日に承認にて選挙管理委員が決定。
… 委員長：谷村……委員：清（静岡）・村上（愛知）・山田（岐阜）・中村（三重）……
→…承認

④入会届　正会員「荒井　衛（静岡）」（石橋）　→承認
2.協議事項
①『ARCHITECT』について（中澤・矢田）
・…アンケート結果をふまえての支部長方針。（案）
… 毎月発行を隔月発行（年6回）に変更。毎回のページ数は24ページとする。
理事会報告やその他事業の報告などは毎月メール配信にて対応。

・…協賛金は現状の2社には引き続きお願いしつつ、新たにゼネコンなどへの
依頼も考える。名刺広告、法人会員の広告は廃止し、代わりに会員すべ
てより協賛金を募る（2.5万円/1人）。営業目的の差込広告は5,000円/1
回とし協賛社は無料とする。

・…紙面内容は、前半が特集記事、後半が今まであるような「自作自演」など
の記事予定。

・…実際2.5万円といった金額を正会員から集めるのは難しいのでは?
・…最初から各地域会に金額を割り振って集める方法もあるのではないか。
・…2月号の『ARCHITECT』に支部長方針掲載。2月9日の会員集会で最

終方針を決定。
②本部財務について（矢田）
・…来週メール配信し、1月10日を期限として東海支部の皆さんから意見を徴

収する。
③2019年事業計画・事業予算について（澤村）
・…来年は支部大会が有るので予算に計上。『ARCHITECT』は150万円

で計上。
④卒コンの見直しについて（吉川）
・…時間の都合により、次回に持ち越し。
3.その他 
①三重県弁護士会館の設計プロポーザルについて（矢田）
・…愛知地域会及び三重地域会の会員に向けての募集。
②国交省「4号建築物の図書保存義務見直し」について（矢田）
・… 基本的には賛成の方向。何を保存するのかを整理し明確にすることが重要。
③第22回JIAリフレッシュセミナー2018について（矢田）
・…1月25日の支部役員会までに、各地域会より推薦する。
④静岡文化芸術大学「木質フォーラム」について（矢田）
・…静岡地域会長に出席依頼あり。
⑤北陸支部30周年記念式典について（矢田）
・…支部長経験者に出席依頼あり。
⑥阪神高速パーキングエリア実施設計業務募集
・…近畿支部より資料の案内あり。
4.監査意見
　『ARCHITECT』について、存続のために会員の負担はあってしかるべき
だが、金額を抑えて数で調整するなど、一考が必要。（大瀧監査）

東海支部役員会報告

山田浩史（JIA岐阜）｜ヒロプランニング
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

岐阜県下呂市合掌村「旧遠山家住宅板倉」

熊野古道（伊勢路馬越峠）

登録有形文化財

を受けて計画された施設とのこと。他に「旧遠山
家住宅板倉」と同時期に移築された国の重要文
化財の「旧大戸家住宅」や登録文化財の「旧岩
崎家住宅」など全部で10棟余の合掌造りの建物
がある。ちなみに「旧大戸家住宅」は自民党の衆
議院議員、平沢勝栄氏の生家でもある。

の連続で明るい。途中の展望台では尾鷲市内が
一望でき、絶景だ。下り切る辺りに津波供養塔（尾
鷲市有形文化財）があり、江戸時代宝永年間

（1707年）に発生し多くの死者を出した「宝永大地
震津波」の犠牲者を供養している。

■紹介者コメント
　先日、所用で下呂温泉の「湯之島館」（国の登
録有形文化財）で宿泊した折に「下呂温泉合掌
村」を30年ぶりに訪れてみた。ここには今回紹介する

「旧遠山家住宅板倉」という国の登録有形文化財
がある。昭和38（1963）年の合掌村開村時からある
建物だが、元 は々飛騨白川村御母衣に有ったもの
を御母衣ダム建設の際に移築したものである。
　文化7（1810）年に「旧遠山家住宅」（昭和46

［1971］年に国の重要文化財に指定）の穀物・農
機具用倉庫として建てられたもので、桁行約
5.4m、梁間約4.5mの3間4面の総手斧ばつりの板
倉となっている。板倉とは板で壁を二重に設えて
気密性を高めた構造の木造倉庫のことで、屋根

■発掘者のコメント
　以前から興味のあった熊野古道をたどる「熊野
古道ウォーク（JIA三重企画）」に夫婦で参加する
こととした。当日は津駅に集合し、バスで伊勢自動車
道、伊勢道経由で「みやま」に到着。到着後、直ちに
尾鷲観光物産協会の語り部の指導の下、軽い準
備体操を終えて、馬越峠経由尾鷲神社へ至る熊
野古道への初挑戦が始まった。
　熊野古道には主に、小辺路（高野山―熊野本
宮）、中辺路（田辺―熊野本宮）、大辺路（田辺―
那智・新宮）、紀伊路（渡辺津―田辺）、大峰奥駆道

（吉野―熊野三山）、伊勢路（伊勢神宮―熊野三
山）の6つの道があるようで、紀伊路を除いて世界
遺産に登録されている。

は本を伏せたような棟の形をしており、切妻屋根
茅葺き合掌造りという飛騨白川郷辺りより北、五箇
山などの越中地方でよく見かける形となっている。
　白川郷との違いは妻入りではなく平入りという点
であろうか。ちなみに飛騨白川郷辺りより南は入母
屋屋根の形状が多いと聞く。1階の壁の柱には、
大工2名の文化7年建て方の墨書きがあり、2階の
窓の板戸内側には、弘化3年の屋根葺き替えの際
の墨書きも残っている。2階の床板と横木が1階の
天井となる「根太天井」の養蚕農家の建築様式
を伝えている。
　合掌村はJR下呂駅よりバスで10分程東へ行っ
た所にあるが、ここは戦後の失業対策事業で、下
呂中学校校庭の土取場を「湯之島館」から寄付

熊野古道の特色は、中世期に日本最大の霊場とし
て隆盛した熊野信仰として1,000年以上も使われ
続けてきたことだ。大正から昭和にかけて国道が整
備されるまで、周囲の生活道路として使用され続け
てきたとのことで、馬越古道は現在でも国道が使え
ない時には生活道路として荷物を背負った地元民
が行き来している。馬越峠の石畳がいつ頃敷設さ
れたかは不明だが、紀州藩の街道整備時（17世
紀前半）と言われている。
　峠までの約90分は北側斜面登りの連続で、途中
まできれいに敷き詰められた石畳を行く。周囲は桧
と杉の植林がほとんどだが、ガイドの指摘で目を向
けるとさまざまな樹木や草木を目の当たりにすること
ができる。峠で弁当をいただいた後、約40分は下り

下呂 ●下呂市役所

●下呂温泉

旧遠山家住宅板倉

下呂 ●下呂市役所

●下呂温泉

旧遠山家住宅板倉

相賀駅

●
馬越公園展望台

国道相賀・海山 BC

鷲毛

●三重県尾鷲庁舎

●尾鷲市役所
尾鷲駅

紀勢自動車道

紀勢本線
馬越峠

国道相賀・海山 BC

●三重県尾鷲庁舎

白川郷と違い平入りになっている

石畳（尾鷲側）

屋根小屋組み

大峰修行五拾ケ度供養塔 尾鷲市街（展望台より）

農機具用倉庫として建てられた

馬越の津波供養塔

原　眞佐実（JIA愛知）｜
原建築設計事務所

所在地：岐阜県下呂市森柿ヶ平2369
文化財指定等：登録有形文化財（21-0191）登録年月日：
平成22（2010）年4月28日
構造・規模：木造平家建て茅葺き屋根（切妻屋根平入り）、
　　　　　建築面積約50㎡

所在地：三重県北牟婁郡紀北町相賀～三重県尾鷲市北
浦東町
アクセス：JR紀勢本線相賀駅、尾鷲駅または国道42
号線「道の駅・海山」
文化財指定等：熊野古道（UNESCO世界遺産）、馬越
の津波供養塔（尾鷲市有形文化財）
参考資料：熊野本宮観光協会HP、
尾鷲観光物産協会

谷村　茂（JIA愛知）｜
アール・アンド・エス設計工房
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　東海支部は昨年30周年を迎え、会報誌『ARCHITECT』も同様に
30年間毎月発行を継続してまいりました。しかし、8月号からの「緊急
連 載『ARCHITECT』は必 要です か?」でお伝えした通り、

『ARCHITECT』は現状、その財源を法人協力会および一部の会員
からの名刺広告で賄っており、かつ誌面づくり（執筆）に関して、多く
の皆さまにご協力いただけていないという2つの課題があります。この
課題を改善すべく、いよいよ『ARCHITECT』継続に対する具体的な
検討を行わなければならない状況になりました。
　そこで、11月に行った『ARCHITECT』継続･休刊に関するアンケー
トの結果をもとに、東海支部執行部で「『ARCHITECT』の今後に関
する試案」を作成し、来る2019年2月9日(土)、その是非を問う「会員
集会」を開催する所存です。
　『ARCHITECT』に関する検討は、支部運営の根幹に関わる重要
な課題となります。ぜひ、会員集会へのご参加をよろしくお願いいたし
ます。
日　時：2019年2月9日（土）…14：00 ～ 16：00（13：30受付開始）
会　場：昭和ビル9階ホール（名古屋市中区栄4-3-26）
議　題：会報誌『ARCHITECT』の継続･休刊について
　　　　（※事前にご意見のある方は、右記までお送りください）

問合せ先：日本建築家協会東海支部事務局
　　　　　TEL…052-263-4636　FAX…052-251-8495　
　　　　　MAIL…shibu@jia-tokai.org

日　時：2019年2月20日（水）18：00 ～ 20：00
　　　　（※先着50…名…CPD2…単位）
会　場：大光電機名古屋支店会議室
　　　　（名古屋市東区泉2-28-23…高岳KANAMEビル3F）
講　師：神田　順
　　　　（東京大学名誉教授・建築基本法制定準備会会長）
　　　　三上紀子（建築基本法制定準備会幹事・文京建築会幹事）
参加費：CPD単位取得者（1,000…円）　一般（無料）
申込方法：お名前、所属、参加人数、連絡先、懇親会（4,000円予定）
　　　　…参加の有無を記載して下記問い合わせ先までお申し込
　　　　…みください。（※懇親会は先着20名まで）
申込・問合せ先：日本建築家協会東海支部
　　　　　　　　TEL…052-263-4636　FAX…052-251-8495
　　　　　　　　MAIL…shibu@jia-tokai.org
主　催：日本建築家協会東海支部愛知地域会

2月9日14:00 ～16:00 開催

『ARCHITECT』継続 ･休刊に関する「会員集会」
支部運営の重要課題を検討　参加求む！

これからの建築とまちづくり

建築基本法学習講演会
CPD2 単位

地域会だより

＜東海支部＞
12/8… 東海支部設計競技2次審査・表彰式・記念講演会
12/18…近畿支部との交流会
1/17… 理事懇談会
1/25～27　北陸支部30周年記念式典
2/2… 支部災害対策委員会講演会「東日本震災復興に学ぶ」
2/9… 『ARCHITECT』継続・休刊に関する会員集会

＜静岡＞
11/29…静岡地域会役員会
12/14…静岡地域会役員会・JIA塾スライド会・忘年会の開催
1/28… 静岡地域会拡大役員会

＜愛知＞
9/28～1/25　名市大・JIA2018年後期授業「建築家の仕事」
1/18… 新入・転入会員ガイダンス、法人協力会主催新年会
2/1… 愛知持ち出し役員会・studio…velocity新事務所見学会

2/13… JIAケンバイセミナー
2/14… CPD研修会…美和ロック見学会＋伊勢神宮見学会
2/20　「これからの建築とまちづくり」建築基本法学習講習会

＜岐阜＞
12/5… 愛知地域会…事業委員会への参加
12/13…第7回役員会（忘年会）
1/17… 第8回役員会

＜三重＞
12/7… 第5回例会、会員研修　会員発表会
1/19… 建築文化講演会2019……
… 小堀哲夫「建築と環境と人間」+建築展
1/23… 研究・社会活動「三重短大設計授業協力」第3回
1/29…「みえの気候風土適応住宅」第2回勉強会
2/20… 森羅万象匠塾「ドローンの可能性と地域貢献」
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いからなのかもしれません。私もそうです
から。会員が気軽に執筆できるような何ら
かのフォローも必要なのではと思います。

（川本直義）
●第35回JIA東海支部設計競技のゲスト審
査員である家成俊勝さんの講評と講演会の
要約にとても興味をひかれました。拡大し
ていく都会に住宅を建てることは、確かに

「小枝で波に乗ってトリッキーな技を決め
る」ことにすぎないのかもしれません。縮小
していく巷である小豆島につくられた「馬
木キャンプ」は、つくることも共有する仮設
建築プロジェクトで、理想的な公共空間の
在り方や運営の仕方のヒントが提示されて
いると思いました。向こうからやってくる
問題をただ上手に解くだけに留まらず、建
築家の中でしか通じない価値観を超えて、
自力で問題を見いだして明確にすることの
必要性を感じました。建築自体のテーマや
コンセプトを考えることと比べると、建築

●今月号の自作自演でアンコールワット遺
跡訪問の記事があり、私も一度行ってみた
いと改めて思いました。『ARCHITECT』の
記事の中でも「自作自演」や「わたしのとっ
ておき」などは、会員の体験などが情報とし
て掲載され、バラエティに富んでいて大変
興味深く読むことがき、読者に人気のコー
ナーです。『ARCHITECT』を今後どうする
かの議論は、収支の問題が中心になりがち
ですが、執筆を断る会員が多いことも編集
委員会の悩みの種です。自作自演などは、い
ろんな会員が書いてこそ面白いと思うの
で、ぜひ全会員に書いてほしいです。なぜ書
きたくないかというと、文章を書くのが苦手
だから恥ずかしいということもあるようで
す。建築設計者は理系出身者が大半で、数学
は得意でも国語は苦手だったという方も多

編 集 後 記 家自身のテーマやコンセプトを考える、も
しくは確立するのは大変難しいことだと思
います。現状を疑い批評精神を持ち行動す
ることでしか、強い作家性は獲得しえない
と考えます。　　　　　　　…（谷川ヒロシ）


