
　植真　太田造園は京都での茶庭創り

の経験から外部空間を創るにあたり自

然素材を生かした施工に力を入れてい

る会社であります。

　近年ではエクステリア、カタログ商品

などを使った外部空間が支流になりつ

つある中で今一度素材の原点に戻り自

然の恵みの良さを押しております。

　自然素材とは土、石、水、樹木な

どの事になりますが、土は植木用客土

以外にも使い道は多く版築土塀や三和

土などの個体にもなります。石は景石、

積み石、敷石など昔から様々な使用方

法があります。建築家が建てる住宅が

オリジナルであるように土や石を使用し

て外部空間もその家だけのオリジナルが

大事だと考えております。中でも樹木の

持つ力を押しておりまして山採りの樹木

にこだわっております。山採りとは山か

ら掘り起こしてきた樹木の事を指しまし

て、畑で生産農家が育てた樹木とは異

なり、同じ樹種でも１０本あれば皆違う

表情をしているのが特徴であります。表

情の違う樹木を組み合わせて、その建

築を引き立てる力があると思っておりま

す。茶室、茶庭、などと聞くと現代建

築とはまた違うように見えますが根本

的な所は同じと考え自然素材には建築

を引き立てる力があると思っております。

JIAの皆様の建築に少しでも貢献出来

たらと思っておりますので今後ともよろ

しくお願いいたします。

植真　太田造園

太田 真光 （静岡）

自然素材を生かした外部空間創り

〒421-0422　静岡県牧之原市静波2294-4　　☎・FAX 0548-22-7006　　 携帯：090-9888-6832
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表紙撮影：城戸康近（JIA愛知・城戸武男建築事務所）

今昔物語（本）

城戸 康近 （JIA愛知）

城戸武男建築事務所

表紙の本は 1920年代（大正）のものです。これらは私の祖父が竹中（設計部）に
在籍していた頃に参考にしたものだと思います。当時の定価で 3円程度です。
ミ－スの高層住宅、メンデレスゾ－ンのアインシュタイン塔、世界遺産に登録され
ている百年記念会堂（ポ－ランド）などと表紙にはないものでメキシコ建築集もあ
り、ついつい見入ってしまいます。中には台所、食堂に関するものがありますが、
当時の日本の台所といえばようやく都市部でガス、水道が整備された頃ですね。
建築譜は石本喜久治氏がヨーロッパを外遊した後に書かれたもので読みごたえが
あります。（字が小さく、古い書体なのは厄介ですが）
100年前のものを見つつ、建築基本法、登録建築家などの課題は今後どうなるの
だろうと想う今日この頃です。
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　8月 27日（火）午前 7時 30分に静
岡駅南口を出発。バスでアイカ工業
株式会社名古屋工場へ向かいました。
AICAの主力商品「メラミン化粧板」を
製造している工場です。メラミン化粧
板は、「アイカデコライト」を 1960年
に発売して来年で還暦を迎えるロング
セラー建材です。工場に到着して、高
圧メラミン化粧板の製造工程の説明を
受けてから工場見学。工程は、① 原紙
準備：柄・無地などの化粧紙をオーダー
に合わせて必要枚数分巻き取り、つな
ぎ合わせます。② 巻き取った原紙にメ
ラミン樹脂、コア層紙にはフェノール
樹脂を含浸させ、熱風で乾燥させてか
ら裁断します。③ 厚みや性能などの仕
様に応じて、メラミン含浸紙（オーバー
レイ＋化粧紙）とフェノール含浸紙（５
枚程度）を二人 1組の手作業で重ね合
わせます。この工程は多品種・小ロッ
トに対応するためで、自動化するのは
難しいそうです。④ フラットや木目柄
などのエンボス加工したステンレス金
型板でサンドイッチして、十数枚を重

ねてプレス（加熱・加圧）して成形しま
す。⑤ ４側面を裁断と接着性能を高め
るために裏面をサンディング加工しま
す。⑥ 全数外観検査を行って完成出荷
です。表面の硬さをメラミン樹脂、ボー
ドのしなやかさをフェノール樹脂が
担っている事、多様なニーズに対応す
る為、工程の中では人の手作業が重要
な事を知り、きめ細やかなものづくり
に敬服した工場見学でした。
　昼食は、名古屋名物の「ひつまぶし」
をいただきました。美味、だし茶漬け
が一番美味しかったかな。
　食後に名城公園 tonarino へ。市民と
共に公園を育ててゆくというコンセプ
トで「食」「体」「緑」「集」の４つのキー
ワードで運営されています。tonarino」
いつもとなりに。大津通りのトナリ、
こもれび広場のトナリ、いろんなもの
のトナリにあるみんなの居場所。公園
側の広場を見下ろす憩いの「空への階
段」は建築と広場・公園をナチュラル
に繋ぐ印象的な場所になっています。
階段に腰掛けて、広場でワイワイ・ガ
ヤガヤ楽しく遊ぶ子供達の情景を思い
浮かべました。平置きと縦置きの水平
ラインの組み合わせで、優しさを演出
する外部を覆うサイプレスは、竣工か
ら２年の歳月を経てシルバーグレーに
変色した事で、緑あふれる公園により
馴染んでいました。そして、参加した
メンバーで、ここの納まりはどうなっ
てる、竪樋は階段裏に上手く隠してるね。
この整形版、小口表しだねとか。ここ
は庇あったほうが良いよね。などなど
勝手な感想を言いながら見学しました。
Starbucksコーヒー店内の女子に、変
なオッサンが中覗いてて気持ちわるっ
て感じで睨まれたりして。40分ほどで
すが、楽しく見学出来ました。
　最後は、リニューアルしたばかりの
アイカ名古屋ショールームです。1階は、
洗面カウンター、メラミン化粧板、ジョ
リパット、トイレブースなどの展示です。
洗面カウンターは、多くの柄が選べる
カウンターとボウルを一体成型できる
ので、評判が良いとの事。メラミン化

粧板の見本も、この A３サイズほどの
大きさがあれば、柄・色・質感がよく
わかります。いつも送ってもらうサイ
ズは、ちょっと小さいかな。キッズ洗
面セットが一押しで、手洗いシンク +
専用キャビネット +給水金具がセット
に な っ て い て、高 さ も 450mm・
550mmと２種類あるそうです。9月
には、高圧メラミンフロアタイルも発
売するとか。新しい商品開発に積極的
に取り組んでいる会社ですね。４階には、
サービス付き高齢者向け住宅のモデル
ハウスも設置しています。玄関のベン
チ下足入れ、トイレのドア、匂いを吸
着する素材など多くの工夫をわかりや
すく展示しています。また、施設計画
の相談も受けているそうです。
　JIA静岡では五年ぶりくらいの工場
見学でした。年に一度くらいこの様な
企画もしていただけると良いかなと思
います。今回は、馴染みのあるメラミ
ン化粧板の製作工程を見ることが出来、
アイカの建材に対する理解も少しは深
まったような気がします。メラミン化
粧板は、基材は全て紙で出来ているこ
とも新たな知識になりました。帰りの
バスでも多くの質疑応答で盛り上がり、
大変有意義な日になりました。
　今回の企画では、アイカ工業株式会
社 大村静岡支店長、不二高株式会社 
高島社長には、たいへんご尽力いただ
きましてありがとうございました。　

俊建築設計事務所

鈴木 俊史 （JIA 静岡）

JIA 静岡発 建築ウォッチング

アイカ工業株式会社
名古屋工場・
名古屋ショールーム（リニューアル）と
名城公園 tonarino 見学

JIA愛知実務セミナー　シャン・カイ氏 講演

　シャン・カイ氏は、米国本社の大
規模建築群の基本計画を得意とする
GSaaN Architectural Design 
Consultancyの北京支社と、イン
テリアデザインやリノベーションを手
がける Atelier Xiangの 2つの顔を
持つ、20名からなる設計事務所を
率いる 35才の建築家である。多忙
な設計業務の合間を縫っての充電を
求め、2018年 10月に来日。2年
間の予定で名城大学に研究員として
活動している。
　この間、私の研究室のゼミや研究
活動に参画にするとともに、我が国
の建築技術の修得のため、設計・施
工を得意とする複数の企業で研修の
機会を得ている。その一つが、同じ
研修委員会の仲間である森昭夫氏が
属する（株）東海・ビルドである。
そこでの作品視察や設計部メンバー
との対話を通じて芽生えた問題意識
をもとに、中国の設計業務の特性を
紹介したのが本セミナーである。参
加者は 15名で、中国での設計活動
経験のある方々が多く参加した。

写真１ セミナーの様子

　プレゼ内容の第一は設計業務の形
態である。その中で、受命の方法に
ついては、日頃の友人などのネット
ワークづくりが重要であること。業
務プロセスと設計料については、図
面は各地域の建築設計院による確認
（有料）を経て完成形となる仕組みで
あること。設計期間については、概
念設計１週間、方案設計 1～2週間、
施工図 20～45日と極めて短期間で
あること。品質管理については、建
築主に図面を提出した後は建築主は
コストをにらみ、建設会社とのみ相
談し設計内容を変えてしまうことが
多いこと、などが述べられた。

図 1 友人などのネットワークづくり

　プレゼ内容の第二は設計に関わる
環境であり、大都市でも北京・上海・
深圳で文化・気候・日照時間が違う
こと、面子（見栄え）と風水を考慮
した建築デザイン、土地の所有形態
が日本と異なり良い建物を作ろうと
いう発想が希薄でリニューアルまで
考慮しないこと、職人の力量が低い
こと、90％以上スケルトンとインフィ
ルの工事が住宅でも分離しているこ
と、建築の書籍は写真集が中心で専

門書が少ないことなどが紹介された。
　これを受け、活発な質疑がなされ
た。第一は設計料であり、民間工事
では建築主からの支払いが予定通り
とならないケースがあることと設計者
としての身の処し方、中国人より外
国人の方が高い設計料となることな
ど。第二は建築工事であり、現在も
経済発展途上段階であり施工精度が
悪く竣工直後からすぐに美しい状態
ではなくなること、建築主からの支
給品が多いことなど。そのほか、建
築設計院の特性と役割、設計事務
所の責任の範囲、設計業務の紹介
者の存在、建築設計者の待遇と生活、
大学の建築学科卒業生の卒業後の
夢と現実など、日中の『当たり前』の
違いに関わる議論が交わされた。

8月 23日（月）18:30～ 20:30 ＠キッチンハウスセミナールーム

建築設計業務における『当たり前』とは何か！？
中国人設計者による日中比較の視点から

講演会レポート　｜ Lecture Report

名城大学 理工学部 建築学科
高井 宏之 （JIA愛知）

図 2 面子と風水を考慮したファサード
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JIA愛知実務セミナー　シャン・カイ氏 講演

　シャン・カイ氏は、米国本社の大
規模建築群の基本計画を得意とする
GSaaN Architectural Design 
Consultancyの北京支社と、イン
テリアデザインやリノベーションを手
がける Atelier Xiangの 2つの顔を
持つ、20名からなる設計事務所を
率いる 35才の建築家である。多忙
な設計業務の合間を縫っての充電を
求め、2018年 10月に来日。2年
間の予定で名城大学に研究員として
活動している。
　この間、私の研究室のゼミや研究
活動に参画にするとともに、我が国
の建築技術の修得のため、設計・施
工を得意とする複数の企業で研修の
機会を得ている。その一つが、同じ
研修委員会の仲間である森昭夫氏が
属する（株）東海・ビルドである。
そこでの作品視察や設計部メンバー
との対話を通じて芽生えた問題意識
をもとに、中国の設計業務の特性を
紹介したのが本セミナーである。参
加者は 15名で、中国での設計活動
経験のある方々が多く参加した。

写真１ セミナーの様子

　プレゼ内容の第一は設計業務の形
態である。その中で、受命の方法に
ついては、日頃の友人などのネット
ワークづくりが重要であること。業
務プロセスと設計料については、図
面は各地域の建築設計院による確認
（有料）を経て完成形となる仕組みで
あること。設計期間については、概
念設計１週間、方案設計 1～2週間、
施工図 20～45日と極めて短期間で
あること。品質管理については、建
築主に図面を提出した後は建築主は
コストをにらみ、建設会社とのみ相
談し設計内容を変えてしまうことが
多いこと、などが述べられた。

図 1 友人などのネットワークづくり

　プレゼ内容の第二は設計に関わる
環境であり、大都市でも北京・上海・
深圳で文化・気候・日照時間が違う
こと、面子（見栄え）と風水を考慮
した建築デザイン、土地の所有形態
が日本と異なり良い建物を作ろうと
いう発想が希薄でリニューアルまで
考慮しないこと、職人の力量が低い
こと、90％以上スケルトンとインフィ
ルの工事が住宅でも分離しているこ
と、建築の書籍は写真集が中心で専

門書が少ないことなどが紹介された。
　これを受け、活発な質疑がなされ
た。第一は設計料であり、民間工事
では建築主からの支払いが予定通り
とならないケースがあることと設計者
としての身の処し方、中国人より外
国人の方が高い設計料となることな
ど。第二は建築工事であり、現在も
経済発展途上段階であり施工精度が
悪く竣工直後からすぐに美しい状態
ではなくなること、建築主からの支
給品が多いことなど。そのほか、建
築設計院の特性と役割、設計事務
所の責任の範囲、設計業務の紹介
者の存在、建築設計者の待遇と生活、
大学の建築学科卒業生の卒業後の
夢と現実など、日中の『当たり前』の
違いに関わる議論が交わされた。

8月 23日（月）18:30～ 20:30 ＠キッチンハウスセミナールーム

建築設計業務における『当たり前』とは何か！？
中国人設計者による日中比較の視点から

講演会レポート　｜ Lecture Report

名城大学 理工学部 建築学科
高井 宏之 （JIA愛知）

図 2 面子と風水を考慮したファサード
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  16年間勤めた組織設計事務所を退職し、
独立起業より3年半が経ちました。今の
自分を客観的に眺めてみると、独立前に
目指していた姿に近づいているところもあ
れば、イメージしていた姿とは良い意味で
違う部分もたくさんでてきています。そん
な最近の自らの思考を、これまでに携わっ
たプロジェクトや、日々の活動、そしてこ
れからの展望を交えながら振り返ってみた
いと思います。
  前職において私は、オフィス、研究施設、
生産施設、病院、福祉施設、学校…変わっ
たところでは国内最大規模の火葬場まで、
15種以上の建築設計マネジメントを行
なって来ました。それらの経験も活かしな
がら、独立後は企業のR&Dセンター再
開発計画、化粧品メーカー工場のローディ
ングベイ、クリエイティブオフィス、病院
など、様々なプロジェクトを担ってきました。
これら様々なプロジェクトに共通するコン
セプトの一つは、働き方改革にも寄与する、
生産性を高める空間づくりです。私たちは、
合理性を高めながらもいかに豊かな空間
を生み出すことができるかを大切にしてい
ます。豊かな空間は、そこで活動する人
たちの快適性を高め、ひいては生産性向
上にもつながるからです。これまで、クラ
イアントの活動の仕方に応じて様々な提
案を行い、実践してきました。例えば、
R&Dセンター再開発計画では、建物間

をつなぐ通路空間を、ただの動線空間で
はなくインフォーマルコミュニケーション

を誘発する空間としました。また、三重
弁護士会館（仮称）プロポーザルでは、
会員のみなさんのクリエイティビティを高
めるラウンジ、事務局と会員の連携が取
りやすい空間づくりなどを提案しました。
現在は、打ち合わせやワークショップを通
して会員の皆様の生の声を聞き、三重弁
護士会様ならではの課題、要望を踏まえ
た空間となるようプロジェクトをすすめて
います。
  一方で、自分たちの「働き方」について
も日々試行を繰り返しています。私たちは、
スタディ段階では模型をつくりません。そ
の代わりに、3Dモデリングや、簡易スク
リプトによるパラメトリックデザインなど、
デジタルスタディを多く行います。実際に
ほとんどの計画において、プロジェクト初
期段階から3Dモデリングを行い、クライ
アントには CGパース、動画、時には
VRを用いて提案を行っています。これは、
わかりやすいプレゼンテーションツールと

して有効であるだけでなく、設計初期段
階から 3Dモデルスタディを行うことで

様々なエラーチェックができ、手戻りが少
なくなる他、EBDの実践が可能となります。
また、3Dモデルは後々カラースキーム検
討や施工者への意志伝達のツールとして
も非常に役に立ちます。ローディングベイ
の計画では、rhinoceros grasshopper
により、パラメトリックモデリングによる
光環境シュミレーションの実践や、そこで
得られた複雑な 3Dモデルを「設計事務
所→サッシメーカー→鉄工所→NC加工
所→現場」のフローにより、デジタルファ
ブリケーションを実践しました。
　この有機的なデザインを実践するプロ
セスは、私がこれまでに設計した「火葬
場の外壁形状」「特養の屋根形状」そして
今回の「ローディングベイ外壁形状（近日
中に弊社HPにて公開）」へと7年越しの
集大成となりました。
　最後に、大学の院生時代からサラリー
マン時代まで情報システム責任者を歴任
して来た、デジタル好きの私が今興味が
ある事といえば、3Dホログラムビューワー
やARの導入です。日々進化するテクノロ
ジーを取り入れながら、刻々と変化する
社会ニーズに柔軟に対応するクリエイティ
ブなチームを育成して
まいりたいと考えてお
ります。

FULL POWER STUDIO
降旗 範行 （JIA愛知）

Essay

最近の思考

3Dデータによるスタディ～設計～制作フロー

名古屋第二斎場

特別養護老人ホームさくらレジデンス

三重弁護士会館（仮称）外観イメージ（プロポーザル提案時）
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　私は、JIA相談委員会で活動し始めて、
６年～ 7年になります。それ以前から、
地元の市役所の「建築相談」、建築士会
の「建築展の相談ブース」、「愛知弁護士
会住宅紛争委員会」などで、一般市民、
建築業者さんなどの、苦情、雑多の疑問、
法律の解釈など、多くの相談を受け付け、
回答をしてきました。今日までで、相談
数を数えてみたら、150件くらいになる
ように思います。
　一番多い相談内容は、「建物を建設し
たが、不具合箇所が多数あり、手直し工
事をやってもらうには、どうしたらよい
か。」というような相談だと思います。
　どうしても、最近は、職人不足、監督
不足などにより、手抜き工事をせざるを
えないような状況になってしまうことが多
いのだと思います。
　しかし、特異な事例も増えてきている
ようにも思いますので、ご紹介します。

①　現在の社会では、自由と平等を守る
ために基本的人権を尊重する必要が
あります。お互いに相手を認め合い、
小さな間違いは理解し許しあうこと
も、必要ではないでしょうか。

②　現代人すべてに言えることは、人と
人とのコミュニケーション不足を強
く感じます。周囲に適切な相談者が
いない場合、すぐにインターネット
などに頼り、その情報を信じてしまう。
仕様書や、図面などが少ない状況で、
希望だけが先行してしまいます。コ
ミュニケーションの基本は、お互い
に目を見ながら、十分語り合うこと
だと思います。

③　一級建築士は、設計監理業務が最
大の業務ですが、最近は様々な発注
形態、組み合わせの仕事が、増え
てきています。

　　建物建設の途中で、第三者として説
明する業務、コンストラクションマ
ネージメントのみの業務が、トラブ
ル防止に役立つかもしれないと思い
ます。

【 第 1例 】
　　住宅を建設中の建築主の方からのお問い合わせでした。
　　住宅を建設し、本当にわずかな変更にもかかわらず、建築業者の説明
が適切でなかったという理由で、裁判所に民事調停、民事訴訟を起こ
したいという相談がありました。話をよく聞きますと、大きな不具合事
項はなく、ただ工事業者さんの説明が、少し下手だったというだけのよ
うでした。「このくらいで裁判を起こしても時間の無駄ではないですか。」
と言いましたら、「どうしてもその業者を、裁判官の前で、怒鳴りたい。」
という主張でした。その時の相談者のことばに、たいへん驚きました。

【 第 2例 】
　　2階建て木造住宅を建設中の工務店の
　　社長さんと建築主両方からのご相談。
　　工事中に、建築主の度重なる、不具合の苦情にたまらずのご相談でした。
しっかりお話をお聞きしましたところ、どうもこの建築主は、かなりの
「ハードクレーマー」ではないかと判断しました。建築主は、インターネッ
ト等で高級で上質な工事の仕様、工法を知り、何度も施工業者に契約
外の工事を強硬に強いていました。相談業務として、大変多くのご希望、
ご指摘箇所がありましたが、いろいろなことについて粘り強く御説明し、
何とか双方に納得していただくことができました。

清水設計事務所

清水 孝昭 （JIA愛知）

Essay

建築相談に長年携わり、

今思うこと

上記の【第 1例】【第 2例】で、お客様 ⇔ 設計者・施工業者との

信頼関係の構築の難しさを切に感じました。
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　今年も名古屋市立大学芸術工学部都
市デザイン科の３年生を対象とした大
学授業が始まりました。
　この授業は、2016年よりＪＩＡ愛
知の会員がリレー方式で後期の 1コマ
を担当するもので、講座名としては「建
築家の仕事」になります。
　住まいを中心に手掛けているアトリ
エ事務所から、地域に根差した中堅事
務所、全国に拠点を置いて活躍してい
るラージファーム、また街づくりに携
わっている都市計画事務所、女性建築
家の視点も授業の中に盛り込まれてい
ます。
　3年前からは、愛知学長懇話会によ
り他大学の学生も受講でき、今年も椙
山女学園大学からの受講生がいます。
また昨年度から、名古屋市立大学のプ
ロダクト系の学生も受講され、登録時
には 50名を上回り大盛況となってい
ます。
　講義の評価としては、今年から出席
点をやめ、全てレポートによる実評価
としています。
　毎回講師が全力投球していくので、
学生にとっても大変学びのある講義で
はありますが、そのレポートから逆に
我々建築家の方が学びを得ていること
も少なくありません。
　特にプロダクトの生徒からデザイン
の考え方について建築家は遅れていな

いかとの問いをみる事も多く、頼もし
さと考え方の違いに気付かされること
は、この授業を行っている利得かもし
れません。
　我々委員会もこの授業の意味を議論
していますが、公益社団法人として社
会に還元していきたい気持ちを率直に
実現できている活動であると信じてい
ますし、講師としても自分の力を見直
す良い機会になったという意見も頂い
ています。
　また、名古屋市立大学の授業評価 (学
生 )についても高く推移しており、こ
の授業は刺激的であり、大学の教育で
はできない授業だと学校側からも高評
価です。
　我々委員会担当者も建築家の個性が
生き様となって学生にメッセージを送
り、将来の人生に重ね合わせながら、
進路のイメージに役立ててもらえたら
と思います。

　この授業は9月27日 (金 )から始まり、
来年 1月 17日 (金 )に最終第１５講座
を迎えます。
　今期のシラバスを掲載いたしますの
で、ご興味のある会員に置かれましては、
お声掛け頂ければ聴講できますのでご
参加下さい。
　今期で４年目１サイクルとなります。
また来年度からの大学授業準備検討委
員会も始まっています。
　来年度への委員も大募集しており、
ご興味のある会員に置かれましてはお
気軽にご参加頂き、未来ある若者への
メッセージを委員会で是非揉んで下さ
い。宜しくお願い致します。久保田英之建築研究所

久保田 英之 （JIA 愛知）

JIA 愛知発 名古屋市立大学 大学講座

「建築家の仕事」
JIA大学授業

名古屋市立大学授業担当計画
金　10：40～ 12：10　Ｍ 101教室（芸術工学部棟１階）

日 講師名 タイトル

9/27 第 1講座 川口亜稀子 ガイダンス／住宅設計士としての仕事

10/4 第２講座 浅井裕雄 時と人と建築

10/11 第３講座 森口雅文
渡辺誠一

建築家と構造家の歴史とコラボレーション

10/18 第４講座 塩田有紀
八木有美

クライアントと建築家

10/25 第５講座 奥井康史 土地や地域の持つ力を活かし、制約を特徴に変える

11/1 第６講座 黒野有一郎
齋藤正吉

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？

11/8 第７講座 内藤正隆
澤村喜久夫

名古屋を拠点とする設計事務所の仕事と私

11/15 第８講座 城戸康近 仕事のお作法

11/22 第９講座 田中英彦
関口啓介

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

11/29 第 10講座 高木耕一 もの／ひと／こと／まち育て―私の設計手法－

12/6 第 11講座 矢田義典
矢田なおみ

プロダクトデザイン、クラフトデザインと建築設計

12/13 第 12講座 尾関利勝 都市・地域整備の過去・現在・未来

12/20 第 13講座 柳澤　力 サバイバル　デザイン　アーキテクチャー

1/10 第 14講座 平野恵津泰 「チームで設計する事務所」

1/17 第 15講座 全講師 最終レポート課題総評
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自作自演 237

中建設計
石田 壽 （JIA 愛知）

　名古屋大学に建築学科が創設され、建
築計画学研究室が誕生したことを重視し
た医学部の教授達が、医学部出身の同窓
生らから醵金を集め、新たな医学研究図
書館の設計を柳澤忠研究室に依頼した。
若き先生と草創期の学生らが日本設計の
手を借りて、研究室内で実践的に設計教
育を行ったわけである。1階は生協の運
営する食堂で 2階からが積層式図書館で
あり、当時普及しつつあったモデュラープ
ラン方式の考え方が採用されている。現

在は塗装が施されているが、建設時は内
外装ともコンクリート打ち放しであり、モ
ダニズム建築のテ
イストが随所に見
て取れる。当初は
広い中庭の中で颯
然とした姿で建っ
ていた印象であっ
たが、現在は周辺
に動物舎や研究棟、
病院施設が建ち並

んでしまっている。建て替えようという風
聞を、在職中に何度か耳にしたことがあ
るが、施設整備の優先の度合いが何故か
低い機能であることが幸いしてか、消える
ことは当分無いであろう。旧古川図書館
と共に登録有形文化財の申請をしてもら
いたいと思っている。

2階平面図

受付上部吹抜･
トップライト (竣工時 )

南西面外観

所 在 地：名古屋市昭和区鶴舞　名古屋大学鶴舞団地構内
所 有 者：国立大学法人　名古屋大学
建 設 年：昭和 46(1971)年
構造･規模：RC造　地上 4階　地下 1階　塔屋 1階
延床面積：3123㎡
設 計 者：名古屋大学施設部　
　　　　　柳澤研究室　日本設計

谷口 元 （JIA 愛知）

C1

2 名古屋高速 若宮大通

若宮大通

鶴舞駅

丸田町JCT

中
央
本
線

名古屋市公会堂

名古屋大学
医学部附属病院

名古屋
工業大学

松ヶ枝南

千早
花田公園北

名古屋大学
医学部図書館

　今とても気になっていること、それ
は久屋大通公園の Park-PFI制度を活
用した整備のことです。2018年 2月
に事業者を選定し既に工事に着手、現
在外堀通りから錦通りまでを全面的に
再生しています。桜通から北のエリア
と桜通りから錦通りまでの TV塔エリ
アに分かれ、健全な樹木環境、適正な
密度管理との名目でかなりの樹木の伐
採をしています。そこに収益施設を建
設し賑わいを創出するとのことです。
Park-PFI制度を否定するものではな

いけれど、民間事業者の商業主義に陥っ
てしまわないか不安です。収益施設は
2階建てもあり壁となって東西の見通
しがなくなってしまいます。収益施設
を建設するために樹木を伐採したので
はと疑ってしまいます。そこまで樹木
を伐採していいのでしょうか？木の成
長には何十年とかかってしまい、景観
を取り戻すことは一朝一夕にはできま
せん。久屋大通公園は名古屋の都心で
は珍しく大きな樹木が通りに面して立
ち並び、潤いのある景観を形成してい
ます。名古屋に限ったことではないの
ですが、街が殺風景で潤いがないのは
緑が少ないからだと思います。集客と
賑わいのために貴重な緑を失っていい
のか、活性化する手法は他にあるのでは。
非常に残念でなりません。「名古屋のま
ちづくりって何かおかしいぞ！」

　これから南エリアの整備が始まりま
す。若宮大通寄りにアリーナの建設を
との構想もあるそうです。またかなり
の樹木を伐採するのではと気が気では
ありません。南北の見通しも閉ざされ
てしまいます。
　都心に森があって木陰のある広い芝
生広場があるだけでいいと思うのは、
数年後に古希を迎える歳のせいなので
しょうか。

久屋大通公園の

整備に思う

お気に入りの
歴史的環境調査

　今年も名古屋市立大学芸術工学部都
市デザイン科の３年生を対象とした大
学授業が始まりました。
　この授業は、2016年よりＪＩＡ愛
知の会員がリレー方式で後期の 1コマ
を担当するもので、講座名としては「建
築家の仕事」になります。
　住まいを中心に手掛けているアトリ
エ事務所から、地域に根差した中堅事
務所、全国に拠点を置いて活躍してい
るラージファーム、また街づくりに携
わっている都市計画事務所、女性建築
家の視点も授業の中に盛り込まれてい
ます。
　3年前からは、愛知学長懇話会によ
り他大学の学生も受講でき、今年も椙
山女学園大学からの受講生がいます。
また昨年度から、名古屋市立大学のプ
ロダクト系の学生も受講され、登録時
には 50名を上回り大盛況となってい
ます。
　講義の評価としては、今年から出席
点をやめ、全てレポートによる実評価
としています。
　毎回講師が全力投球していくので、
学生にとっても大変学びのある講義で
はありますが、そのレポートから逆に
我々建築家の方が学びを得ていること
も少なくありません。
　特にプロダクトの生徒からデザイン
の考え方について建築家は遅れていな

いかとの問いをみる事も多く、頼もし
さと考え方の違いに気付かされること
は、この授業を行っている利得かもし
れません。
　我々委員会もこの授業の意味を議論
していますが、公益社団法人として社
会に還元していきたい気持ちを率直に
実現できている活動であると信じてい
ますし、講師としても自分の力を見直
す良い機会になったという意見も頂い
ています。
　また、名古屋市立大学の授業評価 (学
生 )についても高く推移しており、こ
の授業は刺激的であり、大学の教育で
はできない授業だと学校側からも高評
価です。
　我々委員会担当者も建築家の個性が
生き様となって学生にメッセージを送
り、将来の人生に重ね合わせながら、
進路のイメージに役立ててもらえたら
と思います。

　この授業は9月27日 (金 )から始まり、
来年 1月 17日 (金 )に最終第１５講座
を迎えます。
　今期のシラバスを掲載いたしますの
で、ご興味のある会員に置かれましては、
お声掛け頂ければ聴講できますのでご
参加下さい。
　今期で４年目１サイクルとなります。
また来年度からの大学授業準備検討委
員会も始まっています。
　来年度への委員も大募集しており、
ご興味のある会員に置かれましてはお
気軽にご参加頂き、未来ある若者への
メッセージを委員会で是非揉んで下さ
い。宜しくお願い致します。久保田英之建築研究所

久保田 英之 （JIA 愛知）

JIA 愛知発 名古屋市立大学 大学講座

「建築家の仕事」
JIA大学授業
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●毎回楽しみに

している、  城戸

氏の今昔物語。

過去三回の余白

の中のアート作品

に比べると、今回

は本、余白が少

ないのも仕方無し。今後も氏の作品を懐かし

さも含め、待ちわびています。公演会レポー

トでのシャン・カイ氏の発言には、30 年弱

程以前、中国大連で設計監理をした時代と

余り事情は変わっていないなと、これも又懐

かしく拝読しました。Essay「建築相談に長

年携わり、今思うこと」の清水氏の発言にい

ちいちうなづいてしまった我が身。総体的に

懐かしい記事が並ぶ中、Essay「最近の思考」

の降旗氏の思考回路は、先鋭さが際立って

いました。          　　　　　　    （川合克己）

●8 月より編集に加わりましたイヅミ印

刷所 ARCHITECT 編集部の西尾です。今

後ともよろしくお願い致します。私の父

は建築士でした。岡崎の小原建設を定年後、

一級建築士事務所として営んでおりまし

た。幼い頃はよく現場に連れて行っても

らい「この建物はこうだ」「あれはああだ」

などと、内容はもう憶えておりませんが

解説してくれたりしました。そんな極め

て個人的な「保存情報」を記憶に書き留め

ております。地元の岡崎スポーツガーデ

ンや西三河総合ビル（サンリバー）など父

の関わった建築物はもう随分前に解体さ

れてしまい、今は図書館やマンションに

変わってしまいました。私の自宅も父に

設計してもらいました。その父も来月で

13 回忌となりました。これらのデータを

私の子、孫に伝えていけたらなと思って

おります。私は全然別の方向へ進んでお

りましたが、こうしてまた、建築家、建

築士の方々とお付き合いできるのを大変

嬉しく思っております。   　    （西尾康治）

■静岡地域会
＜報 告＞
・10/24  　静岡地域会役員会の開催
・10/25　  静岡県住宅振興協議会講演会の開催
　　　　　 原田真宏氏「風景の建築」

■愛知地域会
＜報 告＞
・10/2　　 研修委員会「改正建築基準法セミナー」
・10/4　　 第 2回名古屋市立大学講義「建築家の仕事」
・10/7　　 八団体連絡会議
・10/9　　 事業委員会「名古屋市立猪高小学校建築教室」
・10/11　  第 3回名古屋市立大学講義「建築家の仕事」
・10/15　  行政WG打合せ
・10/18　  第 4回名古屋市立大学講義「建築家の仕事」
・10/25　  第 5回名古屋市立大学講義「建築家の仕事」
・10/29　  愛知まちなみ建築賞最終審査会
＜予定＞
・11/1　　 第 6回名古屋市立大学講義「建築家の仕事」

■岐阜地域会
＜報 告＞
・10/5　　 JIAの窓
   　　　　「岐阜の若手建築家 住宅作品 
　　　　　～暮らしの様子を訪ねる旅～
　　　　　内容：住宅見学会（3作品見学）
・10/24　 第 5回役員会
　　　　　場所：ハートフルG.小研修室
　　　　　内容：会員研修会の件
　　　　　　　　愛知地域会との合同事業の件

■三重地域会
＜報 告＞
・10/25　  第５回役員会・例会
　　　　　会員研修　三重大学助教　大井隆弘先生　講演
＜予 定＞
・11/8　　支部役員会　四日市市　コンビナート夜景遊覧
・11/9　　建築ウォッチング　
　　　　　「瀬戸・多治見　やきもの三昧の旅」
・12/7　　第 6回役員会・例会
　　　　　環境セミナー：清野新氏（ARUP JAPAN)講演
　　　　　三重大　レーモンドホール・他地域会参加可　
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小堀哲夫　福井 NICCA
講演会見学会　CPD4単位申請予定

日　　時：2020年 3月 21日（土）13:00-16:30
場　　所：日華化学株式会社　NICCA INNOVATION CENTER
   福井県福井市文京 4-23-1
主　　催：公益社団法人 日本建築家協会（JIA）東海支部愛知地域会住宅研究会
参 加 料：1000円　学生及び JIA愛知住研会員無料
問合せ先：JIA愛知住研　竹中アシュ　
  Email : ashtakenaka@gmail.com
申込み先：グーグルフォームよりお申し込み下さい。
　　　　　定員 200名に達し次第締切となります。

日　　時：2019 年 11 月 23 日（土・祝）13:30 ～ 17:00（13：00 開場）
場　　所：ミッドタウンクリニック名駅内
　　　　　名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト（JPタワー名古屋 5階）
参 加 費： 入場無料、事前申込制【先着 80 名】
申込み先：右のQR コードから申し込み
　　　　  11/20（水）までにお申込みください。
問合せ先：名古屋市立大学　芸術工学部事務室　
  TEL :052-721-1225（代）

名古屋市立大学開学 70 周年記念プレイベント・芸術工学研究科環境デザイン研究所主催シンポジウム

ーデジタル技術による『拡張創造』ー
コンピューターを用いた新たなデザイン手法の可能性とその教育について考える
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　植真　太田造園は京都での茶庭創り

の経験から外部空間を創るにあたり自

然素材を生かした施工に力を入れてい

る会社であります。

　近年ではエクステリア、カタログ商品

などを使った外部空間が支流になりつ

つある中で今一度素材の原点に戻り自

然の恵みの良さを押しております。

　自然素材とは土、石、水、樹木な

どの事になりますが、土は植木用客土

以外にも使い道は多く版築土塀や三和

土などの個体にもなります。石は景石、

積み石、敷石など昔から様々な使用方

法があります。建築家が建てる住宅が

オリジナルであるように土や石を使用し

て外部空間もその家だけのオリジナルが

大事だと考えております。中でも樹木の

持つ力を押しておりまして山採りの樹木

にこだわっております。山採りとは山か

ら掘り起こしてきた樹木の事を指しまし

て、畑で生産農家が育てた樹木とは異

なり、同じ樹種でも１０本あれば皆違う

表情をしているのが特徴であります。表

情の違う樹木を組み合わせて、その建

築を引き立てる力があると思っておりま

す。茶室、茶庭、などと聞くと現代建

築とはまた違うように見えますが根本

的な所は同じと考え自然素材には建築

を引き立てる力があると思っております。

JIAの皆様の建築に少しでも貢献出来

たらと思っておりますので今後ともよろ

しくお願いいたします。

植真　太田造園

太田 真光 （静岡）

自然素材を生かした外部空間創り

〒421-0422　静岡県牧之原市静波2294-4　　☎・FAX 0548-22-7006　　 携帯：090-9888-6832

法人協力会通信
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JIA 建築ワークショップ＠豊橋JIA 建築ワークショップ＠豊橋

　「昨年よりも猛暑だな。」という夏が例年
続いている。愛知地域会では毎年この時
期に開催されている「とよはし都市型アー
トイベントSebone（セボネ）」への参加協
力が恒例事業となっている。そして「お店
をつくろう！」への全面協力は今年で 3回
目を迎えた。プログラムの詳細については、
本誌の昨年 10-11月号に掲載されている
ので是非とも再読していただきたい。
　設営準備は小学校からの作品搬入から
はじまる。あいにく小雨の中での作業と
なったが、十分な協力人数のおかげで難
なく進んでいく。会場となる「穂の国とよ
はし芸術劇場 PLATアートスペース」に作
品（＝お店）を並べていくと、見る見るう
ちに「小さなまち」ができていく。審査に

は JIAメンバーをはじめ、画家、市のま
ちづくり担当、劇場スタッフが集まり、各
分野からの視点で意見交換をしながら表
彰作品の選定にあたった。今回から JIA
からの表彰名を「JIAこどもけんちくか賞」
とし、5つの作品が決定した。
　最終日には表彰式・講評会が開かれ、
受賞した児童やご家族の方々が「小さな
まち」に集まり会場がより一層にぎやかに
なる。審査した我々にとっても「夏休みの
間は作品づくりに没頭していた。」等々の
感想を聞けることとなり貴重な時間となっ
た。表彰作品には 1点、いや 1店ごとに
講評コメントを添えている。製作者が完
成した作品への評価を聞くということは、
ものづくりの過程において重要なポイント

であり、我々も肝に銘じなければならない。
そんな受賞者の中から「おとな建築家」へ
と成長することを期待するのは欲張り過
ぎだろうか。その可能性につなげていく
ためにも本事業は、次の猛暑の夏も続け
ていきたい。

　本事業は、秋に行われる「猪高小学校
建築教室」と共に、年度末発行予定の「建
築家＋（プラス）vol.2」への特集記事とし
て掲載する予定です。ご興味のある方は
編集発行に参加協力をお願いします。

「お店をつくろう！～小さなまちづくりプロジェクト」

ファンズマイル／上原設計

上原 徹也 （JIA 愛知）

入賞作品

カフェ市電 ひんやり地下公園 とれたてBBQ フルーツカフェ かき氷プール

同会場では
流木ワークショップ
も開かれました！




