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第 36回 JIA 東海支部設計競技　2次審査結果

間瀬 高歩 （JIA愛知）

地域計画建築研究所

東海支部が主催する設計競技は、伝統ある支部事業のひとつとして 1984年に第１回が開催され、
2019年で 36回目を迎えた。
第36回設計競技のテーマは「辺境で、AIと死者と暮らす　-外側で生きること／他者と出会うこと-」
と設定し、10月26日に１次審査会、11月30日に2次公開審査・表彰式・記念講演会を開催した。
また、9月24日には、けんちくかフェス「東海支部大会 2019」円頓寺商店街において審査員によ
る講演会・座談会を開催した。
昭和から始まった東海支部設計競技は、建築を志す学生・大学院生と JIA会員・建築家との交流
を深め、建築の可能性を共に考える場として、令和の新たな時代に継続することができた。
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　2019 年度の第 36 回設計競技 2 次公開審査・記念講演会は、11月
30 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
開催した。
　2次公開審査の方法は、1次審査で選ばれた 9作品の応募者が 1組ご
とに5分間のプレゼンテーション、審査員から10分間のヒアリングを行い、
その後全体の公開審査・投票を 1 時間掛けて行った。公開審査では、作
品 1点 1点について振り返りながら応募者と審査員とのディスカッションを
行うこととしている。会場全体で議論を重ねながら作品を講評していく公
開性を持たせた審査方法は、設計競技における特徴のひとつである。
　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「補陀落渡海」が審査員協議の上、金賞に決定した。

そのほかの作品は銀賞 2点、銅賞 4点、辻琢磨ゲスト審査員特別賞 1点、
村上慧ゲスト審査員特別賞 1点、上記の方々の審査結果となった。
　今年の設計競技は「AI と死者と暮らす　 -外側で生きること／他者と
出会うこと- 」という難しいテーマだったものの、全ての入賞者の作品は、
多様で見応えがあるプレゼンテーションだった。何を＜辺境＞として位置
づけ、どの様な住まいをかたち創るのかについては、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ある。
　東海支部設計競技特別委員会では、2014 年度の第 31回以降、社会
性が高く時事性のある問題からテーマ設定する方針と
した。今後も、建築の背景にある動機づけを共に考え
る場を意識しながら取り組んでいきたいと考えている。

○【金賞】 「補陀落渡海」 富樫遼太／澤田郁実（早稲田大学大学院M1）

●【銀賞】 「辺境に立つための増築」 渡邊雅大（東洋大学大学院M1）

●【銀賞】 「身体を持たない他者と暮らすことは私たちの身体をもう一度考えること」 大杉悟司／川島史也／新城有布菜（京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科M1他）

●【銅賞】 「シェアするカラダ」 池本祥子／井村春菜（名古屋市立大学芸術工学部 4年）

●【銅賞】 「私の辺境と、そこからみえた世界の話」 舩木晶帆（椙山女学園大学生活科学部 4年）

●【銅賞】 「闇で初めて息をする。」 石原可南子／津村智弘／竹村弘生（名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻M1）

●【銅賞】 「純粋・思索の空間への回帰」 パク・サンス（神戸大学工学研究科M1）

【辻琢磨ゲスト特別賞】 「辺境でAIと死者と暮らすコンペ応募案」 高橋博一（フリーランス）

【村上慧ゲスト特別賞】 「舞台裏開幕」 柴田樹人（名古屋大学大学院M2）

【新田鷹雄奨励賞】 記憶の情景 “ワタシ” は今日も “アナタ” の存在を感じる 西上大貴（大阪工業大学工学部 3年）

【奨励賞】 共生する知添 梅村樹／野田明日斗（フリーランス）

【奨励賞】 人とを結ぶ集合住宅 加藤敬太（静岡県立島田工業高等学校 3年）

■審査経過

■審査員（順不同・敬称略）

地域計画建築研究所・設計競技特別委員会委員長
間瀬 高歩 （JIA 愛知）

吉村真基建築計画事務所
⦿吉村 真基

GRUPPE KEN
新田鷹雄

403architecture [dajiba]
◎辻 琢磨

南川祐輝建築事務所
南川 祐輝 （JIA 愛知）

アーティスト

○村上 慧

ヨネダ設計舎
米田 雅樹（JIA 三重）

第 36回 JIA 東海支部設計競技　2次審査結果

辺境で、AIと死者と暮らす
‐外側で生きること／他者と出会うこと‐

公開審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 入賞者と審査員

⦿：審査員長　◎：ゲスト審査員　○：特別ゲスト審査員
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　建築は強く明るい。
　あらゆるデータが日本社会の凋落を示
し、社会のところどころに穴が空き始めて
いることを肌で感じるようになってきても、
建築はあくまで強く明るい、と思う。
　建築雑誌を眺めていると、建築はその
強さと明るさで、社会に開いた穴にフタ
することを求められているのだと感じられ
てくる。
　パッチを当てただけで穴自体が恢復す
るわけではなく、近年それはますます顕
著になってきている。
　建築はもはや社会を恢復しなとしても、
パッチとなりうることは建築の素晴らしい
側面だ。

　今回のテーマ設定にあたってはそのフ
タを剥がして社会の奥底を流れる粘度の
高い何かに触れたいと思った。
　建築が生まれるずっと前段階の源流。
　それがサブタイトルに表されている「外
側で生きること、他者と出会うこと」である。
　カーンの言葉を借りれば、それこそが
建築がはじまる元初であるような何か。
　カーンのいう「元初」はそこから全てが
はじまる特異点だが、存在をアプリオリに
確認できるようなものではない。物事が
進行していく過程で遡行的に見出される
ものである。つまり到達点でもある。
　カーンによればすべては元初から始まり、
元初を見出すための過程なのである。

　社会の底を流れる何か、とは個人にとっ
て切実さを持つ共同体の姿であると思う。
　例えば家族であり、一昔前なら地域共
同体もその一つだっただろう。個人と社
会との間に横たわる共同体。社会は個人
にとって切実ではないが、共同体は切実だ。
　ここで思う共同体というのは、東日本
で言われた絆や助け合いを含みつつも異
なるものだ。個人を生かしも殺しもする、
もはや個人であることを知った現代の私

にとっては切実でありながら忌まわしいも
のでもある。
　経済合理性や市場原理という入力と出
力の関係では捉えきれない、共同体を本
当に生かしてきたものは何だろうか。
　これからの技術が、そこに関わっていく
ことがあり得るだろうか。
コンペのタイトルというのはある種の機能
文である。サブタイトルが帰着点なら、メ
インタイトルは出発点として機能するもの
でなければならない。
　そこで、メインタイトル「辺境で AIと
死者と暮らす」は出発点として提案が答え
合わせ的にならないよう、あえて喚起力
の強い隠喩的なキーワードを詰め込んだ。
　結果、良くも悪くもキーワードに引っ張
られた感じはあり、AIがとかく議論の対
象になった。AIの捉え方が雑駁すぎると
いう批判もあり、それはそれとして受け止
めたいと思う。
が、ここではAIも死者も人外知あるいは
集合知の隠喩なのである。
　一方はテクノロジーであり、もう一方は
ナラトロジーだ。どちらも建築を形づくる
のに不可欠な要素である。

　共同体というのはテーマの背景として
私が個人的に考えていたことで、コンペ
テーマとして直接的なワードを前面に押し
出したわけではなかったが、今回二次審
査に残ったものは共同体なるものを言及
した作品が多かった。
　金賞となった「補陀洛渡海」、銀賞となっ
た増築の提案「辺境に立つための増築」、
銅賞受賞のAIコロニーの提案「シェアす
るカラダ」、審査員賞受賞のサバイバルユ
ニットの提案「辺境に暮らすコンペ応募案」
はいずれも広い意味での共同体の存在が
見え隠れする。
　一方、銀賞の「身体を持たない他者と
暮らすことは私たちの身体をもう一度考え
ること」、銅賞の「純粋・思索の空間への

回帰」など純粋に意味（含無意味）空間
的な試みとして提案したものもあり、いず
れも興味深かった。

　JIA東海設計支部コンペは近年、JIA
という公益法人が地方で開催するアイディ
アコンペであるということに自覚的に、メ
ジャーから零れ落ちるものを拾うという姿
勢を明快に打ち出したテーマ設定を行っ
てきている。
　このことは、同じアイディアコンペでも
企業主催の学生コンペとは一線を画する
大きな背景になっており、テーマも必ずし
も今風＝企業が求めるような明るい消費
社会の新しい描き方というよりは社会の
深淵を抉るようなものが多い。
　そのため、決して数的に大きなコンペ
ではないが一定の支持があり、全国のみ
ならず海外からの応募があったり、毎年
チャレンジする人がいたり、幅広い年齢層
からの応募があったりと、応募者も提出
作品もバラエティに富んでいることが特徴
だ。
　今回も県外からの応募が多数を占め、
大学生だけでなく高校生や社会人それも
熟年層からの応募があったことは個人的
には大変嬉しかった。
　さらに二次審査で提案者も含めた活発
な議論が行われたことも大変喜ばしかっ
たと思う。
　これからも、東海支部コンペがこうして
開かれた議論の場であり続けることを願っ
てやまない。

審査総評

第 36回 JIA 東海支部設計競技

吉村真基建築計画事務所
吉村 真基
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　今回金賞となった「補陀落渡海」は水
害時に屋根が難を凌ぐための舟となる、
先人の知恵「浮き屋根」に着想を得た作
品である。この浮き屋根はAIに導かれる
という。

　1次審査のオブジェ的なプレゼンは端
的かつ詩的で大変魅力的だった。
2次審査では、この提案が生まれること
となった背景として、人間がその存在の
外側にある知性とどう向き合ってきたか、
神事と災害、共同体とそこに連綿と横た
わる知についての考察が丁寧にプレゼン
され感銘を受けた。
実はテーマ設定の際に私自身が考えてい
たこととほぼリンクしていた（が、テーマ
文にはそうした背景は説明していない）の

で、テーマ文からここまで読み取れる能
力に驚嘆した。

　AIというワードだけでなく死者辺境と
繋げていった時、そこに共同体という存
在が浮かび上がる。
切実でありながら忌まわしき共同体。
辺境も死者は共同体を通してはじめて意
味を持つ概念である。そういう意味では
共同体の存在が薄れつつある社会におい
て死者も薄れていくのは必然なのかもし
れない。

　今、社会のところどころに穴が開き、
経済や市場で繕われていた表面が剥がれ
て、深い淵に横たわる何かが露出してき
ている、という感覚を覚える。改元やそ

れに伴う儀式、度重なる災害、無理やり
感のある五輪、度重なる災害、どうにも
ならない大きな力。そうした背景までを
射程に含めつつ最後は詩的にまとめられ
た作品である。

　個人ではなく共同体が生きる長い長い
時間、倫理や宗教観、そうした経済合理
性で語られない世界にこれからの技術がど
う関わってくるのかをこそ考えたい。その
意味でやはり「補陀落渡海」は秀逸だった。

富樫遼太／澤田郁実（早稲田大学大学院M1）

金 賞　 Gold prize

「補陀落渡海」

第 36回 JIA 東海支部設計競技

吉村真基建築計画事務所
吉村 真基
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第 36回 JIA 東海支部設計競技 辺境で、AIと死者と暮らす
‐外側で生きること／他者と出会うこと‐ 金賞受賞者の声

●「いのち」はどこにあるか
　「いのち」はどこにあるのか。私たちが生者
たり得る所以はどこにあるのか。それは心臓が
動いていることなのか。それは過去に誰かが勝
手に定めた基準であり、共同幻想に近い。私
たちは様々な関係の中に「いのち」を諒解して
いるはずだ。いのちは自分だけのものではない。
他者や自然、思いを寄せる人々と「いのち」を
共有し、自己を関係の中に諒解する。他者や
自然の関係を横軸と呼んだとき、私たちには過
去や先祖との関係もまた、縦軸として存在して
いる。未来も同様に、かつて人々は死後成仏し、
自然と一体化し、自分が暮らした世界と行き来
できる死後的未来との関係が存在している。私
たちには現在という刹那があるだけでその刹那
の中に過去や未来が感じられている。

参考文献：内山節（2015）『いのちの場所』岩波書店

●近代化と個人化
　近代より前の日本人は共同体の及び先祖の
中に自己を見出し、共同体というローカル世
界こそが世界の中心であった。そのため、「日
本」という存在は関係がなかった。この土台を
解体して統一国家を作ろうとしたのが明治維新
であり、その政策の中の神仏分離令であった。
各地の神社では土着の神から天皇家の神へと
変えられ、国家神道が形成された。そして戦
後、高度経済成長の中で個人化の時代に突入し、
縦軸と横軸の関係性の中にある永遠世界は消
え、生きることは不確定で不安定な未来に向
けたものになった。

●道具としての建築：コミュニティを問い直す
　そのような時代や人間の変化に伴い、建築
も近代化と呼ばれる不安定な未来にむけて歩
んでいった。そして現在、もう一度人々の関係性、
つまりコミュニティが問い直され、それを取り
戻すための役割を与えられたものもまた建築で

あった。「いのち」を関係の中に諒解するという
意味でやはりコミュニティは必要である。しかし、
個人を基調とした社会では、社会も経済も文
化も、個人が未来に向けて生きていく道具にな
らざるを得ず、「建築」もコミュニティを産むた
めの道具にすぎない。私たちは建築との直接
的な関係の中に自己を諒解する可能性を検討
したい。しかし、現代の日常ではそのような機
会はなかなか存在しない。

●ケーススタディ：水害時 AIにより導かれる浮き屋根
　自然は生者に猛威をふるう。ここ数年水害
の被害は甚大だが、昔から水害が多発する地
域はあり、土木技術もない時代に人間はそこ
に住んでいた。吉野川沿いの藍農民は最悪の
自体に備えて民家の屋根をボートがわりになる
浮き屋根としていたそうである。そんな原始的
技術とAIの先進技術を併せ持った現代の浮き
屋根を提案する。水害時、人は浮き屋根に乗り、
AIによって安全な場所まで導かれ、そして自然
と建築と自己との関係をもちながら漂っていく。
水害は刹那的に、必然的に表れる「いのち」を
関係性の中に問い直す瞬間となるのではないか。

●立体曼荼羅：死者 /AI、生者 /辺境の相対関係
　現代人にとって生と死は取り返しがつかない
ほどに隔離している。伝統社会に生きた人々に
とって生と死はもっと親しい関係にあった。死
者にとって代わりつつあるのがAIの存在であり、
AIは生者を支配しつつある。生者に意識され
るものであり、無意識に生者を支配するのが死
者とAIだ。AIは生者にとって技術的な依代と
してだけでなく、死者のように精神的な依代と
なりうるのだろうか。
　水害時、海と大地の境界がなくなり、刹那
的に生者世界と辺境の空間が曖昧になる。辺
境は誰にも存在するもう一つの場所。辺境に
は時空間のスケールが存在しない。思い出す

のは生者の世界であり、そのまなざしはこれか
ら生きる自分自身である。
　屋根とそこに乗った人間が水に浮かんだとき、
人と建築は一心同体となる。人は死に対峙し
たとき、建築を体の一部のように見出し、その
総合体としての「いのち」を諒解する。水害は、
辺境で死者とAIと暮らしていることを具現化し、
生者に意識させる。

●補陀落渡海：「いのち」を見出す旅
　個人化した私たちは、自然が猛威をふるわ
なければ、関係性の中に自己を諒解できないの
かもしれない。私たちは共同幻想の中で、個
人化した社会の中で暮らしている。今日様々な
出来事の背景にあることは何なのか、災害と呼
ばれる自然現象は本当に自然災害か？それは人
災か？神は天皇か？私たちは何を祀っているの
か？コミュニティはなぜ必要か？私たちの関係
の中に「いのち」を見出す旅は続く。

●最後に
　コンペの受賞の後、私たちの作品を通して
SNS等でも多くの方の考えを知ることができ
たのは貴重な体験でした。私たちはAIに対し
て知識もなく、今まで考えたこともなく、結果
的に安易な提案になってしまったという反省も
あります。ただ、AIに対して私たちは、AIの
技術的な部分（ハザードマップに代わる災害時
のリアルタイムでの避難計画の可能性）、さら
に倫理的な側面（死者に代わってAIは人間の
依代になれるかという可能性）という両面性を
検討したいと考えていました。その回答は無論
明快に持ち合わせているわけではなく、これか
らの時代や社会の中で考え続けていくべき命題
であると思います。最後に、この作品に共感し、
評価してくださった審査員の方々、関係者の皆
様にこの場を借りて感謝申し上げます。

富樫遼太（早稲田大学大学院M1）/澤田郁実（早稲田大学大学院M1）
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「身体を持たない他者と暮らすことは私たちの身体をもう一度考えること」

　数年前、統合失調症の息子さんを持つ母親
から住宅設計の依頼を受けた。そのころ住んで
いた家ではカーテンすら開けさせて貰えないの
で、中庭を持つプランにして周囲から可能な限
り中を見えなくしたいというのが主たる条件。そ
して希望通りに中庭を有するプランの住宅を設
計し、施主としては概ね満足していただけたと
は思う。だが本当にこれで良かったのかどうか、
もう少しささやかでも良いから前向きな提案が
できなかったのかという微妙な「敗北感」が残っ
たのも事実。設計という行為は現場に委ねる際
に思考をいったん切断しなければならないため、
どの現場でもそういった自問自答は常にあること
だが・・・。
　この案は「ひきこもり」のための増築。ぶら下
がった増築部分（辺境）を既存住宅（家族）が
支え、その家をヨウ壁（社会）が支えるという構
造で、その当人と家族、あるいは社会との関係
を建築化した提案である。室内にいる人物は反
射・湾曲された鏡に映し出された家族の像を眺

めながら生活する。
作者が言うようにそ
れは実像なのか虚
像なのか、近いの
か遠いのか、そこ
から想起される感
情はなんとも複雑
であり、不思議な
ことにネガティブな

イメージがしないど

ころかなんだか楽し
げな気持ちになれ
そうだ。「自分が誰
で、今どこにいるの
か。いつの間にかそのことに向き合えなくなって
しまった人は多い。」という記述は「ひきこもり」
に限ったことではなく、複雑な構造を持つ社会
の中でなんとか折り合いをつけ、適応したふり
をしながら生活している我々にこそ当て嵌まるこ
となのではないか。この空間は家族や社会とい

う制度の中で、前向きに自身の「所在」を再確
認するための「辺境」なのかもしれない。

渡邊雅大（東洋大学大学院M1）

銀 賞　 Silver prize

「辺境に立つための増築」

　まず初めに言っておきたいのは、入選した提
案は総じて簡単には比べられなかった。どのよ
うな基準で審査をするのかを、私たちも応募者
側から審査されていた。そもそも「人が人を審
査する」という営みを人間はいつから行っている
のだろうと、そんなことすら考えさせられた。ゲ
スト審査員の辻さんは、彼自身の責任を全うす
るため、二次審査会の冒頭で五つの評価基準を
示していたが、それは私にも審査の道筋を示し
てくれた。結果的に私が審査のプロセスで重視
したのは、プレゼンテーションの方法が提案の
中身と一致していたか。それが唯一頼ることの
できる基準だった。
　答えるのが難しいテーマだったと思うけれど、
この作品はその趣旨を最大限汲み取り、自分達
で読み替え、建築の方法として提案してくれて
いた。とても優等生的だったと思う。出来上が
る空間に他者という存在を織り込むために、一
つの設計プロセスを三人で別々に行っていたの
も上手かった。空間というよりは、慎重に考え
られた方法の提案だった。タイトルを「私たちの
身体をもう一度考える」とし、自分の問題に引

き寄せていたのも好
感が持てた。銀賞と
いう結果に不満かも
しれないとも思う。
　ただ方法を提案す
るのであれば、この
方法によって作られ
た空間に豊かな可能
性があることを示唆
するような、もっと抽
象的なプレゼンテー
ションでも良かったと
思う。最後に出来上
がった空間が一つ示
されたが、それが「普通に住み心地良さそう」な
ものになっていたので審査員からはそこを突か
れた。方法を考えるところまでは優れていたけ
れど、それを実際に空間として描くときに、（普
通の）倫理感が働いてしまったのだと思う。
　例えばもっと、完全にわけのわからない空間
がこの方法により出来上がってしまい、「支離滅
裂な場所だけど、身体をもつ私たちはここに住

まなくてはいけない。さて・・」というような提
案でもよかったのではないか。そこで初めて「私
たちの身体をもう一度考える」きっかけが生まれ
るのではないか。

大杉悟司／川島史也／新城有布菜（京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科M1他）

第 36回 JIA 東海支部設計競技

南川祐輝建築事務所
南川 祐輝 （JIA 愛知）

アーティスト

村上 慧

銀 賞　 Silver prize
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　人間が身体を動かすとき、まず脳が信号を送り身
体に指令すると考えられてきたが、近年の研究で脳
と身体は相互につながっていて、じつは脳が信号を出
す前から体が動き始めていることがわかってきたらし
い。人間は情報と人間同士のシェアによって進化して
きた。それはAIがあるデータ集合の要素間に、新し
い法則（情報）を取り込み、適応し、また新しい法則
を生み出し、更新していく様子に等しい。それは人間
がもつ他の動物と異なる特殊性といえる。本作品の
テーマ。『身体を持つことと、持たないこと』脳を取
り出して、格納し、シェアするという過激な提案は議
論を呼んだ。
　人間がある情報を受けた場合、個体差があるとは
いえ、グループ分けするとその受け取り方の種類はそ
れほど多くない。樹木は、地中に走らせる根（根は樹
木の脳である）を他の樹木の根と絡ませ合い、環境
情報をシェアしながら適応しているという。それは個
体同士で一つの脳をなす姿そのものである。
　日々、端末で限られた発信源から情報を受け取り、
現代を生きる身体を持つ（いまのところ）我々の世の

中でも同じことが起
こっているといえない

だろうか。そして受け
とった情報と身体の
関係をどれほど意識
したことがあるだろう

か。アンリアルとの声
もあったこの作品の
世界だが、僕にはと
ても暗喩的に感じて
生 し々く、非常にリア
ルに感じた。
　話変わって、では
こころはどこにあるか。
三木康夫の言葉を借りれば脳は情報を判断するとこ
ろ。内臓は体感的直観的に感じるところ。
身体には大きく二つの検知機関がある。という．
ルイスカーン　　　
「精神は心の中に宿るのであって、頭脳の中には宿り
ません。頭脳は機械的なものにすぎません。それゆ

え心は頭脳とは異なります。心は直観の所在地であっ
て、頭脳は道具です。」この身体をなくした脳がどの
ような状態になるか私たちは未だ知らない。

池本祥子／井村春菜（名古屋市立大学芸術工学部 4年）

銅 賞　 Bronze prize

「シェアするカラダ」

第 36回 JIA 東海支部設計競技

銅 賞　 Bronze prize

ヨネダ設計舎
米田 雅樹（JIA 三重）

　昔のことでした。から始まるメルヘンな絵本
的表現のこの作品は一次審査では好感を得た
評価であった。曖昧な表現があろうにしても。
二次公開審査で作品のプレゼンテーションを待
つことにした。
　二次では図中に散文的に書きこまれた、コ
メント文を読みあげ説明がされたが絵とコメン
ト文がかみ合わず断片的でイメージが膨らまな
い印象の弱い評価に終わった。しかしフリーハ
ンドで表現されたこの作品は、視覚的に全体
の絵図として見てみると、五感をくすぐるメッ
セージを発しているのである。
　フリーハンドで書きこまれた図中を漂う文体
は浮遊感をもち作品の重要な役割を担っている、
図面全体を見て読みとることによって提案主旨
が体内化され伝わってくる作品である。
　全体から受ける印象は、静かで、ゆったりとした、
大きな時間が流れている。それは自然（大地）に
生息する動植物と共に人間の存在があることを、
「人は生まれ死に至る。土となり水となり、空気
となって再生し…今あなたの身体にはこれまで地
味に生きてきた無数の命がめぐっています。そし
てそれらはあなたの内と外とを行き来してまた別

の他者の一部となるのです。「時を止めて
あなた自身を見つめて下さい。まだ出合っ
たことのない新たなあなたを自分の中に見
たとき、あなたは辺境に立っています。」と。
「又、図には身体と土（自然）とのかかわり
がいくつか（曖昧さがあるが）表現されて
おり、中央に円錐形の土盛が鎮座している。
土盛は土を手ですくい落下させると必然的
に出来る形であるが、本来、土は形を持っ
ていない盛土は意志によって築かれた塚で
ある。そして全体のカラートーンは水と土、
空気の色合いに染められておりそこにコメ
ント文が漂っているのである。
　作風は無理なく自然体を呈している。「私
ごとあるが身体を大地に委ね呼応する（仏）
たちに囲まれた土盛（塚・家・墓・薬師如来）
の構図は曼陀羅図を想定させる。中央に鎮
座する土盛は自分自身であり（生者）であり
（死者）でもありうるのではないか。
　応募課題が辺境で AIと死者に向きあう
エネルギッシュな応募作品環境のなかで自
然体であるこの作品の視座は、より辺境に
思えてくる。 GRUPPE KEN

新田鷹雄

「私の辺境と、そこからみえた世界の話」舩木晶帆（椙山女学園大学生活科学部 4年）
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　闇の空間を体験することにより、光や情報に
満ち溢れた都市生活の中で失われた五感や想
像力が蘇生するという案である。ビルの隙間の
敷地には人体のモジュールに応答した細長く有
機的な形態の空間が連なる。そこには都市の
光が抑制された、音・微かな光・空気の流れ・
土や草の匂いなど五感を触発する要素を持つ
多様で「不可視な空間」としての「闇」が設計
されており、そこにある物語や空間は相応に説
得力を持ち一定の評価を得た。だがその空間
が切り取った隙間に置いたキッチン、お風呂場
の在り方や質が審査では議論の対象となった。
そもそもこれらの機能がこの案に必要なのかど
うか・・・。
　「家」あるいは「住宅」は概念の問題でもある
と私は考えている。キッチン等の機能がなくて
もこの案は成立しただろうし、都市における生
活としてはその方が説得力があるかもしれない。
その手がかりとして坂口恭平氏や今回のゲスト
審査員である村上慧氏の一連の活動を参照す

ることもできる。辻さんの指摘にあっ
た、全盲の人がこの空間で生活したら、
という設定もまた想像力をかきたてら
れた。その辺をもう少し突き詰めてい
けば、この空間の生活者と都市や社
会が異なる位相で接続されることによ
る別の物語が展開できたのではない
だろうか。
　今回のテーマは本当に難しかったし、
応募者の方々に教えられることも少な
くなかった。とりわけ「ＡＩ」というの
は私自身にとって得体が知れないもの
であり、毒にも薬にもなる存在と捉え
ている。今後、加速度をつけて変化
する時代についていくのは大変そうだ。

「純粋・思索の空間への回帰」

石原可南子／津村智弘／竹村弘生（名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻M1）

銅 賞　 Bronze prize

「闇で初めて息をする。」

　対象物があるからこそ、その物や事が照射さ
れその物や事が輪郭をおびる。
　様々なものがあふれる現代という実社会に、
それぞれ異なる3層の純粋空間を挿入すること
で浮き出る輪郭。

知覚と感覚のちがいについて考える。
感覚とは直接的、本能的に感じる覚。
知覚とは、頭の理解というフィルターを通
してから感じる覚。

　例えば空間構成、その図式が特徴的な建築
があるとする。あらかじめそのプラン、概念の
予習があり、それを知覚してからそこを感じる
建築体験と、まったく予備知識なしにその場そ
の場を感じていく体験とでは、感じ方が異なる
はずだ。それは人間が想像の生き物であり、そ
の想像の力の強さによって、現実や自身を取り
巻く環境が更新されてきた証左である。想像も
また人間の特殊能力である。養老孟子氏は著書
「死の壁」にてこう綴っている。
『今では葬式といえば火葬があたりまえですが、
高度成長期の前までは土葬も別に非常識な手

法ではなかった。こ
れがあっという間に、
より死体を遠ざける
方向に向かっていっ
た。出来るだけ「死」
を日常生活から離し
ていった。考えない
ようになった。
ほぼ同じ時期にトイ
レでも同じようなこ
とが起きた。つまり
水洗便所の普及です。
あれは人間が自然の
ものとして出すもの
をなるべく見えないように、感じないようにし
たものです。―中略―それを見ないように見な
いようにしてきた。できるだけ視界から遠ざけ
てきたのです。』

　現代、自然と応答する我々の感覚のセンサー
が情報の塵に埋もれてきている。純粋な知覚の
階層を持つこの建築は、その建築の概念の強
度によって知覚を導き、普段様々な色に覆われ

て鈍くなっている人間の感覚を呼び戻す力があ
る。想像の力によって感覚を逆照射する。生、死、
人間、社会、自然、それらは分かちがたくつながっ
ていて、自身ももちろんその線上にあるというこ
とを。

パク・サンス（神戸大学工学研究科M1）

第 36回 JIA 東海支部設計競技

南川祐輝建築事務所
南川 祐輝 （JIA 愛知）

銅 賞　 Bronze prize

ヨネダ設計舎
米田 雅樹（JIA 三重）

8 ARCHITECT     2020―02



　建築は社会的な存在であり、社会的な課題
を扱うべきであるという理念は、大学院時代か
ら学んできたことだ。辻賞の「辺境で、AIと暮
らす　コンペ応募案」は、いわば弱者救済装置
のような提案である。団地の一室を二つに分け
1Kをつくる提案、公共施設やデモの現場近くの
駐車場にシェルターとしてのコンテナを置く提案、
独居老人のためのボックス、自殺名所の最後の
救済カプセルの四つが主な提案だった。そのど
れもがのっぴきならない社会的弱者を取り巻く
問題を扱っており、その姿勢に強く共感した一
方で、すべてを「個室」として提案していたこと
が気になり、配点としては低い得票をした。こう
した社会問題を生み出しているのは、「個」を前
提とした資本主義のシステムそのものだからであ
る。我々が考えなければならないのは、建築を
道具としてこの「個」をどう打ち破り他者を引き
入れるかということであるのは、たぶんきっとこ
の出展者も審査員も了解されるだろうが、しか
しやはりその道具が「個室」しかないというのは
いささか想像力に欠けると言わざるを得ない。と
いうか、その「個」を取り巻く我々の先入観こそ

を問題として共有するために、この案を個
人賞としたと言っても過言はない。
　一方で、最後の救済ボックスの毛布
が難民に配布するの同じ毛布であったり、
サンドバックがあったりと、点景への独特
の解像度には素直に感銘を受けた。邪推
ではあるが、提案した彼自身が弱者への
眼差しと実感を強く保持しているからこそ
の解像度の高さであろう。社会性を扱っ
た点、そうした自分の実感を投影した点
は評価できるが、「個」を前提としたストー
リーに最後まで私はリアリティを感じるこ
とができなかった。社会性を扱うというこ
とと、リアリティを帯びるということは、別々
のトピックであるという事実を強く実感し
た契機となった。リアルな社会を扱うことと、
建築のリアリティはそこまで連動していな
いということである。その両者を結びつけ
るものは、他者への共感と他者を想像す
る力である。いずれにしても、社会と理念
に真っ直ぐ向き合った提案者に最大限の
敬意を評したい。

　二次審査で、提案者の柴田さんが「建築を
評価する際に、建築家の名前だけが表に出て
いることに違和感がある。自分は今後もその
課題に取り組んでいきたいと思っている」と
いうようなことを言っていて好感を持った。
それは私が普段考えている問題意識と近いこ
とに加え、彼が今後の人生を通して考えてい
きたい問題を、コンペという乗り物に乗せて
打ち出してくれたからだと思う。
　コンペの趣旨からは離れた提案だとも思
われそうだが、そもそも課題設定がふんわり
としたものだったので私は気にならなかった。
むしろテーマを、ある意味で過剰なほど自己
流に読み替えたプレゼンテーションを通して
「自分がやるべきことをやりたい」という彼
の率直さが見え、私は嬉しくなった。
　この提案は、プレゼンテーションが評価の
全てになってしまう今回のようなアイデアコ
ンペでは弱く見えてしまって票を稼げないか

もしれない。金賞
の「補陀落渡海」
はプレゼンテー

ション自体を作品
化していた。だが
そんなことには構
わず、柴田さんに
は引き続き「建築
物の制作者はだれ
なのか」という問
題に取り組み、こ
のような提案を実
現させていっても
らいたい。

403architecture [dajiba]
辻 琢磨

高橋博一（フリーランス）

辻琢磨ゲスト特別賞 Special prize

「辺境でAIと死者と暮らすコンペ応募案」

第 36回 JIA 東海支部設計競技

アーティスト

村上 慧

村上慧ゲスト特別賞 Special prize

「舞台裏開幕」 柴田樹人（名古屋大学大学院M2）
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　作品タイトル「記憶の情景 “ワタシ”は今日も
“アナタ”の存在を感じる」は、作品の中央にレ
イアウトされたうねるチューブの交錯、切断さ
れたチューブの断面との出会いは印象深い体験
である。
　“タイトル”と “うねるチューブの切断”との関
係に注視し、チューブからいだくイメージの強
度 “抜け感”に思いを馳せた、それは風（情報）、
記憶、通路、速度、…に住む、…等、私にイメー
ジをふくらませてくれたからである。
　作品は生（ワタシ）真と他者（庭を居場所と
するアナタ）虚、建物（機能を持ったチューブ）
そして共有された記憶の情景を辺境として、“辺
境を揺れ動くということ、それは他者の世界に
入いることである。情景同士をつぐむことが他
社の世界の入口となるのではないだろうか。”と
問いかけている。
　建物（チューブ）は大地から細い柱でサポー
トされ、寄り添い、浮遊し、のぼりのように
漂いうねり揺れ動いている情景を呈することで
「ワタシ」と「アナタ」の記憶をつむき辺境を見、
感じるのであろうか。表現がチューブの揺れ動

くのぼりの表現だけでは直喩的であり気
になるところである。
　表記に「外は “アナタ”の居場所（虚）」
と「内（チューブ・真）から見るワタシと
の隔りは “ワタシ”」のチューブの発する
強度なイメージが大きく、内（ワタシ）と
外（アナタ）は対極にあり真と虚の漂よう
情景の表現には曖昧さを感じる。
　辺境（チューブ）は己の内（ワタシ）に
宿るのではないか。
　大地に浮遊するうねるチューブの交錯
と切断された情景は私に課題をこえたイ
メージをふくらませてくれるのであるが、
チューブは終わりのない家であり、住ま
いは常に特殊解である。

GRUPPE KEN
新田鷹雄

「共生する知添」

西上大貴（大阪工業大学工学部 3年）

新田鷹雄奨励賞 Incentive prize

「記憶の情景“ワタシ”は今日も“アナタ”の存在を感じる」

梅村樹／野田明日斗（フリーランス）

第 36回 JIA 東海支部設計競技

Incentive prize

奨励賞　

「人とを結ぶ集合住宅」
加藤敬太（静岡県立島田工業高等学校 3年）
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「人とを結ぶ集合住宅」
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　辻琢磨さんのレクチャーを聞いて 6年
前の設計競技『きのこのような家』が頭に
浮かびました。要旨を粗略にまとめれば、
豊かな風土には見事なきのこ（民家）が
群生する。一方で「豊かな風土」が薄れ
てしまった現代に、どうすればそのような
風土をみつけられるのか？そこのどのよう
な「きのこ」は生まれうるのか？というも
ので、403architecture [dajiba]の活動
はまさに現代の「きのこ」を目指す挑戦で
はないか、と思ったのです。
　レクチャーでは６つの「タグ」―材料転
用、慣習ずれ、新旧混成、等価空間、既
存応用、単位反復―と、それらが目指す
方向―地域に馴染みながら風景を動か
す、地域史と建築史を一緒に考える、地
域をささやかに鼓舞する―が示され、作
品とともに駆け足で「タグ」の意図をお話
いただきました。駆け足・・・となってし
まったのは、レクチャー前に行われたコ
ンペの審査が盛況の余り大延長しまった

ためで、60分で用意いただいていたレク
チャーは 30分に。特に「タグ」の先のお
話が（恐らく）全面カットになってしまっ
たのは、聴衆の一人としては残念でしたし、
設計競技の準備委員に参加した身として
は、せっかく用意いただいていたのに申し
訳なく思います。
　さて、コンペ翌日に辻さんは twitterで
「・・・そこ（筆者注：コンペの条件≒クラ
イアントの要望）に実感を伴う社会理念
をどう埋め込むか、その射程が強度に昇
華された提案には、聞いてる側が乗っか
れるフックがあると僕は思う。建築はこう
だ！という。」と書かれています。現代の建
物がほとんど流通材と施主の要求で出来
上がっている中で「地域で建築をつくる」
ことは、分かりやすいスタイルを颯爽と装
うのではなく、空間やエレメントの丁寧な
読み解きからはじまる地道な道のりであ
る、ということであり、誰しもがどこかで
「これでいいのか？」と思っている都市に

対する、辻さんご自身の実感をこめた提
言なのでしょう。そしてそれは、今回のコ
ンペ参加者への最高のクリティークであり、
エールだったのだと思います。

水谷夏樹建築設計事務所
水谷 夏樹

403architecture [dajiba]
辻 琢磨

　難しいテーマだったと思われる。アイデ
アコンペではテーマをどのように読み解く
かというスキルが問われるが、今回の課
題はその読み解きの振れ幅が大きく、実
に多様な作品が集まった。入選した９つ
の提案はどれも自由にテーマを掘り下げ
て、クオリティというか独特の熱量があっ
た。
　審査では個人的に以下 5つの基準を設
定し、その審査基準を壇上で示すことで
なるべく評価基準と決定プロセスを共有
可能な状態にしようと試みた。
　（1）コンペ要項への応答、（2）提案の
強度、（3）リアリティ、（4）主体的なナラティ
ブ、（5）新しい倫理観の提示の5つである。
　コンペの条件に対して応えるというのは
必要な条件（1）だが、それはクライアン
トの要望みたいなもので、それだけを相
手にしてたら提案の射程は伸びない。そ

こに実感を伴う社会理念をどう埋め込む
か（4）、その射程が強度に昇華された提
案（2）には、聞いている側が乗っかれる
フックがあると私は考えている。その提案
を社会的に、あるいは物理的に成立させ
るのが実現可能性（3）であり、以上を総
合して地に足をつけつつ、今回のテーマ
でもある「未来」の提示を我々が実感でき
る状態で示すこと（5）、以上が私の今回
のコンペにおける審査基準であった。
　また、特別ゲスト審査員の村上さんの
クリティークには学ぶべきところが大変多
くあった。彼の発言それ自体がある種の
隠喩的特性を帯びていて、この問いかけ
に対してそう答えるかという場面が何度も
あったと記憶している。彼の発言は実感
の塊そのもので、嘘がなく、常に一貫し
た理念によって時間をかけて紡がれていた。
打算やあざとさ、飾り付けを嫌い、本当

に信じられるものを評価する姿勢は作家
そのもののそれであった。彼の得点が総
じて辛口であったこともその誠実さを物
語っている。審査の帰りに、その村上さ
んと「若い自分たちが壇上で審査するなん
て冷静に考えると滑稽だよね」という話を
した。しかしオファーを引き受けたからに
は、壇上に上がり審査員として最大限の
パフォーマンスを発揮することに全神経を
向かわせなければならない。その意味では、
僕も村上さんもその「役割」を全うしたは
ずだし、むしろ作品群の熱量に我々審査
員の役割が引っ張られていたようにさえ感
じられた。

審査を終えて

第 36回 JIA 東海支部設計競技

辻琢磨氏　記念講演会
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者が手を差し伸べる。原寸大の作品
を生み出すためには協働が不可欠だ。
選抜されたグループリーダーが指揮
を取り、子どもたちを包み込むほど
の大きな作品がみるみるうちに生み出
されていく。が、予定調和でないとこ
ろにも意味がある。割りばしモデルで
完成した作品でも原寸となると勝手
が違うからだ。
完成するとプレゼンテーションが待ち
受ける。大きなグラウンドに張り詰め
た緊張感が漂う。建築家、学生、保
護者が見守る温かいまなざしの中、
子どもたちは見事に語った。コンセ
プト、工夫した点、難渋点など、子
どもたちの言葉でしっかりと語られ
た。そして、一つ一つの作品について、
各チームをサポートした建築家から子
どもたちが気づいていない成果やメッ
セージなどが送られた。

優れた作品を顕彰する
　古代ローマの建築家ヴィトルヴィウ
スは、建築三大要素を「強・用・美」
と提唱した。これを引用した各 3賞
と最高得点を得た作品に JIA造形大

賞を授与した。今年は、「ほくとしち
せい」という作品が JIA造形大賞に
輝いた。少しだけ紹介すると 7つの
三角錐（ここが避難時のプライベート
空間、つまり7つの居室）が群造形
を成し、俯瞰してみると星形に見える
というなんともロマンチックで、コン
セプトと造形が見事にシンクロした作
品である。恐るべし小学生！

作品公開も圧巻
　創られた 12の作品は、全校児童
に開放され、体感するために長蛇の
列を成す。製作した上級生が下級生
を招き、プレゼンする姿は、頼もしく、
温かく、微笑ましい光景である。作
品から離れない子どもたち、片付け
を惜しむ姿、自分たちが四苦八苦し
生み出した作品にいつしか途轍もな
い愛着が生まれていた。

建築教室が齎すもの？
　延べ 5時間程度の授業であるが、
社会とシンクロする学びのプログラム
は、とても有用であると考えている。
既に学校からは高い評価を得ている

が、この学びのプログラムをしっかり
と分析、発信する必要があると毎回
感じている。
建築家はなぜ汗をかくのか。今の時
代を生きる私たち建築家から次世代
を担う子どもたちへのメッセージと
して、何かを感受してくれたらと思う。
建築教室が、子どもたちの原風景の
一部となり、この経験が社会へ還元
され、引いては建築の道を志す子が
巣立ってくれたらと、願ってやまない。

　一寸格子を使った建築教室、ワー
クショップは、猪高小学校の他、愛
知学泉大学、長者町ゑびすまつり、
豊橋 PLATで行われたお店をつくろ
うの会場などで実施している。

さあ、待ちに待った建築教室だ！
子どもたちの無限の可能性を感受で
きる創造の場に高揚した。毎年、私
たち建築家の想像を超える作品が生
み出される光景は本当に圧巻である。

準備は完璧！
　一寸格子を使った建築教室は、今
年で 3年目を迎える訳で手馴れてき
た。さらには愛知地域会事業委員会
の枠を超え、岐阜地域会、他の委員
会、多くの学生、保護者も加わり、オー
ル JIAを超えた大きなムーブメントと
なってきている。建築業界に身を置く

ものとして、このような建築教室を介
して、子どもたちや地域社会に寄与
還元するのは当然であり、参加者は
みな使命感を持ち子どもたちと向き
合った。
すでに多くの建築教室、ワークショッ
プを実践してきた私たちは、都度試
行錯誤を繰り返し、昇華させてきた
と自負している。猪高小学校建築教
室は、「思考する」、「創造する」、「協
働する」、そして「手を差し伸べる」、
といった一連の流れで成り立っている。
今日必要とされる社会的要素が凝縮
されているプログラムだと思う。文科
省的に言えば、「生きる力」を学ぶ場
と言える。

10月 9日
　屋内運動場に 5年生児童 95名と
建築家・学生 17名が集まった。
今年は、ひなん時の「くつろぎハウ
ス」をつくろう！をテーマに「建築家と
は？」という動機付けからスタートし、
建築やまちに目を向ける。途中、上
原事業委員長のトークが場を和ませ
る。12チームに分かれた子どもたち

は、モデルをつくるために割りばしと
輪ゴムに向き合い苦悩する。子ども
同士が思考し、建築家が手を差し伸べ、
時間の経過とともに造形物として醸
成されて行く。子どもたちは、「はや
く大きな作品を創りたい！」と本番へ
の期待を抱く半面、未知への不安を
覚えながら、割りばしモデルから実寸
大の一寸格子への昇華を待ち望んだ。

そもそも一寸格子とは？
　愛知県産間伐スギ材で造られた
30mm×30mmの角材で、長さは
1820mmと 910mmの 2種類があ
る。一寸格子は、直感的に、思考的に、
力学的に、造形的に、仕口を大きな
輪ゴムで留め、継ぎ、重ね、構築す
るだけで、想像を超える様々なかたち
に変化するアイテムである。

11月 25日
　グラウンドを占拠して創作活動のス
タートだ。
12チームに分かれた児童が自分の
背丈を超える一寸格子と闘う。総勢
28名の建築家と学生、40名の保護

JIA 愛知発

猪高小学校建築教室

1　割りばしによる構想ワークショップ 2　割りばしモデルを使い作戦タイム 3　一寸格子による創造ワークショップ
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子どもたちの無限の可能性を感受で
きる創造の場に高揚した。毎年、私
たち建築家の想像を超える作品が生
み出される光景は本当に圧巻である。

準備は完璧！
　一寸格子を使った建築教室は、今
年で 3年目を迎える訳で手馴れてき
た。さらには愛知地域会事業委員会
の枠を超え、岐阜地域会、他の委員
会、多くの学生、保護者も加わり、オー
ル JIAを超えた大きなムーブメントと
なってきている。建築業界に身を置く

ものとして、このような建築教室を介
して、子どもたちや地域社会に寄与
還元するのは当然であり、参加者は
みな使命感を持ち子どもたちと向き
合った。
すでに多くの建築教室、ワークショッ
プを実践してきた私たちは、都度試
行錯誤を繰り返し、昇華させてきた
と自負している。猪高小学校建築教
室は、「思考する」、「創造する」、「協
働する」、そして「手を差し伸べる」、
といった一連の流れで成り立っている。
今日必要とされる社会的要素が凝縮
されているプログラムだと思う。文科
省的に言えば、「生きる力」を学ぶ場
と言える。

10月 9日
　屋内運動場に 5年生児童 95名と
建築家・学生 17名が集まった。
今年は、ひなん時の「くつろぎハウ
ス」をつくろう！をテーマに「建築家と
は？」という動機付けからスタートし、
建築やまちに目を向ける。途中、上
原事業委員長のトークが場を和ませ
る。12チームに分かれた子どもたち

は、モデルをつくるために割りばしと
輪ゴムに向き合い苦悩する。子ども
同士が思考し、建築家が手を差し伸べ、
時間の経過とともに造形物として醸
成されて行く。子どもたちは、「はや
く大きな作品を創りたい！」と本番へ
の期待を抱く半面、未知への不安を
覚えながら、割りばしモデルから実寸
大の一寸格子への昇華を待ち望んだ。

そもそも一寸格子とは？
　愛知県産間伐スギ材で造られた
30mm×30mmの角材で、長さは
1820mmと 910mmの 2種類があ
る。一寸格子は、直感的に、思考的に、
力学的に、造形的に、仕口を大きな
輪ゴムで留め、継ぎ、重ね、構築す
るだけで、想像を超える様々なかたち
に変化するアイテムである。

11月 25日
　グラウンドを占拠して創作活動のス
タートだ。
12チームに分かれた児童が自分の
背丈を超える一寸格子と闘う。総勢
28名の建築家と学生、40名の保護 東畑建築事務所

髙木 耕一 （JIA 愛知）

4　JIA造形大賞作品
　  「ほくとしちせい」

5　全校児童への開放 6　参加した建築家と学生たち
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　岐阜地域会では毎年、法人協力会員さ
ん企画で建築研修会を行っています。今
年度は法人協力会員の協同組合ケーエ
スジーさんのご紹介で多治見のタイル
メーカー杉浦製陶（株）の本社と工場見
学、藤森照信氏設計の多治見市モザイク
ミュージアム、岐阜県中津川市の苗木城
跡の見学会を行いました。
　杉浦製陶（株）の工場は古くから窯業
の生産地として発展してきた多治見市笠
原町にあります。笠原町はもともと磁器
茶碗の量産が主流でしたが笠原に生まれ
育った山内逸三氏がモザイクタイルを開
発したことが契機になり、多くの茶碗工
場がタイル工場に事業転換したそうです。
現在、笠原町は全国一のモザイクタイル
生産地となっています。
　今回はタイルを一から生産していく工程
（プレス→施釉→焼成）をじっくりと見学
することができました。一連の工程の中
での見どころは焼成したときに釉薬が発
色し、焼く前の色からは想像もできない
色に変化することでしょう。
　これは焼き物全てに共通することでしょ
うが、難しくも面白いところですね。杉浦
製陶さんではタイルの金型もつくっており
工場では様々なタイルの金型がありその
種類に圧倒されました！
　依頼があれば小ロットでも特注でタイ
ルをつくってくれるとのこと。とても綺麗
な発色を持つ魅力的なモザイクタイル群、
これからの設計でますます使ってみたくな
りました。

　続いて向かった先は 2016年に完成し
た多治見市モザイクタイルミュージアム、
同じ笠原町内にあります。モザイクミュー
ジアムはさすがインスタ映えスポットです
ね。平日でも賑わっていました。建築も
素晴らしいのですが、このミュージアム開
館の経緯がまた素晴らしい。笠原町の有
志の方々が地道に全国のモザイクタイルの
収集活動を行っていき、そのタイル資料
が町の産業にとって重要なコレクションへ
と成長した。その貴重なタイル資料を展示、
保存する施設として建設されたとのことで
す。
　４階の半屋外展示室には、全国から集
められた珍しいタイル貼製品、建物の一
部などがあります。長年倉庫に眠ってい
たモザイク画、廃業した銭湯のタイル壁画、
流し台・便器などの衛生器具など幅広い
作品が鑑賞できます。モザイクタイルでで
きた建築空間の中にモザイクタイルの作品
が点在する、建築と展示物が一体化した
魅力的な空間です。藤森氏の自然素材を
生かした特徴的な作風との相性は抜群で
した。この研修会でとても良かった事とし
て、ある建築材料の歴史・材料・生産過
程を学習した上で、その材料を上手く生
かした建築を見学することができたことで
す。

・・・
　中津川の苗木城跡。最近、日本の山城
でＮＯ１！を獲得した話題の城、戦乱から
江戸時代まで続いた苗木遠山家の城跡で
す。天然の巨岩と石垣が組み合わさった
上に城郭がそびえるこれまで見たことのな
かった大胆な構成の不思議な城郭建築で
す。
　標高は 432mと高くはありませんが
城跡から見る木曽川の景色は圧巻でまた
20m近くはあろうかという巨岩がごろご
ろした様は見たことのない景色です。
　資料館にある再現模型の迫力にも圧倒
されました。興味のある方はぜひ体験し
てきてください！

・・・
　工場見学、建築、お城巡りと盛り沢山
の建築研修会、法人協力会員の皆様、本
当にありがとうございました！

寺下 浩　一級建築士事務所
寺下 浩 （JIA 岐阜）

JIA 岐阜発 建築研修会

モザイクタイル
ミュージアム
苗木城見学会

多治見市タイル工場
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入賞・入選作品　主催：中部建築賞審議会
第 51 回 中部建築賞

栗生　明（建築家）、尾崎公俊（建築家）、加茂紀和子（建築家）、
川﨑寧史（金沢工業大学・建築学部 教授）、車戸愼夫（建築家）、
鈴木利明（建築家）、関　邦則（建築家）、吉田純一（福井工業大学 客員教授）

審査員（順不同・敬称略）

※応募数は、一般部門で 52点、住宅部門で 34点の計 86点（昨年は 93点）であった。

一般部門・入賞

一般部門・入賞

一般部門・入選

一般部門・入選 住宅部門・入賞

住宅部門・入選一般部門・特別賞

①所在地
②建築主
③設計者
④施工者
⑤構造・規模
⑥延床面積
※ 住宅部門は②は表記せず

刈谷市歴史博物館
①愛知県刈谷市逢妻町②刈谷市③株式会社 佐藤総合計画 関
西オフィス④鴻池・角文特定建設工事共同企業体⑤鉄骨鉄筋コン
クリート造、一部鉄骨造 地上３階⑥4,263.65㎡

瑞浪北中学校
①岐阜県瑞浪市土岐町②瑞浪市③株式会社 日建設計一級建築
士事務所④岐建・中島・青協特定建設工事共同企業体⑤鉄筋コ
ンクリート造、木造、鉄骨造 地上３階⑥8,090.07㎡

名古屋市営 金城ふ頭駐車場
①愛知県名古屋市港区金城ふ頭②名古屋市③株式会社　竹中
工務店 名古屋一級建築士事務所④株式会社 竹中工務店 名古
屋支店⑤鉄骨造 地上6階⑥143,982.01㎡

朝日村役場
①長野県東筑摩郡朝日村大字古見②朝日村③宮本・倉橋設計共
同企業体④松本土建・清沢土建　特定建設工事共同企業体⑤木
造 地上2階⑥2,723.48㎡

大地の家
①愛知県岡崎市③西口賢建築設計事務所④一色建築⑤木造 
地上2階⑥93.94㎡

上原の家
①愛知県豊田市③佐々木勝敏建築設計事務所④有限会社　豊
中建設⑤木造 地上2階⑥101.92㎡

島田の家
①静岡県島田市③株式会社 エムエースタイル建築計画④桑髙建
設株式会社⑤木造 地上2階⑥168.18㎡

幸田町の住宅
①愛知県額田郡③北村直也建築設計事務所④株式会社 ザイソ
ウハウス⑤木造 地上1階⑥79.66㎡

two house －92歳と 2歳と暮らす－
①三重県伊賀市③きりん④株式会社 最上工務店⑤木造 地上2
階⑥111.13㎡

ＳＬＢＨ ４
①岐阜県郡上市③株式会社 ＴＡＢ④株式会社 ＴＡＢ⑤木造軸組
み工法 地上2階⑥119.24㎡

輪島 KABULETプロジェクト
①石川県輪島市河井町弐部②社会福祉法人　佛子園③株式会
社 五井建築研究所④豊蔵・里谷特定建設工事共同企業体 株式
会社 宮地組 株式会社 上野組⑤木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート
造 地上３階⑥1,456.02㎡

井口洋夫記念ホール
①愛知県長久手市横道②公益財団法人　豊田理化学研究所③
株式会社 竹中工務店 名古屋一級建築士事務所④株式会社 竹
中工務店 名古屋支店⑤鉄骨造 地上2階⑥1,170.50㎡

COCONOアートプレイス
①福井県大野市元町②大野市③中西ひろむ建築設計事務所④
大野建設工業株式会社⑤木造伝統工法 地上２階⑥478.40㎡

ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート
①愛知県蒲郡市海陽町②リゾートトラスト 株式会社③株式会社　
安井建築設計事務所④鹿島建設株式会社 中部支店⑤鉄筋コン
クリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上７階、地
下１階、塔屋１階⑥36,700.21㎡

常葉大学 静岡草薙キャンパス
①静岡県静岡市駿河区弥生町②学校法人　常葉大学③株式会
社 竹中工務店 名古屋一級建築士事務所④株式会社 竹中工務
店 名古屋支店⑤鉄骨造 地上6階⑥50,928.22㎡

道の駅 雨晴
①富山県高岡市太田地内②高岡市③株式会社　創計画研究所
④北栄・大栄特定建設工事共同企業体⑤鉄筋コンクリート造 地
上3階⑥977.39㎡

さくまオフィす
①岐阜県岐阜市佐久間町②大建設計株式会社③大建設計株式
会社④株式会社 栗山組⑤鉄骨造 地上３階、地下１階
⑥357.92㎡
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　この建物はトヨタ産業技術記念館の分
館として、愛知製鋼（株）刈谷工場敷地
内にあり、一般に公開されている。昭和
9年、当時の豊田自動織機製作所内に自
動車部試作工場として建設された。当初
は一つの建物であったが、その後東西に
分割され、さらに両棟ともに北側半分が
撤去されて現在に至っている。見学者は
東棟の端部から新たに挿入されたコンク
リート造の資料展示室に入り、そこから
ガラススクリーンを通して工場内部を見る
ことができる。外部、内部とも、簡素な
作りであるが、土台、柱、桁、梁（キン
グポストトラス）相互の緊結によって構造
体が一体化され、東南海地震、三河地震、
伊勢湾台風などの大規模災害に対して、
崩壊を免れたという。屋根はノコギリ屋
根で、高窓と天窓から明かりを取り入れ
ている。屋根と外壁は金属板が張られ、

簡便な耐火性能を確保している。ここで
昭和 10年に A1型試作乗用車 1号車、
G1型トラック試作 1号車が完成した。
我が国自動車産業の出発点として、記念
碑的建築物である。

東棟・南東側外観

資料展示室より見た工場

資料展示室

山上建築設計
山上 薫 （JIA 愛知）

所 在 地：愛知県刈谷市豊田町3丁目6番地
構造規模：木造平屋建て
延床面積：1692㎡（東棟934㎡、西棟758㎡）
建 設 年：昭和9年（1934）
登　　録：登録有形文化財　第23-0515～0516号
見　　学：事前申込制　無料
参考資料：・愛知県 HP　登録有形文化財（建造物）の登　
　　　　　　録について（資料 2）（H.30.3.9）
　　　　　・「トヨタ創業期試作工場」
　　　　　　案内パンフレット
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●トヨタ自動車がCES2020

で、「Woven City」と名付

けた未来の実証都市をつ

くるというプロジェクトを発

表しました。建設場所は、

2020年末に閉鎖を予定している東富士工場(静

岡県裾野市 )の跡地、約 70.8 万 m2です。着

工は2021 年、2,000 名程度の住民の入居を想

定し、デンマーク出身の建築家ビャルケ・イン

ゲルスが設計を担当します。トヨタが自社工場

跡地という私有地を使うことにした理由としては、

自動運転、ドローン配送等の実証実験をするに

は、今の都市インフラ、法整備が追いついてい

ないからだと考えられます。しかし近い将来、あ

らゆるものがネットでつながり、データ化され制

御された都市のためのインフラ、法律が整備さ

れていくことが想定されます。そのような、あら

ゆるサービス、モノがつながる街「コネクティッド・

シティ」では、建築そのものも変化せざるを得な

くなっていくのかもしれません。          （石田博英）

■静岡地域会
・2/14 住振協研修会
 「SDGs時代のエコハウス」
 （講師：竹内昌義氏）
■愛知地域会
・2/3 建築 8団体連絡会議

・2/4 名古屋市営繕部長意見交換会３
・2/7.8 賛助会研修旅行：関西地方
■岐阜地域会
・2/13 第 8回役員会
 場所：ハートフルG.小研修室

第 377号
発　行　日　2020.2.1（毎月1回発行）
定　　　価　380円（税込み）
発行責任者　矢田義典
編集責任者　中澤賢一
編　　　集　東海支部会報委員会
　　　　　　愛知地域会ブリテン委員会

　　　　　　（有）イヅミ印刷所内ARCHITECT編集部
　　　TEL（0564）21-2657 FAX 26-1792
発　行　所 （公社）日本建築家協会東海支部
　　　TEL（052）263-4636  FAX 251-8495
　　　E-Mail：shibu@jia-tokai.org

ARCHITECT編集
後記

Bulletin Board
静岡県住宅振興協議会　会員研修会　CPD 2単位申請中

SDGs時代のエコハウス

日　　時：2020年 2月 14日（金）（2月 7日締め切り）
　　　　　15:00～ 17:00（開場 14:30）
会　　場：静岡市産学交流センター（B-nest）
　　　　　ペガサート 6階　プレゼンテーションルーム

■三重地域会
・2/7 第 7回例会・森羅万象塾
 「南天にひろがれ宇宙ロマン」
 福井康雄氏（名古屋大学大学院）
 三重県総合文化センター生涯学習棟
・3/3～ 8 三重地域会 建築展　県立美術館県民ギャラリー

講師　 竹内昌義 氏（東北芸術工科大学教授 /みかんぐみ共同主宰）

対 象 者： 静岡県住宅振興協議会会員及び傘下の企業社員等
※対象が住振協の会員団体に属している人となっていますが、JIAの人は JIA静岡
のところに〇印をしてください。（申込書は下記QRからダウンロードして下さい）
定　　員：先着 100名
入 場 料：無料
問合せ先：JIA東海支部静岡地域会
TEL：054-221-8855　FAX：054-221-8865 
E-mail：jia-shizuoka@hyper.ocn.ne.jp

※なるべく公共交通をご利用ください。お車の場合は、ペガサート駐車場（有料）ほか、お近くの一般有料駐車場をご利用ください。
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JIA 愛知発

YKK AP㈱　「ビルの省エネルギー」

CPD研修

JIA 愛知発

パナソニックエコシステムズ（株）　「住宅における健康・省エネと熱交換換気のセミナー」

CPD研修

　パナソニックエコシステムズからは、「空
気」と「換気」をテーマとしたセミナーを
実施させて頂きました。
　空気は毎日 18kgも体に取り入れてい
るにも関わらず、目に見えず、非常に軽
いために、普段その存在を意識する方は
決して多くはありません。
　また、住宅市場では、断熱・気密性

能を高め、省エネを図るという動きが加
速する一方で、換気不足による躯体への
影響のみならず、住まい手の健康への影
響も懸念されております。
　今回のセミナーでは「24時間換気設
備を運転していただくことの重要性」に
ついて統計データなどを用いてご説明致
しました。

　弊社は、換気のみならず、昨今では、
次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」な
どの空気に関する商品を幅広く展開して
おります。室内空気に関する各種相談も
受け賜っておりますので、
お気軽にお問い合せく
ださい。

パナソニックエコシステムズ株式会社
IAQビジネスユニット　営業部営業支援課

林 義秀

お問合せ： パナソニック換気扇ター　TEL:0120-078-119  Mail: kanki119@gg.jp.panasonic.com

　YKK APからは「ビルの省エネルギー」
というテーマで６つのポイントに沿ってご
説明させていただきました。
　省エネ法の変遷（省エネ法から建築物
省エネ法へ）から省エネ法の改正（平成
31年 5月公布）へと向かう背景やオフィ
スビルの一次エネルギー消費量削減へ向
けてのヒエラルヒーアプローチ、ZEBの

実現に向けては事例をまじえてご紹介さ
せていただきました。
　最後に ESG投資と建築については、
建物の環境性・健康性・快適性などを
評価しており、窓の役割も重要な要素の
ひとつです。最近よく聞くSDGs（持続
可能な開発目標）も ESG投資と深い関
係にあります。17の目標のうちどこに貢

献できるかを考えることも重要になって
きます。　　　
　YKK APも窓の高断熱化に注力して
おり、物件単位でのご提案もさせていた
だきますのでお気軽にお問合せください。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

YKKAP（株）
中部支社 開発営業部

山口 勝

お問合せ： YKK AP㈱ 中部支社 開発営業部 TEL:052-212-4401 E-mail: m_yamaguchi@ykkap.co.jp 




