
　リノリウムは約 150 年前にヨーロッ

パで発明されました。亜麻仁油やロジ

ン、木粉、石灰岩といった天然素材か

ら作られる床材です。田島ルーフィング

が日本総代理店となるリノリウム床材

「マーモリウム」も自然由来の材料を用

いられているうえ、72％の再生可能な材

料、43％のリサイクル材料から製造され、

可塑剤や化学物質は含まれておりません。

更に生分解性も備えているため、廃棄

時に土に埋めれば土に還ります。また、

マーモリウムの原材料となる植物は成長

する過程で大量の二酸化炭素を吸収し

ます。これらはマーモリウムを製造する

過程で発生するエネルギーと相殺される

ため、工場出荷時点で新たに二酸化炭

素を生み出さない「カーボンニュートラ

ル」であるという点も高く評価されてお

ります。こうした特徴から、まさに環境

に負荷をかけない床材として、日本のみ

ならず、世界中の様々な施設で利用さ

れております。また、原料である亜麻仁

油が酸化する過程で、抗菌効果、抗ウ

イルス効果、脱臭効果が発揮されてい

るのを認められていることに加え、有害

物質を発生しないことで、抗アレルギー

効果も期待できます。このような効果か

ら、クリニックなどの文教施設や、保育

園、幼稚園をはじめとした文教施設等

でも数多くご利用頂いております。

　一方、マーモリウムの多彩な色柄の

バリエーションが織りなす世界も実に魅

力的です。国内通常在庫品だけでも10

柄 83 色、受注生産品を含めると195

色という豊富なバリエーションを誇るう

え、2018 年からマーモリウムタイルも

日本に導入され更に選択肢が増えまし

た。環境に負荷をかけない、多彩な色

彩の個性的な世界観があるといった理

由で、情報感度の高い設計士様から選

ばれる機会が増えているリノリウム。一

時は旧世代の床材として見られておりま

したが、ここへきて再評価が進んでいる

と言えるのではないでしょうか。

田島ルーフィング㈱床材営業部名古屋営業所
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表紙：服部高志（HATTORI DESIGN）

服部 高志 （JIA愛知）

HATTORI DESIGN

世界の著名人も訪れる避暑地として有名なイタリア・コモ湖。穏やかな湖畔に、壮

麗な邸宅が並びます。中でもヴィラ・エルバは、建物や中庭の美しさで知られますが、

年に数回のコンベンションや展示会において招待客のために開放、希少なもてなしの

場となります。ピアノリサイタルやビュッフェも振舞われ、まるで中世にいるかのような感

覚。「踊り場」の語源は諸説ありますが、ドレスを纏った貴婦人が今にも現れそうな雰

囲気です。
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■静岡地域会
・5/8 役員会

■愛知地域会
・（未定）「建築家＋Vol.2」の発行予定
・（未定）「天使の森トイレプロジェクト」の完成予定

■岐阜地域会
・5/21 第 1回役員会
 場所：ハートフルG.小研修室

■三重地域会
・5/22 第 1回例会・第 2回役員会
 場所：未定（開催も不確定）

日　　時：2020年 3月 20日（金）～8月 30日（日）※
　　　　　 9：30～ 17：00 
休館日：月曜日 （ただし、月曜日が休日の場合は直後の平日）
入場料：一般 800円、65歳以上 600円、高校生以下無料
場　　所：谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館
　　　　　〒921-8033 石川県金沢市寺町 5-1-18
 ※一般駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
問合せ先：谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館
  TEL：076-247-3031　FAX：076-247-3032

第 2回企画展
日本を超えた日本建築 ― Beyond Japan―
海外に建てられた 8作品を通して

●主な展示建築作品
安藤忠雄：ライトウッド 659 [アメリカ、シカゴ 2018]
磯崎新：ウフィツィ・ロッジア [イタリア、フィレンツェ 1998-2024]
伊東豊雄：台中国家歌劇院 [台湾、台中市 2005-2016]
隈研吾：ヴィクトリア＆アルバート・ミュージアム ダンディ [スコットランド、ダンディ 2019]
SANAA：ルーヴル・ランス [フランス、ランス 2005-2012]
谷口吉生：ニューヨーク近代美術館 [アメリカ、ニューヨーク 2005]
坂茂：オメガ・スウォッチ本社 [スイス、ビール /ビエンヌ 2019]
槇文彦：4ワールド・トレード・センター [アメリカ、ニューヨーク 2015]

「ヴィラ・エルバ」の踊り場
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　2020年 4月 11日（土）～ 5月 7日（木）まで休館いたします。
上記日付以外でもコロナウイルスの影響による休館の可能性があります。
ご来館の際はホームページをご確認いただくか、上記問い合わせ先へ
お問い合わせください。
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Mie University Raymond Hall Story

　レーモンドホールが平成 15 年に登録

有形文化財となった時、私は学内向けの

広報に寄せた短文を「今後、レーモンド

ホールが整備されて美しく蘇り、本学の

新たなシンボルとして活用される日が待た

れるところです」と締めくくった。しかし、

物置状態は更に続いた。

　私は平成 19 年、附属図書館に新設さ

れた研究開発室に、ただ一人の専任の教

員として異動した。ここでのミッションは、

学術情報の収集及び保存の一元化・効

率化や、学術情報の提供，発信等に係

る技術的課題に関する研究及び開発など

で、建築の学生、大学院生の教育も引き

続き行った。レーモンドホールに関する資

料収集や情報発信も、ここの事業と位置

付けて、本務の一部として行うことができ

るようになった。

　これまで裸で研究室に置いていた建築

模型は、展示ケースを作って、附属図書

館のエントランスロビーに置いた。レー

モンドホールが前身校の図書館だったこと

が好都合だった。また、研究開発室のホー

ムページの中にギャラリーというコーナー

を作り、三重大学の学術資料や活動をも

とにした博物館的な情報発信を行うこと

にした。第一弾は、明治村に移築された

三重県師範学校の施設を題材にし、平

成21年7月には第二弾で、「三重大学レー

モンドホールとアントニン・レーモンド」と

して、レーモンドホールを取り上げた

（http://www.lib.mie-u.ac.jp/r_and_d/gallery/gallery2.html）。

遅々とした動きだが、これでレーモンド

ホールの情報を、大学の正規のホームペー

ジを通して発信できるようになった。

　ある日、旧知の松隈章氏から電話があっ

た。松隈氏は竹中工務店東京本店でギャ

ラリーエークワッドの企画運営を行ってお

り、「札幌聖ミカエル教会とアントニン･

レーモンド展」という展覧会を企画してい

た。札幌聖ミカエル教会は昭和 35 年に

竹中工務店が施工した、北海道で唯一の

レーモンド作品で、これも無名に近い存

在だった。他にも知られていないレーモ

ンド作品を探索したところ、「三重大学

レーモンドホールとアントニン・レーモン

ド」のサイトに出会ったという。展示用の

内部写真すら取れない惨状に、一瞬、言

葉が詰まったが、ありがたくお誘いを受

けることにした。無名の存在のレーモン

ドホールを、全国の方々に知って頂く好

機と考えたのである。

　レーモンドホールが無名なのには、理

由があった。それはレーモンド研究の第

一人者である三沢浩氏が、レーモンドの

作品であることの資料確認のできないこ

の建物を、これまで取り上げたことがな

かったためである。平成 14 年には、神

戸大学大学院生の掛幸善氏らが、レーモ

ンド設計事務所所蔵の設計図に基づいた

研究を、日本建築学会近畿支部で発表し

ていたが、それを知る人は限られていた。

三重大学も登録有形文化財の手続きの

際に設計図があることを確認していたも

のの、入手に至っていなかったように記

憶する。大学の動きとは別に、レーモン

ドホールに光を当てるべく尽力されたのが

湯浅美仁氏（医学部同窓会幹事）、辻井

禎氏（三重県立大学元教授）で、平成

19 年には湯浅氏からレーモンド設計事務

所に、資料の所在確認の問い合わせがさ

れた。幸いにも当時、同事務所では東京

工業大学大学院の阿部聡子氏が図面類

の調査研究を行っており、この時は関係

設計図の確認が円滑に行われた。

レーモンドホール物語　③
松隈章氏（右）と筆者

「札幌聖ミカエル教会とアントニン・レーモンド」展
（三重大学講堂）

「札幌聖ミカエル教会とアントニン・レーモンド」展
の際のレーモンドホール

登録有形文化財銘板の取り付いたレーモンドホール

2 ARCHITECT     2020―05



　ギャラリーエークワッドの展覧会では、

レーモンドホールの内部写真は難しいに

せよ、当初設計図、研究室で作成した実

測図、模型、外観写真などを展示資料と

する構成を考えた。しかし、展覧会は思

わぬ波紋を呼ぶことになった。小規模な

展覧会での紹介のつもりだったが、出展

が学長の耳に達した。学長はレーモンド

ホールの現状確認に訪れ、物置状態の中

のものは、全部捨ててしまえとの指示を

行ったのである。これにはいささか慌てた。

中のものの殆どはくたびれた机やイスだが、

三重高等農林や三重県立大学水産学部

の標本類、教材模型類、映画フィルムな

ども含まれていた。その管理は生物資源

学部の所掌で、私が口出しできるもので

はないが、幸い図書館研究開発室に所

属していたため、学術資産の保存を図る

という意味で、模型類の別途保管に漕ぎ

つけた。標本類やフィルムは劣化が著しく、

処分となった。

　中のものを全て出して清掃を行うと、

外観は目立たない小さな建物なのに、こ

れほど美しい空間を持っていることに、

改めて目を見張った。登録有形文化財の

銘板は行方不明状態になっていたが、事

務局の中から探し出され、この機会に取

り付けられた。こうして、懸案だった内部

の美しさの回復が一挙に片付き、内部写

真も撮影することができた。

　松隈氏と展覧会について話し合う中で、

「札幌聖ミカエル教会とアントニン・レー

モンド」展を平成 22 年 4月から東京で

開催するだけでなく、図書館研究開発室

の事業として同年 9月に三重大学で開催

することも決まった。経費的には苦労した

が研究開発室があって初めて実施できた

ことだった。サブタイトルは東京展が「日

本で発見した木造モダニズム」だが、三

重展は「三重大学レーモンドホールと木

造モダニズム」とし、講堂の三翠ホール

での展覧会に加えて、松隈氏の兄の松隈

洋京都工芸繊維大学教授の講演「レーモ

ンドと日本」、レーモンドホールの公開を

行った。この展覧会は非常に充実した内

容で、その後、札幌聖ミカエル教会の所

在する札幌でも開催された。

　レーモンドホールは清掃と小修理を

行っただけで、便所も使用できない状態

だが、処分されかかった模型類を展示し、

一部では、レクチャーなどができるように

した。展示関係の経費は研究開発室が負

担し、このために安い家具を探し回った。

模型は水産系の漁具、漁法、漁船、農

業土木系のダム、橋、林学系の木材搬

出のものなどがあり、なかなか見応えが

あった。建築学科の学生団体 ASITも、

ここを利用しての作品展示、講評会など

をしばしば開いた。大学としての管理・

活用の体制がない状態で、学部の施設を

実質的に図書館研究開発室が企画運営

するという変則的な形だが、こうして、必

要に応じてここを見学し、利用することが

できる暫定的な活用にまで漕ぎ付けるこ

とができた。

　展覧会の翌年、平成 23年には三沢浩

氏、松隈洋氏による講演会「アントニン・

レーモンドと木造モダニズム」を行い、私

も登壇した。この講演会を通じて、次の

ような共通認識を持つことができた。第

一に、レーモンドホールは自邸兼事務所

に先行して創られた、レーモンドの戦後

木造建築の出発点に位置付けられる建築

であること。第二に、その設計作業はリー

ダーズ・ダイジェスト東京支社の敷地内

の事務所で行われたであろうこと。第三に、

レーモンドホールの工事の際、レーモン

ドは伊勢神宮を訪れており、それはレー

モンドの建築観に大きな影響を与えたで

あろうこと。これはレーモンドホールを評

価する上で、非常に大きな収穫になった。

更に三沢氏には論文「三重大学レーモン

ドホールの特性を探る」を三重大学にお

寄せ頂いた。

三沢浩先生は去る令和 2年 3月30日に逝去

されました。謹んでご冥福をお祈りします。　

三重大学名誉教授

菅原 洋一

講演会「アントニン・レーモンドと木造モダニズム」

レーモンドホールでの三沢浩氏（右）と松隈洋氏 ASITによる講評会
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　2月 14日、静岡県住宅振興協議会主
催による講演会が開かれた。JIA静岡が
幹事を務める今年度 2回目となる講演会
はみかんぐみ共同主宰で東北芸術工科大
学教授の竹内昌義氏を講師としてお招き
し、多くの学生を含む多業種の参加者約
80名が集まった。　
　｢SDGs時代のエコハウス｣と題した講
演会はいきなり現在の二酸化炭素排出量
を 80％縮減するのは何年後かという問
いかけから始まった。竹内氏の誘導により、
隣の人と挨拶を交わし、問いかけに対し
ての回答を議論し、意見交換した結果を
皆が発表していく。50年、100年、300年、
無理などと様々な回答だったが、共通し
ていることは皆がその目標が達成できる
ことをイメージできていないことだった。
ちなみにパリ協定で日本は 2050年まで
に二酸化炭素排出量を 80％削減するこ
と目標としている。
　2050年までに目標を達成するには、
現在（2020年）に建てる住宅はカーボ
ンニュートラルハウスでなければならな

い。エネルギーゼロの家をみんなで造り
ましょう。というのがこの講義で竹内氏
が用意したメッセージであった。

　竹内氏は、日本がヨーロッパの国々に
比べて意識が低いこと（日本の達成率は
17.4％）、ドイツはGDPを上げながら
CO2排出量を減らしていること（現在
46％達成）、日本に現在必要なのは森を
中心とした循環であり、そうしていくこと
で外国にお金が流れず豊かになるという
ことなど、分かりやすく順序立てて説明
していくことで、参加者皆の意識を高め
ていった。
　また、日本の人口について 2019年に
1億 3000万人であるのに対し 2050年
には 8500万人になるという人口減少の
予想ができる根拠を示し、今までとは違
う新しい家の建て方をしていかないと仕
事が無くなるという危機感を持たせた。
　その後、実際のエネルギーゼロの家の
実例について紹介いただいた。
　最初に設計したエコハウスは外部サッ
シがベンツを買えるほどのコストがかかっ
てしまった話しや、エアコン 1台だけで
家全体が快適に過ごせるようになるなど
自身の設計の経験を印象的なエピソード
を交えながら説明して下さった。具体的
な設計手法やそれについてのコスト、エ
コハウスを手掛けている工務店さんたち

の成功談などをわかりやすく話すことで、
誰もが今すぐ取り組める特別なものでは
ないことを会場の皆に浸透させていった。
　結論として感じたことは、エコハウス
はお金がかかる。だけど、それだけの価
値があり、快適に過ごせてエネルギーを
消費しないため、最終的にはメリットの
方が多いということ。また、デザインは
好みによって左右されるが断熱は万人に
受け入れられるということだ。
　私が特に興味深かったのは、断熱する
ことによって、デザインの制約を受ける
と思っていたが、家の内部は全体で考え
ることができるため、室同士の間仕切り
方だけで無く、吹き抜けなどの縦の空間
のつながりもフリーとなるということだっ

た。
　講演を聞き終えた時には、一度エネル
ギーゼロの家を設計してみたい、経験し
たいと切実に思える有意義な 1時間半で
した。

JIA 静岡発 住宅振興協議会

静岡県住宅振興

協議会講演会

高橋茂弥建築設計事務所
大橋 康孝 （JIA 愛知）
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幹事を務める今年度 2回目となる講演会
はみかんぐみ共同主宰で東北芸術工科大
学教授の竹内昌義氏を講師としてお招き
し、多くの学生を含む多業種の参加者約
80名が集まった。　
　｢SDGs時代のエコハウス｣と題した講
演会はいきなり現在の二酸化炭素排出量
を 80％縮減するのは何年後かという問
いかけから始まった。竹内氏の誘導により、
隣の人と挨拶を交わし、問いかけに対し
ての回答を議論し、意見交換した結果を
皆が発表していく。50年、100年、300年、
無理などと様々な回答だったが、共通し
ていることは皆がその目標が達成できる
ことをイメージできていないことだった。
ちなみにパリ協定で日本は 2050年まで
に二酸化炭素排出量を 80％削減するこ
と目標としている。
　2050年までに目標を達成するには、
現在（2020年）に建てる住宅はカーボ
ンニュートラルハウスでなければならな

い。エネルギーゼロの家をみんなで造り
ましょう。というのがこの講義で竹内氏
が用意したメッセージであった。

　竹内氏は、日本がヨーロッパの国々に
比べて意識が低いこと（日本の達成率は
17.4％）、ドイツはGDPを上げながら
CO2排出量を減らしていること（現在
46％達成）、日本に現在必要なのは森を
中心とした循環であり、そうしていくこと
で外国にお金が流れず豊かになるという
ことなど、分かりやすく順序立てて説明
していくことで、参加者皆の意識を高め
ていった。
　また、日本の人口について 2019年に
1億 3000万人であるのに対し 2050年
には 8500万人になるという人口減少の
予想ができる根拠を示し、今までとは違
う新しい家の建て方をしていかないと仕
事が無くなるという危機感を持たせた。
　その後、実際のエネルギーゼロの家の
実例について紹介いただいた。
　最初に設計したエコハウスは外部サッ
シがベンツを買えるほどのコストがかかっ
てしまった話しや、エアコン 1台だけで
家全体が快適に過ごせるようになるなど
自身の設計の経験を印象的なエピソード
を交えながら説明して下さった。具体的
な設計手法やそれについてのコスト、エ
コハウスを手掛けている工務店さんたち

の成功談などをわかりやすく話すことで、
誰もが今すぐ取り組める特別なものでは
ないことを会場の皆に浸透させていった。
　結論として感じたことは、エコハウス
はお金がかかる。だけど、それだけの価
値があり、快適に過ごせてエネルギーを
消費しないため、最終的にはメリットの
方が多いということ。また、デザインは
好みによって左右されるが断熱は万人に
受け入れられるということだ。
　私が特に興味深かったのは、断熱する
ことによって、デザインの制約を受ける
と思っていたが、家の内部は全体で考え
ることができるため、室同士の間仕切り
方だけで無く、吹き抜けなどの縦の空間
のつながりもフリーとなるということだっ

た。
　講演を聞き終えた時には、一度エネル
ギーゼロの家を設計してみたい、経験し
たいと切実に思える有意義な 1時間半で
した。

JIA 静岡発 住宅振興協議会

静岡県住宅振興

協議会講演会

高橋茂弥建築設計事務所
大橋 康孝 （JIA 愛知）

　2019年度 JIA三重会員研修会「第 32
回森羅万象匠塾」を令和 2年 2月7日（金）
三重県総合文化センター小会議室（定員４
2名）にて名古屋大学院特任教授電波天文
学専攻の福井康雄先生を招きし「南天にひ
ろがれ宇宙ロマン」と題して講演会を開催し
ました。
　天文学とは一部のマニアを除いて一般的に
は少なくとも私には身近に感じるものではな
く難解な講演会になるのではと少々不安もあ
りましたが、専門分野に偏らず誰にでもわか
りやすい解説でいつの間にか時間がたつのも
忘れてしまう楽しい講演会となりました。
　今回はフライヤーを作成し知人を通しての
配布、FACEBOOKにて掲示、新聞記事で
の事前告知等を行った結果、会員以外の参
加者も数名参加していただける結果となりま
した。
　ここで福井先生について紹介します。東京
大学理学部を卒業後、理学研究科博士課程
を修了され、名古屋大学理学部の教授を経
て、名古屋大学大学院理学研究科教授とな
られ、現在は名古屋大学大学院特任教授で
あり、理学研究科附属南半球宇宙観測研究
センター長も務められていました。ご専門は
電波天文学であられます。また2007年には
紫綬褒章を受章されるなど素晴らしい経歴を
お持ちです。
　現在では専門の電波天文学より星の起源
を解き明かす研究を進めながら世界各地で
様々な講演をされています。また画家の「西
八郎」を叔父に持ち、時間を見つけては絵

画を描く画家としての面もあるそうです。
　講演の前半は電波望遠鏡の設置について
のいきさつからはじまり、電波天体望遠鏡
施設は当時先進国の集中する北半球にしか
なかったが、福井先生は南半球に天体観測
施設を作ることによって天文学の飛躍的な
解明につながると信じ電波望遠鏡を設置す
ることに至ったのです。
　名古屋大学千種キャンパス内にある電波
望遠鏡を 1996年に空気の澄んだアンデス
山脈のある南米チリに移設しました。移設後
この望遠鏡は「なんてん」と名付けられ数年
で多くの星を発見することにつながりました。
　この命名には南の天体「南天」でもありま
た、「難を転ずる」という願いも込められて
いるそうです。
　天文学の話ばかりではなく海外出張が多
い先生は日本の住空間は海外に比べると明
るすぎる（照度）・浴室の閉鎖性など実体験
をもとに建築に話を振っていただき私的には
なんとも恐縮した気持ちになりました。
　講演後半の内容は少し専門的な分野に入
り、天文マニアらしき参加者からの質疑の
やり取りも熱気あふれるもので内容がわから
ずとも聞き入ってしまう事も多くありました。
　特に印象に残っている内容は地球上にあ
るすべてのもの我々の存在も宇宙のビックバ
ン（大爆発）により生み出された元素から成
り立っているとの事。ビックバンがなければ
この世に我々人類も存在しえなかったこと。
　理解しがたい天体ブラックホールは光をも
吸い込む超重力を持ち、その重力から逃れ
るには光速を超える速度が必要であること。
　星の輝きの大小は地球からの距離の二乗
に反比例すること。等々、非日常な内容に
いつの間にか時間が過ぎました。
　最後に 20分ほど質問の時間をとっていた
だき参加者からの素朴な質問にも回答して
いただきました。

Q：火星での人類移住計画は可能である
か？。
A：可能性はあるかもしれないがおそらく莫
大な費用が掛かり経済的な問題で現実的で
はない仮に移住できたとしても地球ほど可能
性の詰まった素晴らし惑星から脱出する必
要性はないと考える。
Q：Ufoは実存するか。
A：宇宙船が地球に到達するには少なくとも
10万年はかかり距離的にも不可能です。
Q：超光速航法「ワープ」は可能である。
A：あり得ない、そもそも光速よりもはやい
速度はありえない。

　総じて質疑雑談を交えての気さくな講演
会として終えることができました。
　最後になりましたが多忙なスケジュールの
中、今回の講演会をご快諾いただいた福井
康雄先生に深く感謝いたします。

阪竹男建築研究所

阪 竹男（JIA 三重）

JIA 三重発 会員研修会

南天にひろがれ
宇宙ロマン

第32回　森羅万象匠塾
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・国家資格はあきらめて別の方向を模索する　25％

・知らなかった（ライセンスだと思っていた）　7％

□建築家認定評議会
　本年度の支部建築家認定評議会は、
時節柄、集合方式から書面審議方式に変
更して行った。申請者（新規 1名、更新
56名、再登録４名）は、5名の評議員に
審査され、いずれも 3月 5日に承認のう
え本部認定評議会に報告された。支部の
登録建築家は 176名（2019年 4月・
187名）と減少し、正会員に対する割合
は 54％である。傾向として直近 10年間

に入会した正会員に限ると37％と意識の
低下が見受けられる。愛知弁護士会評議
員の石川真司氏から、「登録建築家が消
費者保護のための能力証明としての機能
を果たすという理念は素晴らしいが、登
録建築家は消費者保護のために何をして
くれるのか、信頼が担保されるような行
動指針、倫理指針が目に見えなければ登
録建築家は生きてこない。」との意見が
あった。先ず発注者側である消費者・企
業・行政に対して登録建築家の姿勢・矜
持を示し、メリットをしっかり伝えること
が重要である。

□登録建築家に関するアンケート
　昨年 12月にアンケートが行われ、全
国 7支部 283名、そのうち東海支部か
らは 88名の回答があった。（関東甲信越
と北陸支部は後日調査予定）アンケート

結果や意見は、JIA本部の「組織再編特
別委員会・建築家資格制度ＷＧ」に届け
られた。今後、登録建築家の現状制度を
維持するか、制度を見直すかなどの話し
合いのための情報になる。
　登録建築家については、よく知らない、
考えることがなかったという会員が一定数
いることがわかった。また、その存在意義
や問題点の指摘、将来に向けての進め方
など多くの意見が集まった。今年は本部職
能・資格制度委員会委員長の内野輝明氏
による建築家資格制度（登録建築家）レク
チャーを全国各支部で開催し、東海支部
は夏頃を予定している。登録建築家を理
解し、今後のあり方を会員間で討論する
機会になればと思う。　

JIA 東海支部 建築家資格制度実務委員会

登録建築家に

関わる報告

オウ環境設計事務所
野々川 光昭 （JIA 愛知）

【登録建築家に関するアンケート集計】　　※
０．登録建築家に登録しているか。

・登録している　75％（69％）　

太字：東海支部 斜体：全国

（31％)・登録していない　25％

１．JIAでは一級建築士を「技術者資格」、登録建築家を「職能資格」として推進している。　

・知っている　　84％（80％）　 （20％)・知らなかった　　16％

・知っている　　57％（49％）　 （50％)・知らなかった　　43％ （1％)・無回答

（2％)・無回答

（1％)・無回答

（2％)・無回答

２．第 11代会長の芦原太郎さんの時代に、正会員は「登録建築家」の登録を目指すとしている。

・知っている　　89％（81％）　 （19％)・知らなかった　　11％

３．現在の登録建築家は「ライセンス」では無いことを知っているか。

・知っている　　93％（91％）　 （9％)

４．登録建築家の目的の一つに「国家資格」にすることがあることについて。　

・国家資格を目指すべき　41％（44％）　
・よくわからない　　　　34％（29％）　

・よくわからない　　37％（37％）　

（27％)

５．登録建築家に登録することは「建築家運動」に参加することである。

・知っている　　56％（56％）　 （42％)・知らなかった　　44％

６．実務訓練プログラムについて、（詳細はともかく）存在を知っているか。　

・知っている　　36％
アメリカの建築家資格は各州により異なりますが、合衆国としての国家資格ではない。

（33％）　 （66％)・知らなかった　　64％

７．アメリカの資格制度は「職能資格」であり「実務訓練」によるものだと知っているか。

・賛成　　36％ （38％）　 ・反対　　27％ （23％）　

８．登録建築家を「JIA正会員要件の必須項目に加えたい」との意見がある。

※９．登録建築家についての意見は別紙に取り纏め同封しています。

　太平洋戦争が終わったとき、私は 15
歳、名古屋の中心部は栄から笹島の東
海道線が間近に見えるほど焼き払われ
ていた。『春望』の首聯「国破れて山河
在り、城春にして草木深し」そのもの
の情景だった。主要都市が焦土化した
日本の疲弊・窮乏の時は数年続いた。
育ち盛りに十分な食事もとれず、よく
言われたのは「君たちはとても長生き
はできないな」である。
　それがこの春、卒寿に達した。当然
のことながら髪は白く薄く、先の詩の

尾聯「白頭掻けば更に短く、すべて簪
に勝えざらんと欲す｣さながらだ。杜甫
はこのとき 46歳、年齢からみれば、
聊かは慰めもつくというものだが、体
力の落ち込みは覆うべくもない。眼は
疎くなり、膝は痛み、時には腰痛に苦
しむ。まさに、沙翁の語る老人の姿が
眼前に迫ってきている。
　杜牧の詩に『不飲贈酒』と題したもの
がある。不遇の友人に酒を送り慰めた
ものだ。その第二句は｢彭殤は＊1共に
一籌（長寿かそうではないかは丁か半
かだ）｣と綴る。しかし現在は、もう
100歳まで生きたとしても特に驚く時
代ではなくなっている。とは言うものの、
ただ長生きすればよいというものでは
ない。書店には老人の生き方に関連す
る本が横積みになっているが、これは
勝れて人それぞれ個々の問題である。
「人生の究極の価値は、単に生き残るこ
とによってではなく、自らを知り深く
考えることによって決まる」とアリス
トテレスは言う。

　充実した人生を自分に送ってくれる
のは自分だけだ。いま思うのは、残り
の人生を当たり外れでなく、少しでも
意義あるものにしていきたいというこ
とだ。私にとってはこれからが本番と
考えるべきかも知れない。幸か不幸か、
生来の野次馬根性はいまだに健在だ。
書斎には読み残した本の山も待ってい
る。

　6年前、仕事で半年間メキシコを行き
来した。現地の設計事務所に実施設計
を依頼したが、なかなか思い通りに進ま
ない。最後の滞在は約 1ヶ月。締め切り
は迫るが、いくら焦っても自分では図面
を描けない。であれば日曜日くらい思い
切り楽しもう。そう頭を切り替えた。
　最初の日曜日、一番人気の観光地「テ
オティワカン」へ行ってみた。メキシコ最
大のピラミッド。メキシコシティからバス
で約 1時間。平日の仕事を忘れ、週末
の一人旅を満喫。これに味をしめ、翌週

も出かけた。今度はバスで約２時間、「プ
エブラ」という焼物で有名な町。色とり
どりのパステルカラーの外壁が美しい。
これまた大満足。これは止められない。
翌週も行くしかない。
　次はバスで約 3時間、日帰りで限界
の距離。深い山の中の町。もはや英語
は通じない。途中、危ない目に会いか
けたが、無事目的地の「タスコ」へ到着。
昔、銀で栄えたという。着いて歩いて
5分。もうダメ。すぐに興奮は絶頂を
極めた。ガイドブックで見たよりも遥か
に魅力的。外壁は白。屋根や開口部廻
りはテラコッタ。石畳の道は狭く急な
坂道ばかり。しかも迷路のような複雑さ。
そこを白いビートルのタクシーが次から
次へと走ってくる。中心部の教会に面
した広場は露店やレストランで賑わって
いる。こんな山奥にこんな町があった
なんて・・・。平日の苦しみは全て吹っ
飛んで、おつりをもらった週末の旅で
した。

自作自演 238

石本建築事務所

Taxco, Mexico

岡野 俊二 （JIA 愛知）

16わたしのとっ
ておき

メキシコの週末

大塚 一三 （JIA 愛知）

白頭掻けば

更に短し

＊1　『荘子』斉物論「殤子より壽なるは莫く、彭
祖を夭となす」を踏まえているとの説もあ
るが、東晋の王義之はこの『斉物論』＊2 に、
かの『蘭亭序』の最後の部分で真っ向から
反論し、「彭殤を斉しくするは妄作為り」と
批判する。

＊2　『荘子内編斉物論』 莫壽乎生殤子、
而彭祖為夭　長命と短命を同一に見なす
彭：彭祖　夏を終えて殷末に及ぶまで 700
歳まで生きたとされる。　
殤：殤子　年若くして死んだ者
（長殤、中殤 下殤 に分けられている）

蛇足
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らは 88名の回答があった。（関東甲信越
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結果や意見は、JIA本部の「組織再編特
別委員会・建築家資格制度ＷＧ」に届け
られた。今後、登録建築家の現状制度を
維持するか、制度を見直すかなどの話し
合いのための情報になる。
　登録建築家については、よく知らない、
考えることがなかったという会員が一定数
いることがわかった。また、その存在意義
や問題点の指摘、将来に向けての進め方
など多くの意見が集まった。今年は本部職
能・資格制度委員会委員長の内野輝明氏
による建築家資格制度（登録建築家）レク
チャーを全国各支部で開催し、東海支部
は夏頃を予定している。登録建築家を理
解し、今後のあり方を会員間で討論する
機会になればと思う。　

JIA 東海支部 建築家資格制度実務委員会

登録建築家に

関わる報告

オウ環境設計事務所
野々川 光昭 （JIA 愛知）

【登録建築家に関するアンケート集計】　　※
０．登録建築家に登録しているか。

・登録している　75％（69％）　

太字：東海支部 斜体：全国

（31％)・登録していない　25％

１．JIAでは一級建築士を「技術者資格」、登録建築家を「職能資格」として推進している。　

・知っている　　84％（80％）　 （20％)・知らなかった　　16％

・知っている　　57％（49％）　 （50％)・知らなかった　　43％ （1％)・無回答

（2％)・無回答

（1％)・無回答

（2％)・無回答

２．第 11代会長の芦原太郎さんの時代に、正会員は「登録建築家」の登録を目指すとしている。

・知っている　　89％（81％）　 （19％)・知らなかった　　11％

３．現在の登録建築家は「ライセンス」では無いことを知っているか。

・知っている　　93％（91％）　 （9％)

４．登録建築家の目的の一つに「国家資格」にすることがあることについて。　

・国家資格を目指すべき　41％（44％）　
・よくわからない　　　　34％（29％）　

・よくわからない　　37％（37％）　

（27％)

５．登録建築家に登録することは「建築家運動」に参加することである。

・知っている　　56％（56％）　 （42％)・知らなかった　　44％

６．実務訓練プログラムについて、（詳細はともかく）存在を知っているか。　

・知っている　　36％
アメリカの建築家資格は各州により異なりますが、合衆国としての国家資格ではない。

（33％）　 （66％)・知らなかった　　64％

７．アメリカの資格制度は「職能資格」であり「実務訓練」によるものだと知っているか。

・賛成　　36％ （38％）　 ・反対　　27％ （23％）　

８．登録建築家を「JIA正会員要件の必須項目に加えたい」との意見がある。

※９．登録建築家についての意見は別紙に取り纏め同封しています。

　太平洋戦争が終わったとき、私は 15
歳、名古屋の中心部は栄から笹島の東
海道線が間近に見えるほど焼き払われ
ていた。『春望』の首聯「国破れて山河
在り、城春にして草木深し」そのもの
の情景だった。主要都市が焦土化した
日本の疲弊・窮乏の時は数年続いた。
育ち盛りに十分な食事もとれず、よく
言われたのは「君たちはとても長生き
はできないな」である。
　それがこの春、卒寿に達した。当然
のことながら髪は白く薄く、先の詩の

尾聯「白頭掻けば更に短く、すべて簪
に勝えざらんと欲す｣さながらだ。杜甫
はこのとき 46歳、年齢からみれば、
聊かは慰めもつくというものだが、体
力の落ち込みは覆うべくもない。眼は
疎くなり、膝は痛み、時には腰痛に苦
しむ。まさに、沙翁の語る老人の姿が
眼前に迫ってきている。
　杜牧の詩に『不飲贈酒』と題したもの
がある。不遇の友人に酒を送り慰めた
ものだ。その第二句は｢彭殤は＊1共に
一籌（長寿かそうではないかは丁か半
かだ）｣と綴る。しかし現在は、もう
100歳まで生きたとしても特に驚く時
代ではなくなっている。とは言うものの、
ただ長生きすればよいというものでは
ない。書店には老人の生き方に関連す
る本が横積みになっているが、これは
勝れて人それぞれ個々の問題である。
「人生の究極の価値は、単に生き残るこ
とによってではなく、自らを知り深く
考えることによって決まる」とアリス
トテレスは言う。

　充実した人生を自分に送ってくれる
のは自分だけだ。いま思うのは、残り
の人生を当たり外れでなく、少しでも
意義あるものにしていきたいというこ
とだ。私にとってはこれからが本番と
考えるべきかも知れない。幸か不幸か、
生来の野次馬根性はいまだに健在だ。
書斎には読み残した本の山も待ってい
る。

　6年前、仕事で半年間メキシコを行き
来した。現地の設計事務所に実施設計
を依頼したが、なかなか思い通りに進ま
ない。最後の滞在は約 1ヶ月。締め切り
は迫るが、いくら焦っても自分では図面
を描けない。であれば日曜日くらい思い
切り楽しもう。そう頭を切り替えた。
　最初の日曜日、一番人気の観光地「テ
オティワカン」へ行ってみた。メキシコ最
大のピラミッド。メキシコシティからバス
で約 1時間。平日の仕事を忘れ、週末
の一人旅を満喫。これに味をしめ、翌週

も出かけた。今度はバスで約２時間、「プ
エブラ」という焼物で有名な町。色とり
どりのパステルカラーの外壁が美しい。
これまた大満足。これは止められない。
翌週も行くしかない。
　次はバスで約 3時間、日帰りで限界
の距離。深い山の中の町。もはや英語
は通じない。途中、危ない目に会いか
けたが、無事目的地の「タスコ」へ到着。
昔、銀で栄えたという。着いて歩いて
5分。もうダメ。すぐに興奮は絶頂を
極めた。ガイドブックで見たよりも遥か
に魅力的。外壁は白。屋根や開口部廻
りはテラコッタ。石畳の道は狭く急な
坂道ばかり。しかも迷路のような複雑さ。
そこを白いビートルのタクシーが次から
次へと走ってくる。中心部の教会に面
した広場は露店やレストランで賑わって
いる。こんな山奥にこんな町があった
なんて・・・。平日の苦しみは全て吹っ
飛んで、おつりをもらった週末の旅で
した。

自作自演 238

石本建築事務所

Taxco, Mexico

岡野 俊二 （JIA 愛知）

16わたしのとっ
ておき

メキシコの週末

大塚 一三 （JIA 愛知）

白頭掻けば

更に短し

＊1　『荘子』斉物論「殤子より壽なるは莫く、彭
祖を夭となす」を踏まえているとの説もあ
るが、東晋の王義之はこの『斉物論』＊2 に、
かの『蘭亭序』の最後の部分で真っ向から
反論し、「彭殤を斉しくするは妄作為り」と
批判する。

＊2　『荘子内編斉物論』 莫壽乎生殤子、
而彭祖為夭　長命と短命を同一に見なす
彭：彭祖　夏を終えて殷末に及ぶまで 700
歳まで生きたとされる。　
殤：殤子　年若くして死んだ者
（長殤、中殤 下殤 に分けられている）

蛇足
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　JR高山本線白川口駅を降りるや間近
にこの鋼鉄製の橋が見えてくる。岐阜の
白川と云うと大野郡白川村の合掌造りの
白川郷と思われるが、そうではなく加茂
郡白川町の飛騨川の鋼吊橋である。飛騨
川の支流に黒川、赤川、白川があると聞
くが、それは河川の石の色に由来している。
飛水峡で有名なように急峻な飛騨山地と
断崖絶壁を有する飛騨川西側沿いに、
1926（大正 15）年 3月国鉄高山本線が
岐阜方面から白川口駅まで開通した。そ
の川東にある白川町（当時白川村）、坂ノ
東村、蘇原村、黒川村、佐見村などの玄
関口となった駅の連絡通路としてのこの橋
が造られた。

　主塔は鋼製トラスの門形で、現存する
吊り橋として非常に珍しいタイプである。
当時の欧米風の洗練された気品のある優
美な姿をしている。緑深い山々と川面に
映し出される白いこの橋の姿はいつまでも
魅入られる。
　その後、飛騨川沿いに国道 41号線が
整備され、1960（昭和 35）年にそのすぐ
下流に飛水橋が架設されたことに伴い、
幹線道路としての地位を譲り歩行者、二
輪車専用橋となったが、それがむしろ幸
いし荷重負担が少なくなり老朽化を免れ、
町民の居場所であり心の風景となってい
る。

白川町内から JR白川口駅に向かう 飛騨川西ふもとより

飛騨川川下（南側）より

アトリエ祥建築設計
鈴木 祥司 （JIA 愛知）

所 在 地：岐阜県加茂郡白川町河岐（かわまた）
　　　　　500-7～坂ノ東
アクセス：JR高山本線白川口駅下車　徒歩3分
国登録有形文化財（建造物）：21-0208
登録年月日：2013.03.29（平成25.03.29）
所 有 者：白川町
土木学会選奨土木遺産認定：2006（平成18）年11月
参考文献：（1）現地表示版
　　　　　（2）土木学会選奨土木遺産HP
　　　　　（3）文化庁　国指定文化財等データベース

●昨年 6 月号か

らの大幅縮刷・

新誌面構成も本

号で丸一年を迎え、

古くからの会報・

ブリテン畑会員とし

て、暫くぶりに本

欄登場の機に改めて現下の誌面構成に想い

を馳せました。表紙系４ページ全誌面をカラー

で綺麗に納め、残る８ページに端正に記事を

凝縮したスタイルの小気味よい定着を感じます。

従前より遥かにコンパクトに抽出された記事群

にあって、｢自作自演｣や｢わたしのとっておき｣の

個性溢れる絶妙の筆致に感服する一方、本

部理事会や支部役員会報告等が僅かでも入る

余地がない厳しい現実は寂しい限りで、会員

機関誌が｢新体制｣で生き抜く｢肝｣を垣間見ま

した。それにしても、新型コロナ禍の爆発的拡

大は心痛の極みです。支部・地域会の会議

や総会、活発な事業企画の隅 ま々で｢自粛｣蔓

延の嵐の只中で、当誌この先数号の編集シナ

リオにも強靭な体力と機動性が必須 ??

   　   （鈴木利明）

●今号も日本とイタリアに拠点を置かれる服部 

高志さんによる表紙連載、菅原先生のレーモ

ンドホール物語、静岡･三重地域会の事業報

告、登録建築家に関する報告記事に加え、「わ

たしのとっておき」では岡野 俊二さんが海外案

件に携わられた際の濃密な体験を、「自作自

演」では卒寿を迎えられた大塚さんの含蓄深

い論考とまだまだお元気な様子を投稿いただき、

8 頁ながら東海支部ならではの多様な会員の

姿が伝わる内容になっていると感じます。新型

コロナの影響による各事業の中止･延期のため、

次号から事業報告記事の掲載予定はありませ

ん。なかなか会員同士の交流がままならない

現状で、今こそ会員をつなぐプラットフォームと

して、会報誌の真価が問われていると思います。

多くの会員の皆様に投稿いただき、現況を伝

え合う場にできたらと考えています。何卒ご協

力のほど、よろしくお願いいたします。

　（中澤賢一）

第 380号
発　行　日　2020.5.1（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
　　　岡崎市明大寺町荒井10番地
　　　TEL（0564）21-2657 FAX 26-1792
発　行　所 （公社）日本建築家協会東海支部

名古屋市中区栄 4-3-26　昭和ビル
　　　TEL（052）263-4636  FAX 251-8495
　　　E-Mail：shibu@jia-tokai.org
　　　http：//www.jia-tokai.org/
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白川中学校前
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　三重地域会では、2 年毎に地域会の

活動記録をまとめた会報をつくっていま

す。県内に JIAの活動をアピールするた

め、行政、図書館、大学や地域会のイ

ベント時には一般の方にも配布している

ものです。そうした配布先にも配慮し読

みものとして興味を持ってもらえるよう特

集記事を掲載しています。この特集のテー

マは地元三重県にかかわるものを毎回選

定しています。以前は県内の街並みや建

物の紹介など建築に直結するものを取上

げていましたが、前号の「三重のまつり」

特集に引き続き、文化・産業と建築家の

結びつきを示せるようなことができないか

と、今回は「三重の伝統工芸品」を取上

げることとしました。三重県で経済産業

大臣の指定を受けている伝統的工芸品は

5つありますが、全国的なシェアが大きい

にも関わらず県外の人には三重県で作ら

れていることがあまり知られていません。

そのような認知度の低い県産品について、

それぞれ地元の JIA 会員が取材して記事

をまとめました。地元人ならではのつな

がりを感じられる思いのこもった内容に

なったと思います。また東京の情報発信

地「三重テラス」のクリエイティブ・ディ

レクターを務められている著名なファッ

ション・ジャーナリストの生駒芳子さんに

も寄稿していただきました。全国的な視

点で観た三重の産業の経緯と現在進めら

れている新しい動きを書いていただきまし

た。

　より多くの方に見ていただき三重の県

産品への興味を深め、需要の増大と産地

を訪れる契機となってほしいと思います。

また各地元の方々とは建築家との協働に

よる新しい企画創出への広がりを期待し

ています。

　発行部数が限られておりますので、JIA

三重地域会のホームページ上のPDF 版で

ご覧ください。

https://www.jia-mie.com/
なお実誌を希望の方は、

JIA三重地域会事務局：日新設計

TEL059-227-7421にお問い合わせください。

JIA 三重地域会ホームページ

三重地域会会報

アーキテクトみえ
30・31号を発行しました

服部 昌也 （JIA三重）

八武組




