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大通りから一本奥に入ると、思わぬ発見が。ミラノはそんな街です。ある日、細い路

地に入り、ふと横を見ると、路面列車「トラム」が格納される車両基地がありました。

中をのぞいてみると、1900年代前半に登場した角ばったスタイルの1500型、グリー

ンのユーロトラム、ピニンファリーナによりデザインされた楕円形フロントのシリオ。歴代

のトラムたちは、それぞれどのような旅に連れて行ってくれるのでしょうか。
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■静岡地域会
・11/20 静岡地域会役員会の開催（WEB同時開催）
・12/11 静岡地域会拡大役員会の開催（WEB同時開催）
・12/11 第 1回 JIA塾（WEB同時開催）
■愛知地域会
・11/毎金曜日 名古屋市立大学授業「建築家の仕事」（第 7～ 10講座）
・11/20 第 6回役員会（WEB同時開催）
・11/27 講演会『電脳設計論壇＃04』（オンライン方式）
■岐阜地域会
・11/19 18:30～ 20:00（予定）JIAの窓（講師講演会＆座談会）
　内容：JIAの窓 1「オンライン講演会」
　　　　無料の zoom 講演会及び一般参加者を交えてのオンライン
　　　　座談会形式（30名～ 50名程度予定）
　講師：大場智博氏（山形県　工業技術センター連携支援デザイン課）
タイトル：未定（山形県においてデザイン振興の取り組みを基に

　　　　地方での建築の可能性を探る）
　参加費：無料（予定）
■三重地域会
・11/ 7 建築ウォッチング

B ulletin  B oard

JIA愛知・大学特別委員会主催の名古屋市立大学芸術工学部 2020年度後期授
業「建築家の仕事」がコロナ感染予防対策によりオンラインにて毎週金曜日開催し
ます。JIA会員も聴講出来るようご配慮頂きました。
それぞれの会員が日々取組んでいる仕事や、学生への未来に向けてのエールなど、
普段、会の活動だけでは見えない、会員の仕事や取り組みを知る良い機会になる
と思います。

名古屋市立大学授業「建築家の仕事」
講 演 会

各回金曜日 10:40~12:00 zoomによるオンライン授業
聴 講 方 法 https://us02web.zoom.us/j/4224364275

パスワード : 4C5dPx
聴講希望者は、各回ごとに鈴木賢一先生へご一報願います。

 ken@sda.nagoya-cu.ac.jp まで

11月 6日 講師　塩田有紀・小林啓伯・小林久美子
テーマ「家具と建築」
内容　空間や場をつくること、暮らしを支える形など
　　　家具と建築、双方の視点から考える。

11月 13日 講師　奥井康史・杉本憲治
テーマ「地域社会と建築との関わり方」
内容　地域や土地の持つ力、社会と環境をつなぐ設計手法について

11月 20日 講師　高木耕一
テーマ「もの／ひと／こと／まち育て　-私の設計手法-」
内容　設計の楽しさ、やり甲斐などを伝え、設計を志す人
　　　を育てこれからの時代に求められる設計者像を考える。

11月 27日 講師　平野恵津泰・朝日宏和　
テーマ　「建築と庭」
内容　建築家とお庭のコーディネーターによる空間づくりの作法

以降の授業は 12月号にて紹介いたします。

地域会だより・Bulletin Board ────────1

連載：英・米のコミュニティスクール
　　　100年間の変化 No.2──────────2

改正基準法及び省エネ法講習会＠zoom─────4

コロナ禍に想う ───────────────5

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
拡大の影響について」アンケート調査報告 ② ──6

データ発掘：とこなめ陶の森陶芸研究所 ────8

編集後記 ──────────────────8

JIA発足前後を振り返る────────────9
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　北洋木材工業は昭和 38 年創業以

来、一貫して広葉樹製品を取り扱って

まいりました。

　ロシアからタモ・ナラの丸太を大型タ

ンカーで輸入し、旭川市の製材工場か

ら全国の家具・建具の産地に向けて出

荷しております。

　現在では、より持続的な生産管理が

なされている北米の製材メーカーから

ウォルナット、チェリー、オーク、メープル、

アッシュ等の製材を直接仕入れ、家具

メーカー・工務店・趣味で使われる個

人のお客様に至るまで幅広く細かな販

売対応をしております。

　一昔まえの家具業界と言えば問屋さ

んからの注文で画一的な製品を大量に

製造しておりました。情報発信のツー

ルが増えた今では、オリジナルの家具

を作る個人工房様も増え、たくさんの

お問合せをいただくようになりました。

デザインも千差万別で取り扱う樹種も

多様性を求められるようになりました。

米製材へのウエイトシフトはこのような

需要にこたえる意味でも大変重要な転

機でありました。

　また、広葉樹の可能性を建築内装材

に見出し、数年前より JIA 静岡地域会

に法人協力会員として参加させていた

だいております。先生方には多くのプロ

ジェクトに広葉樹製品を推奨していただ

いております。

　これからもたくましく成長した広葉樹

から作られた造作材の川上から川下ま

での流れをしっかりとお伝えしていきた

いと思いますので、皆様には一つのス

トーリーを読むように広葉樹に親しんで

頂ければ幸いです。

北洋木材工業株式会社　静岡営業所

　金原 圭佑（静岡）

広葉樹に携わって

〒422-8046　静岡県静岡市駿河区中島1197-1　　☎ 054-285-8103　　 FAX 054-281-3767

法人協力会通信
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今夏、建築家の皆様のご要望で復刻した
完全面無しホワイトアッシュ三層フローリング

　今回ブリテン委員会より執筆の依頼があり、最後に下記のように記
載されていました。「私たち若手が経験できていないことや見たこと
のない、以前の JIA および設計環境を私たちにお伝えいただき記録に
残せたらと考えています。」
　私は今年 6 月に 80 才となり、いつの間にか JIA 会員の中でも古株
になってしまいました。多くの先輩や同年代の方が、亡くなられたり、
退会されたりして、寂しくなりました。研修委員長を 2 期（2000～
2003 年）務めた以外には重要な役職を担ったこともないのですが、
行事には割合参加してきました。JIA 発足前後の約 20 年間ぐらいの、
記憶に残っていることを記してみます。もし間違いがありましたら、
ご教示ください。

■ JIA発足前の専業設計者を巡る状況
1970 年代は＜公取問題＞が建築設計界に一大旋風をまきおこして
おり、ジャーナリズムも「建築家の職能」を取り上げていました。
　＜公取問題＞とは、建築家の事業者認定や建築職能団体の報酬規程
が独占禁止法に抵触するかどうかを巡って、公取委と家協会の間で繰
り広げられた論争と、それを契機とする建築職能論議のことです。
　当時専業建築家関係の団体は「（旧）日本建築家協会」（個人会員）
と「日本建築設計監理協会連合会」があり、1978 年に「愛知建築設
計監理協会」（専業事務所会員）が発足しました。私（事務所）は、
即入会しました。
この頃の思い出として、1981年 7月に「日本建築職能史　概観年表」
をまとめたことがあります。当時所属していた職能委員会で、「建築
家と職能」（山本正紀著・1980）という本を勉強しようということに
なり、私が概略の説明をするよう指名されたのが発端でした。この本
は東京都建設局の職員であった山本氏が東京都立大の卒業論文として
まとめたものを元に本として書き改めたものです。B6 判 443P で幕
末から公取問題までが、詳細な資料とともに記述されており、読むの
が大変だったので、これを概略説明するのは不可能と思い、年表にす
ることを思いついたわけです。当時まだワープロもない時代で、A3
トレペに手書きで年表を作り、青図を委員会で発表しました。年表は
その後会報に掲載され、佐久間会長から感動したとの言葉をいただき
ました。

■新日本建築家協会が発足
1987 年 6 月に「（旧）日本建築家協会」（会員約 1200 人）と「日
本建築設計監理協会」が合併し、丹下健三会長の元に新日本建築家協
会が発足しました。この時は大いに盛り上がり、入会者は 6750 人に
上り、さらに増加しましたが、8000 人には届かなかったようです。
当時最終的な目標は 10000人だったと思います。専業設計者のための
職能法整備のため、国へ働きかけるには、それぐらいの会員数が必要
とのことだったと思います。最近は減少が止まらないようで残念です。

■「建築家カタログ　住宅編」の発刊
1993 年 1 月に近畿支部住宅部会が「建築家カタログ・住宅編」と
いう本を発刊しました。この種の本の先駆けといえるもので、4 年半
もの年月をかけ、周到な準備と涙ぐましい努力で完成。大手新聞各紙
でも紹介されて、大きな反響があり、増刷に次ぐ増刷という嬉しい状
況だったそうです。JIA NEWS 1994 年 1 月号に《爆発的な売れ
行きの「建築家カタログ［住宅編］」の謎》という表題の記事が載っ
たほどです。
そこで東海支部でも是非出版したいということになり、約 1 年の準
備期間を経て、1996年 4月に「建築家カタログ・住宅編」（東海支部
住宅研究会）を発刊しました。
　近畿支部からは、使える記事や資料はどうぞ使ってくださいとの好
意的な申し出があり、当時は一刻も早く出したいという思いで、住宅
研究会の有志 10 人が月 2 回集まり、1 年で出版にこぎつけたわけで

です。反響は近畿支部には及ばないものの、参加した会員（57 人）
には色々な反応があり、設計の受注にもつながったようです。
その後この本の発行は vol.5（2009）まで続きました。

■「アーキテクト―建築家とは何か」R.ルイス著　
六鹿正治訳　鹿島出版会・1990

　最後に一冊の本を紹介したいと思います。この本を読んだのは 20
年ほど前です。それまでアメリカの建築家は、恵まれた環境の中で仕
事をしていると思いこんでいたのですが、そうでもないことを知ると
同時に、建築家のことを理解するのに大いに参考になりました。
　興味のある人は是非一読してください。

山上建築設計

山上 薫（JIA 愛知）ＪＩＡ発足 を振り返る前後

東海支部版近畿支部版

1956年 日本建築家協会　発足
1975年 日本建築設計監理協会　発足
1978年 10月 愛知建築設計監理協会　設立
1987年 6月 新日本建築家協会（会長　丹下健三）発足
1988年 10月 「ARCHITECT」10月号　創刊
1993年 6月 近畿支部「建築家カタログ・住宅編」発刊
1996年 4月 東海支部「建築家カタログ・住宅編」発刊

その後 vol.5（2009）まで継続
1996年 6月 日本建築家協会に名称変更
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■三重地域会
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１、英国オックスフォード州の田舎の極小
規模校 Finmere Primary School が世
界初のオープンスクール－1962 年（99
年視察）
　世界最初のオープンスクールの学校は、

極小規模校で、1人の先生が同時に複数

の学年を教える複式学級の学校である。

１）Finmere の空間構成、①学生全員が
集まれる中央のホール（村のホールでもあ

る）、②学年の半分が集まれる中スペース

2ヶ所（増築で1/3が集まれる中スペース

3ヶ所）、③中スペースに、学年の小コー

ナーユニット2ヶ所（増築前は3ヶ所）が

設けられ、衝立でコーナー化されている。

①と②の空間の間に可動間仕切りが設け

られ、ホールで他のグループが活動して

も影響を受けないように計画されている。

２）授業での使われ方、基本的には、ま
ず全員がホールで全学年への話（例えば

校長先生）を聞き、分かれて中スペース

のクラスルームテーブルで各学年が先生

の指示を受ける。その後各学年は、コー

ナーでプリント等を使って個別に学び、

分からないところがあれば、手を挙げて

先生が来るか、学生が先生の所に行って

聞く「個別学習」で、それには教室の固

定壁は邪魔で、可動間仕切りとコーナー

壁を採用している。この「主体的な学び

方」と「壁の無い学校」がオープンスクー

ルの誕生につながった。

2、1970年代、「School and Community
国際会議」と世界に広がる多様なタイプ
のコミュニティスクールの出現
１）OECD（経済開発協力機構、1960 年

発足で日本は 1964 年加盟）は「School 

and Community 国 際 会議」を 1973 年

10月に英国で開催、各国の文化と伝統

が異なる中で「各国の学校を地域の全世

代の学習の場として創る」ことの発表と質

疑を行った。会議内容はOECDが 1975

年に「School and Community」の報告

書を出版し、英国、米国、ノルエー、ドイツ、

CERI（Center for Educational Research 

and Innovation の略で、OECD 加盟国で

構成の教育センター）の代表者が執筆した。

２）生涯学習時代の各施設の活動の質を
高める、英国の代表者は「施設の有効利
用を目的に学校施設をコミュニティが活用

する場合があるが、もはやそれが目的で

は無く、生涯学習時代に学校教育と成人

教育やレクリエーション等が、学習等を

一緒に協力して行い各施設の活動の質を

高めることが重要」と述べ、その代表例

に英国のAbraham Moss Center 等を上

げ た。こ れ は「Community School と

Community/Schoolとは全く異なる」と

の前掲の指摘で、全世代の学びの場を目

指すCommunity/School に通じる部分

がある。

３）学校の地域人材の利用、CERI 代表者
は、学校がコミュニティの人材等を活用

する重要性を指摘した。この両者の国際

会議での発表内容は、ヘンリーモリスの

VillageSchool構想がCommunity/School

を目標とし、「コミュニティが学校を学習

拠点として活用し、学校がコミュニティ資

源を活用して両者の学習の質を高める」

という指摘と共通する。

３、大規模複合施設を１センターとし一元
管理するAbraham Moss Center（72－

76 年建設、87年と99年視察）

１）全体が 1 センター、レジャーセンター
のスポーツホール、屋内プール、体操場、

ダンス兼体操場、スカッシュ等は市、11－

16 才の総合制中等学校とSixth and 

Seven Form、成人教育センター、図書

館（1 階子ども図書、2 階貸出図書、3

階参考図書）、劇場、音楽やドラマ等は

州所有で複合している。英国は州と市の

所管は重複せず相互補完関係にあり、異

自治体間で 1センターを建設し運営費用

も分担している。

英・米のコミュニティスクール

１００年間の変化 No.2
世界最初のオープンスクール
OECD 国際会議と大規模センターの出現
コミュニティスクールの多様化

Finmereのクラスルーム、3学年が集まれる
テーブルと教材と教師机、左に学年別コーナー

Finmere中央のホール、村の人達の集会の場

Finmere正面、子ども達が落ち着く「家」がコンセ
プト、今も学校に「ハウス」の言葉が使われる

図 1、Finmereの平面図、右側は増築部分

連載全 6回予定
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２）各エリアの構成、3エリアと各エリア
間の南北と東西の歩行者用通路の2アプ

ローチから成る。図面は上が北、傾斜地

に建ち1 階は南のA、レジャーセンター

エリアと歩行者用通路の反対側にレスト

ラン、更に北に音楽や劇場、ドラマ、北

側にB の成人教育センター、その南中央

に管理と図書館子ども図書、更に南北軸

の東側にユースクラブと店舗がある。2

階から学校が主に使う東のC エリアが加

わる。2階はB エリアに成人教育センター、

その南に図書館貸出と南北軸反対側があ

る。3階は南北軸西側のB エリアにオフィ

イススタディ・理容・美容・セラピー、C 

エリアに学校、4階はC エリアの学校のみ。

３）昼は学生を含めて2千人、夕方から
その3倍が利用、人の集中で学生もコミュ

ニティの人達と一緒に学び、地域クラブ

に所属して活動し、「コミュニティと共に

ある学校」で、高齢者や障害者も同様で

ある。

４、多様なコミュニティスクールの登場
１）小規模複合施設の Ilkeston Chaucer
Infant School（74年建設、99年視察 )、
施設は、国と州のモデル計画で、3－4 

才のNursery School（3 才は法令でなく

州の早期教育）と5－7才の学校部分、ファ

ミリーセンターから成る。ファミリーセン

ターは計画時に成人教育拠点を想定した

が、現状はNursery Day Care が主。成

人教育は、開放部分を使い学校が行って

いる。

２）開放と非開放の構成モデル、学校は
開放部分を使い夜間に成人教育等を行う。

地域は共用入口横のファミリーセンターと

食事も可能なホール、厨房を利用でき、

それ以外はドアで閉じられている。ファミ

リーセンターは受付がある別入口を持ち、

管理は共用入口とファミリーセンター入口

の両方が見える位置である。

３）学習空間は多様な活動に合わせ、オー
プンな部分と囲まれた4種類の空間で対

応、多様な活動への対応でオープンな空

間と囲まれた空間を用意し、囲まれた空

間は大・中と小空間の2種類にコの字型

とクローズの2種類の空間の計 4種類を

用意して活動に対応している。コの字型

空間は、ドアの開け閉め無く利用でき周

囲のオープンな空間と関連させての利用

や落ち着ける半個室空間として利用が可

能で、開いている部分を外部又は中庭の

ガラス開口部に面させて閉鎖性を高め明

るさも確保している。クローズな空間は、

静寂な雰囲気でのお話や逆に音を出す場

合に利用でき、オープンな空間を確保す

るため隅に設置している。

豊橋技術科学大学名誉教授

渡邉 昭彦

Abraham Moss Center南外観、左レジャー
センター、右学校、後退部に南北軸と中央入口有

Abraham Moss Centerの頭脳である図書館右端はMs.Hampton校長、左端は調査に同行の
Mr. Graham Parker氏で計画時に英国文部省（DES）
のチーフ建築家で計画を担当

中央南北軸で南を見る、正面レジャーセンター、
左 2階に学校とセンター通路、手前歩行者専用路

上の平面で右ホール壁、左中庭で学習・食事

図 3、Ilkeston Chaucer Infant School の平面

図 2、Abraham Moss Center 平面図（火災後の現在）
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　昨年度私が研修委員長の際、改正建築基準法の研修会を愛知
県建築住宅センター様のご協力を頂き、2回に渡り開催を企画し
ておりました。第 1回目は、2019年 10月2日14時から開催
し、第一弾としてまだ、しっかり改正内容が決まってないない事項、
つまり告示関係についてがしっかり見えて来た段階で２回目を開
催することを企画。2020年に入り時期を見計らっていました時
に『コロナ禍』に巻き込まれてしまいました。３月以降には開催し
たいと思いつつもなかなかその開催を見込む事がでない状態が続
いておりました。

そんな中で、次期研修委員長のもとで、zoomを用いた研修
会企画、電脳設計論壇が沢山の参加者の中次 と々開催されており、
改正基準法の講習会についても zoomを用いて開催できないも
のか？となり、愛知県建築住宅センター様にもご協力を願い、今
回開催できる運びとなりました。成功する見込みは十二分に感じ
ていましたが、私としては、今回どのくらいの方々が参加頂ける
のだろうか？zoomを用いる事でより多くの JIA会員様に参加頂
けないだろうか？と非常に期待をしておりました。愛知県建築住
宅センター様も、初めての開催との事でしたので、何度か練習を
して頂いた様です。本当にありがとう御座いました。

さて、実際開催されての感想ですが、実感としては非常に内容
が『わかり易かった』です。と言いますのも、対面で開催されて
いた今までの研修会は、紙ベースの資料を元に講習が進んでいく
のですが、実際いまどの箇所を話しされているのかが分かりにく
い時があり、追いかけている中でよく内容が伝わらないという事
が多 あ々るのですが、zoomの画面共有にて話しが進みますので、
内容が把握し易いのです。また説明イラストも手元で見る事がで
きますので、対面の際の、パワーポイント資料を遠くに投影され
た画面などで見る事よりも確認し易い感じがします。もし、途中
で質問事項があれば、zoomのQアンドAを使って記入してお
けば、それを後から講師の方が返答くださいますからこれも便利。
オンラインの研修会も、実際悪くないな、と思ってしまいます。
仕事の合間に少しだけ時間を割いて、研修会を受けることもでき
る。私のように名古屋市外の設計事務所を運営しているものに
とっては、非常にありがたかったりもします。

　改定の中身については、未だ少し未確定の内容もあるようです
が、今回の改定は、木造建築の推進を国が進めていることは十
分理解できました。また、既存建物の有効利用ができるように

誘導しているのだなとも思いますが、実際の業務においていえば、
まだまだ既存の建物を有効に使うにおいて、市町村レベルの規
制が多く、利用しようと思うと障壁があったり、結局建物を新築
することが誘導されているような規制も多く、国と市町村との温
度差を感じざるを得ません。
　省エネ法の関係については、だんだんと私たちがよく設計する
建物に関しての規制の網がかかり始めているのを感じます。（住
宅や小規模建築物）時代の流れですし省エネ化を図るのは良い
ことですから、できるだけの協力をしたいと私は思っております。

　今回、愛知県建築住宅センターの林様に講義をお願いしまし
たが、林様自身も、zoom講習会は始めてのことだったそうです。
ですが、思っておられたよりも伝えやすくまた、講習者の方々の
反応を身近に感じられたそうです。実際、対面の講習では質疑
がしにくかったり、逆に反応が悪いことも多いかと思います。で
すが、私たちが感じるのと同じように、講習者が近く感じる（受
講はその逆を感じる）という事です。このような講習は、この『コ
ロナ禍』がなかったとするとここまで広く行われなかったのかも知
れません。『コロナ禍』が早く収束し、以前のような日常が戻って
来て欲しいと切実に思いますが、収束後も、この zoomを利用
した研修会、講習会、講演会を併用していただきたいと思ってお
ります。

　最後に気にかけていた参加者数ですが、今回も20名程度で
した。対面で行われていた講習会とさほど違いがなく少し残念に
思いました。この理由は何だろうかと。参加される方々はつまり
は役員の方々だけなのだろうか？JIAの会員には zoom開催に
アレルギーがあるのだろうか？そのあたりを明確にしていかないと、
せっかくの有益な研修会を開催しても無意味になってしまいかね
ません。JIA会員は登録建築家であることが求められております。
その際に定期的なCPD単位の取得が求められております。その
機会を設けていくにあたりどのような研修会、講習会が有効なの
だろうか？と考えていく必要があると思います。

改正基準法及び省エネ法講習会＠zoom  2020/9/9

研修室室長
宮坂 英司（JIA愛知）

JIA 愛知発 研修委員会
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リレートークコロナ禍に想う

　2020年度の東海住宅建築賞はコロナ
禍の中、残念ながら中止とせざるを得な
かった。実現した建築を対象とした賞の場
合、現地審査が非常に大きな意味を持つ。
図面と写真だけでは、どうしても理解しき
れないところが残ってしまう。面白い建築
であればある程、図面だけでは読み取れ
ない部分が多いように感じている。現在の
ように先が見えない状況では中止は致し方
無い判断だと思う。このような状況の中で、
オンラインで行うリモート打ち合わせの機
会が増えている。大学の授業やエスキスも
オンラインが主流となっている。3月頃は
オンラインでの打ち合わせや授業など本当
にできるのだろうかと半信半疑だったが、
やり始めてみると結構大丈夫である。少な
くとも図面を介したやり取りは、設計の打
ち合わせでも大学でのエスキスでも大きな
ストレスなく進めることができるようだ。今

まではオンラインでの仕事など不可能だと
思い込んでいたのだが、意外と行けてしま
うことが分かったのは大きな収穫だった。
在宅勤務なども含めて設計事務所の働き
方も変わって行く可能性が見えてきたと感
じている。とは言え、やはりオンラインで
は難しいことも残る。プロ同士の間でも模
型を使った空間や形態の把握がしにくいこ
とにはストレスを感じる。2次元の図面と
3次元の模型では、把握しなければならな
い情報量が格段に増えるからであろう。
また、議論の内容も抽象度が高かったり
感覚的であったりすることも要因なのだと
思う。
　建築賞の審査もいずれオンラインを介し
たものになっていくのかもしれないが、現
実の建築が持つ情報量は図面と模型との
差異以上に大きい。身体が感じるスケール
感、素材や光の把握、音や温湿度などの

感覚的な情報など全てが複合するのが建
築体験であることを思うと、それらをオン
ラインで伝達可能な情報に変換することは
不可能なのではないかとも感じている。デ
ジタルネイティブ世代はまた違う観測を持
つかもしれない。いずれにしても、来年は
現地審査ができる東海住宅建築賞の再開
を期待している。

④
建築賞について

　今、この原稿を執筆しているのは 9月の
末で、日本はコロナの第 2波が少し落着き、
GOTOキャンペーンが始まり、先週の４連
休には観光地に多くの人出があった。この
原稿が掲載される現在、11月はいったい
どの様な状況になっているのだろう？正直
まったく予想が出来ない。冬に向かい懸念
されている第 3波が始まっていないことを
願うばかりだ。
　さて、先は見えなくとも、良い方向に向
かうことを想定し、前向きな姿勢で経済活
動に取り組まなければならない。設計とい
う新しくものを造る作業は、前向きな気持
ちがないとなかなか遂行できない。とは思
うものの、こう長く続くとつい弱気になっ
てしまう。
　建築の需要の増減は用途によって差があ
るようだ、ある調査でその予想を天気で表
していたが、宿泊施設や生産施設は雨、住
宅は曇りのち雨、医療・福祉・商業は曇り、

倉庫・物流・公共は晴れだそうだ。確か
に設計業界も、仕事が中止、中断に見舞
われ苦しい事務所、あまり以前と変わりな
く落ち着いている事務所と状況に差がある
ように思われる。私のところは前者の傾向
にあり、ガツンとはやられて無いものの、
じわりとボディーブローを喰らっている。笑
　しかし、悪いことばかりでもない。コロ
ナによって流行りとなったテレワークや
ZOOM会議は設計という作業においては
比較的導入しやすい。今携わっている福岡
の現場も、定例会議の 2回に 1回は
ZOOM会議を導入したことで、1日潰れ
ていた時間が 2時間程で済み時間を有効
に活用できるといった利点も経験すること
が出来た。ただ、建築を造る作業は、設
計に入る前も、当然建設中も現場が大切
であり、その「場」に足を運ぶことを怠ら
ない様に注意したいと思う。
　JIAでは昨年まで、岐阜地域会長を務

めさせていただいた。最後のところで、愛
知地域会との協同事業が中止、組織交代
の大事な総会が中止と、なんとも締まらな
いまま会長をバトンタッチすることとなって
しまった。今年度もなかなか活動が出来な
い状況は続いている。JIAの様な団体の活
動は、リモートで可能な部分もあるが、や
はり「集う」ことに意義がある、と個人的
には思ってしまうのだが、これからはもっ
と臨機応変に活動手法を模索していかない
といけないのだろう。
　なにはともあれ、凧の様に風を柔軟に
受け止めながらも、飛んでいってしまわな
い様に糸をしっかりと掴んで「コロナ禍を
飛んでいなければ」と想うのである。

コロナ禍に飛ぶ

名古屋市立大学大学院芸術工学研究科
伊藤 恭行 （JIA 愛知）

ヒロプランニング

山田 浩史 （JIA 岐阜）

Ⓒトロロスタジオ
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「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大の影響について」
アンケート調査報告 ❷　10月号に引き続きアンケート調査結果の報告を掲載します。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、自由にお書きください。
「今後への思い」「新しい生活」「建築の取り組み」「今後 JIAがどうあるべきか」など

Q7

────────────────────────────────────────────────────────────────
•ワクチン開発までは、労使共に我慢の生活が続く事を許容すべき。その為にプロジェクトが遅れても、収入が減っても、テレワークの為の緊急支
出が増えても、じっと我慢するしかない。設計の IT化が急速に進むと思うが、資金の有る無しで本来の設計能力と違う所で評価される事がどうか。
JIAとしては、社会の変化に遅れた事が不利にならぬよう、BIM最新情報の紹介や民法改正による設計契約書と契約約款の改正趣旨の講習、告
示 98号の解説など、実務に関係する最小限の情報は入れてほしい。学生に奨学金をあげる事や水害の被害者のためボランティア活動をする事は、
大事だが JIAの本来の役割では無いと思う。 （小田義彦 /JIA愛知）

────────────────────────────────────────────────────────────────
•建築の形態変化が起こりつつある。働き方改革と合わせて、空間の使い方が変わってきた。住宅レベルでも、衛生など全面に出てきた。また、会
議や会議形成のシステムや内容がより本筋になり、形骸化されたものへの不要論が起こり出していると思う。特に時間に関することはよりビビット
になっている。ZOOMなどにより、時間を有効的に使うことを知ってしまった。さらに、建築団体などの活動方法も新しい行い方を模索するべき
だと感じる。 （浅井裕雄 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•建築としては、ホテルが隔離施設に、体育館が避難所に、住宅が仕事場になったりした。用途が曖昧になり、可変性や冗長性が求められるように
なる。都市は感染により深刻な状況になっているが、リモートワークにより、これまでの集中型から離散型に変わるかは不明。なぜならば、都市
には、人を惹きつける文化、商業、娯楽、教育施設などが溢れている。JIAとしては、これを機会にオンラインの可能性を前向きに探るべきだと思う。
結果として「人が集まる」意味も見えてくるのではないでしょうか。 （森哲哉 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•コロナだけでなく災害も増え、現金が必要と感じ、ローンを組んだり、できるだけ建設費を抑えた住宅を求める、またはリフォームへの傾向になら
ないかと考える。また、感染を危惧して共同住宅離れも考えられるかもしれない。いずれにせよ、この 1、2年で住宅市場には変化がみられるの
ではなかろうか。今年の冬がどうなるかを皆様子見しているのではないのでしょうか。場合によっては、「街づくり」とか「建築教育」とか建築家の
職能なんていっている場合ではなくなってしまうのではないのでしょうか。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•「換気」に対する政府・行政発表やマスコミ報道に非常に違和感があり、学会や医師会と協働するなどし、建築専門団体から正確かつコロナ対応
に即した指針などを発信すべきと考えます。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•新型コロナが感染拡大する中、設計業界にも変革が求められ、仕事の進め方はじめ、どうしても以前から行われているやり方にとらわれがちです。
すべての人が同じ環境で対応すべく得られた習慣は感染が去った後も、建築の次世代の可能性を開いてくれるだろうと思います。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ピンチはチャンスという言葉があるように、今、色々と大変ですけれど、新しい生活様式だったりまちづくりの作法といったものが大変革する（か
もしれない）時期なので、上手に新しいことを採り入れて昇華したいですね。だって、まちづくりについて地域のおじいちゃんとZOOM会議で話
し合うなんて、1年前に想像出来ました？今、それが現実になってますからね。いやあ、凄い時代です。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•コロナ禍における建築が果たす役割の可能性を学生たちに問いかけたところ、人間の暮らしの在り方と、地球環境と建築について、新型コロナは
ひとつの警鐘でありそこからわたしたちは何を学び取り組むかが重要だとの応えが返ってきた。まさしくその通りだと思う。100年前にはスペイン
風邪流行の 3年後に関東大震災が起きている。JIAはこのような時だからこそすべきことを考え、行動できる職能団体でありたいと願います。

────────────────────────────────────────────────────────────────
•こんなことをやっていたら、議論もうまくいかず、日本的なコミュニケーションが取れなくなり、組織がうまくいかなくなるように思います。建築基
準法は、次の新たな法律改正を行うことを提案します。

　　①シックハウスの換気回数をもっと多くする。
　　②既設建物の換気設備の性能をチェックし、現況の法律に訴求するようにする。
　　③滅菌設備、消毒設備を特定建築を決めて義務設置する。
　　④ 法律改正は、スピード感をもって対応する。 （清水孝昭 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•生活様式の変化により建築物への仕様がどのように影響を受けるのか。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•都市集中から郊外へと人の活動する場所が変わるきっかけになれば。新しい生活が人と人と関わる手法や距離を変えていっても大切にしたいリアル。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•神経質になりすぎないことを望みます。経済活動の活性化を思案をする。JIAはこの機会に、設計業界だけではなく、建築業界全体の在り方を考
え直す取り組みも必要ではないか？
────────────────────────────────────────────────────────────────
•とにかく1日でも早くコロナ感染対策の新薬の開発を望みます。今後の JIAうんぬん以前の問題であるので、一律に今後の JIAのあり方について
は論ずるのは時期尚早のような気がします。JIAうんぬんではなくUIA（世界建築家連合）うんぬんだと思います。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•今後、新築はかなり減り、リノベで住環境を整えるうごきが増えると思います。 （川口亜稀子 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────
•一昔前と違っていろいろな伝達方法が発達したので、在宅作業にもそれほど違和感はない。しかし、人との接触が減るのは今後問題となってくる。
コロナを機に高齢の職人が減ったので養成方法が真剣に考えられるべき。 （谷村茂 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•文明の発生から今日の西欧文明の繁栄に至るまで、自然を壊し支配しながら開発を続け、ひたすらに人工的な環境を築いてきた報いであろうか。
過去の病禍から学び克服してきたはずの現代でも、未知のウイルスや細菌に如何に無力であるかを思い知らされた。特に 20世紀以降の急激な人
工都市化は、モダニズム教育を受けた先達や我々、後輩が担い続けていたことを認め、その危うさに気付くべき時が来たと思われる。NYマンハッ
タンを目指していた世界中の大規模密集都市、武漢に始まり、ロンドン、パリ、ローマ、マドリード、リオデジャネイロ、そして東京など、極度
に大規模化した都市ほど災禍が大きいことがそれを示している。都市や建築の設計や建設を専門として来た我々の立場が問われている事態であり、
その反省と修復、都市と建築の再構築に貢献できるかに職能の未来がある。
　　私たちはホテルやオフィスなどの多くでは居室内から空気をサプライし、パブリックゾーン側の廊下やトイレ廻りにリターンガラリを設けて排気す
るという設備設計を数多くしてきた。省エネを主目的に高気密高断熱の住宅を推奨し、無窓居室も設計してきた。千床規模の大病院でも陰圧の病
室はごく少数しか設けてこなかった。建築基準法に記載されている部屋の用途別換気回数についても改正が必要となろう。これらの見直しの担い
手は我々であり、根拠に基づく提案をしていかなければならない。
　　さてかつて流行したポストモダニズムの概念は、バブル景気崩壊前後の一時期のデザイン界の流行で終わった事で済まされているが、本来は計
画分野での変革が促されており、それを実践するべき提案がいくつかなされてきたが、実現されないままの状態が続いていた。中心主義から脱中
心主義（De-centralization）、国際（Inter-national ,Global）から地域（Regional ,G-local）、大規模（生産）から小規模（・少量多品種生産）
という一般的な概念の変革から、オフィス業界では、SOHO（スモールオフィス、ホームオフィス）、サテライトオフィス、テレワーク、どこでもオフィ
ス（Office Everywhere）、教育面では、少人数教育、個別教育、遠隔教育（アフリカ在住の青年が欧米の大学院を修了した例もある）、医療面
では遠隔医療、遠隔診断、スモールホスピタル、介護面ではユニットケアや小規模多機能施設、医療介護面では「地域包括ケアシステム」、在宅
で臨終まで過ごせる地域社会の実現などである。
　　私たちの世代は、これらの潮流を促進していくための礎を遺していくべきであり、この度の新型コロナを単なる禍として過ごすのではなく、これ
を機会に社会貢献すべきと考えている。 （谷口元 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ワクチンが普及しても終息は難しく、時間がかかるので収束努力と共存の状況を想定しています。JIAでのコミュニケーションはリモート（WEB）
などを積極的に利用すべきと思います。 （伊藤彰彦 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•JIAについては今までかなり書いてきたつもりです。この様な状況ですので本部でしかできない活動をお願いしたいとも書きました。3会での申し
入れなどはその後どうなったでしょうか？ （吉元学 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•実際に建築を建てることばかりでなく、ルービックキューブのように建築家の能力を使ったもので人々を楽しませることができないだろうかと思います。
 （村上貴彦 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ワクチンができるまでは、今の生活は変わらない以上、慣れるしかないのかな。経済と健康に対して、どこを着地点とするかはそれぞれの事情によ
るので、業種ごとに考えるしかないのかと思います。国も「初めての事」なので、ちぐはぐなのは十分わかった。国に頼らないことで生き延びるし
かないのかと考えます。 （見寺昭彦 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•現在のところ業務に対する影響は目立ってありませんが、医療施設・福祉施設などでは経営に支障が出ている法人もあり、資金の面でも今後の増
改築などの事業を見直すことが考えられます。これから影響が出てくるのではと危惧しています。またウィズ・コロナでオフィスとかサービス業のあ
り方が変わってくると、建築業界への影響は避けられなくなります。どのように変わっていくのか非常に気になります。今後その変化を見通しなが
らスタディしていく必要を感じています。 （石田壽 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•「新しい生活」は建築のあり方を変え、「新しい活動」は JIAのあり方を変えましょう。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•感染防止に繋がる設計手法を提示する。 （協力会員 /JIA静岡）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•協力会員としては各企業からの情報発信を JIA様から会員様に発信して頂く機会が多くなればありがたいです。 （協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネットの情報、各識者、コメンテーターの多様な意見、それが正しいのかが判断できない。「3密を避ける、マスク、
手洗い」基本的な予防策をきっちりと行っていきたい。 （安西義孝 /協力会員 /JIA愛知）

────────────────────────────────────────────────────────────────
•PR営業は今まで人と対面して初めて成り立つものだと考えておりましたが、此方も色 と々対面以外のPRツールを考えいかなくてはなりません。メー
ルマガジンは今までもありましたが、ダイレクトメール的要素があり、送付させて頂いても見てもらうのが難しい状況です。

 （熊野敏行 /協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•働き方改革が進行している最中にコロナ禍となり、働き方改革が頓挫しました。コミュニケーションの活性化を図り、労働生産性を上げる方策が
コミュニケーションの不活性化がコロナの対策になっています。アフターコロナではコミュニケーションは復活すると思いますが、別の形での働き
方が定着するでしょう。新たな価値を生む働き方を模索しています。 （小玉真澄 /協力会員 /JIA愛知）

────────────────────────────────────────────────────────────────
•CPD等研修会、商品が PRできる機会はリモートの方が若い先生も参加してくださる可能性が拡がるので前向きにとらえられると思います。今後、
集まりや JIAとしての社会に対する取り組み方法については考えていかなければいけないと思います。 （山田信幸 /協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────

（順不同）
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────────────────────────────────────────────────────────────────
•ワクチン開発までは、労使共に我慢の生活が続く事を許容すべき。その為にプロジェクトが遅れても、収入が減っても、テレワークの為の緊急支
出が増えても、じっと我慢するしかない。設計の IT化が急速に進むと思うが、資金の有る無しで本来の設計能力と違う所で評価される事がどうか。
JIAとしては、社会の変化に遅れた事が不利にならぬよう、BIM最新情報の紹介や民法改正による設計契約書と契約約款の改正趣旨の講習、告
示 98号の解説など、実務に関係する最小限の情報は入れてほしい。学生に奨学金をあげる事や水害の被害者のためボランティア活動をする事は、
大事だが JIAの本来の役割では無いと思う。 （小田義彦 /JIA愛知）

────────────────────────────────────────────────────────────────
•建築の形態変化が起こりつつある。働き方改革と合わせて、空間の使い方が変わってきた。住宅レベルでも、衛生など全面に出てきた。また、会
議や会議形成のシステムや内容がより本筋になり、形骸化されたものへの不要論が起こり出していると思う。特に時間に関することはよりビビット
になっている。ZOOMなどにより、時間を有効的に使うことを知ってしまった。さらに、建築団体などの活動方法も新しい行い方を模索するべき
だと感じる。 （浅井裕雄 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•建築としては、ホテルが隔離施設に、体育館が避難所に、住宅が仕事場になったりした。用途が曖昧になり、可変性や冗長性が求められるように
なる。都市は感染により深刻な状況になっているが、リモートワークにより、これまでの集中型から離散型に変わるかは不明。なぜならば、都市
には、人を惹きつける文化、商業、娯楽、教育施設などが溢れている。JIAとしては、これを機会にオンラインの可能性を前向きに探るべきだと思う。
結果として「人が集まる」意味も見えてくるのではないでしょうか。 （森哲哉 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•コロナだけでなく災害も増え、現金が必要と感じ、ローンを組んだり、できるだけ建設費を抑えた住宅を求める、またはリフォームへの傾向になら
ないかと考える。また、感染を危惧して共同住宅離れも考えられるかもしれない。いずれにせよ、この 1、2年で住宅市場には変化がみられるの
ではなかろうか。今年の冬がどうなるかを皆様子見しているのではないのでしょうか。場合によっては、「街づくり」とか「建築教育」とか建築家の
職能なんていっている場合ではなくなってしまうのではないのでしょうか。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•「換気」に対する政府・行政発表やマスコミ報道に非常に違和感があり、学会や医師会と協働するなどし、建築専門団体から正確かつコロナ対応
に即した指針などを発信すべきと考えます。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•新型コロナが感染拡大する中、設計業界にも変革が求められ、仕事の進め方はじめ、どうしても以前から行われているやり方にとらわれがちです。
すべての人が同じ環境で対応すべく得られた習慣は感染が去った後も、建築の次世代の可能性を開いてくれるだろうと思います。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ピンチはチャンスという言葉があるように、今、色々と大変ですけれど、新しい生活様式だったりまちづくりの作法といったものが大変革する（か
もしれない）時期なので、上手に新しいことを採り入れて昇華したいですね。だって、まちづくりについて地域のおじいちゃんとZOOM会議で話
し合うなんて、1年前に想像出来ました？今、それが現実になってますからね。いやあ、凄い時代です。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•コロナ禍における建築が果たす役割の可能性を学生たちに問いかけたところ、人間の暮らしの在り方と、地球環境と建築について、新型コロナは
ひとつの警鐘でありそこからわたしたちは何を学び取り組むかが重要だとの応えが返ってきた。まさしくその通りだと思う。100年前にはスペイン
風邪流行の 3年後に関東大震災が起きている。JIAはこのような時だからこそすべきことを考え、行動できる職能団体でありたいと願います。

────────────────────────────────────────────────────────────────
•こんなことをやっていたら、議論もうまくいかず、日本的なコミュニケーションが取れなくなり、組織がうまくいかなくなるように思います。建築基
準法は、次の新たな法律改正を行うことを提案します。
　　①シックハウスの換気回数をもっと多くする。
　　②既設建物の換気設備の性能をチェックし、現況の法律に訴求するようにする。
　　③滅菌設備、消毒設備を特定建築を決めて義務設置する。
　　④ 法律改正は、スピード感をもって対応する。 （清水孝昭 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•生活様式の変化により建築物への仕様がどのように影響を受けるのか。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•都市集中から郊外へと人の活動する場所が変わるきっかけになれば。新しい生活が人と人と関わる手法や距離を変えていっても大切にしたいリアル。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•神経質になりすぎないことを望みます。経済活動の活性化を思案をする。JIAはこの機会に、設計業界だけではなく、建築業界全体の在り方を考
え直す取り組みも必要ではないか？
────────────────────────────────────────────────────────────────
•とにかく1日でも早くコロナ感染対策の新薬の開発を望みます。今後の JIAうんぬん以前の問題であるので、一律に今後の JIAのあり方について
は論ずるのは時期尚早のような気がします。JIAうんぬんではなくUIA（世界建築家連合）うんぬんだと思います。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•今後、新築はかなり減り、リノベで住環境を整えるうごきが増えると思います。 （川口亜稀子 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────
•一昔前と違っていろいろな伝達方法が発達したので、在宅作業にもそれほど違和感はない。しかし、人との接触が減るのは今後問題となってくる。
コロナを機に高齢の職人が減ったので養成方法が真剣に考えられるべき。 （谷村茂 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•文明の発生から今日の西欧文明の繁栄に至るまで、自然を壊し支配しながら開発を続け、ひたすらに人工的な環境を築いてきた報いであろうか。
過去の病禍から学び克服してきたはずの現代でも、未知のウイルスや細菌に如何に無力であるかを思い知らされた。特に 20世紀以降の急激な人
工都市化は、モダニズム教育を受けた先達や我々、後輩が担い続けていたことを認め、その危うさに気付くべき時が来たと思われる。NYマンハッ
タンを目指していた世界中の大規模密集都市、武漢に始まり、ロンドン、パリ、ローマ、マドリード、リオデジャネイロ、そして東京など、極度
に大規模化した都市ほど災禍が大きいことがそれを示している。都市や建築の設計や建設を専門として来た我々の立場が問われている事態であり、
その反省と修復、都市と建築の再構築に貢献できるかに職能の未来がある。
　　私たちはホテルやオフィスなどの多くでは居室内から空気をサプライし、パブリックゾーン側の廊下やトイレ廻りにリターンガラリを設けて排気す
るという設備設計を数多くしてきた。省エネを主目的に高気密高断熱の住宅を推奨し、無窓居室も設計してきた。千床規模の大病院でも陰圧の病
室はごく少数しか設けてこなかった。建築基準法に記載されている部屋の用途別換気回数についても改正が必要となろう。これらの見直しの担い
手は我々であり、根拠に基づく提案をしていかなければならない。
　　さてかつて流行したポストモダニズムの概念は、バブル景気崩壊前後の一時期のデザイン界の流行で終わった事で済まされているが、本来は計
画分野での変革が促されており、それを実践するべき提案がいくつかなされてきたが、実現されないままの状態が続いていた。中心主義から脱中
心主義（De-centralization）、国際（Inter-national ,Global）から地域（Regional ,G-local）、大規模（生産）から小規模（・少量多品種生産）
という一般的な概念の変革から、オフィス業界では、SOHO（スモールオフィス、ホームオフィス）、サテライトオフィス、テレワーク、どこでもオフィ
ス（Office Everywhere）、教育面では、少人数教育、個別教育、遠隔教育（アフリカ在住の青年が欧米の大学院を修了した例もある）、医療面
では遠隔医療、遠隔診断、スモールホスピタル、介護面ではユニットケアや小規模多機能施設、医療介護面では「地域包括ケアシステム」、在宅
で臨終まで過ごせる地域社会の実現などである。
　　私たちの世代は、これらの潮流を促進していくための礎を遺していくべきであり、この度の新型コロナを単なる禍として過ごすのではなく、これ
を機会に社会貢献すべきと考えている。 （谷口元 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ワクチンが普及しても終息は難しく、時間がかかるので収束努力と共存の状況を想定しています。JIAでのコミュニケーションはリモート（WEB）
などを積極的に利用すべきと思います。 （伊藤彰彦 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•JIAについては今までかなり書いてきたつもりです。この様な状況ですので本部でしかできない活動をお願いしたいとも書きました。3会での申し
入れなどはその後どうなったでしょうか？ （吉元学 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•実際に建築を建てることばかりでなく、ルービックキューブのように建築家の能力を使ったもので人々を楽しませることができないだろうかと思います。
 （村上貴彦 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•ワクチンができるまでは、今の生活は変わらない以上、慣れるしかないのかな。経済と健康に対して、どこを着地点とするかはそれぞれの事情によ
るので、業種ごとに考えるしかないのかと思います。国も「初めての事」なので、ちぐはぐなのは十分わかった。国に頼らないことで生き延びるし
かないのかと考えます。 （見寺昭彦 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•現在のところ業務に対する影響は目立ってありませんが、医療施設・福祉施設などでは経営に支障が出ている法人もあり、資金の面でも今後の増
改築などの事業を見直すことが考えられます。これから影響が出てくるのではと危惧しています。またウィズ・コロナでオフィスとかサービス業のあ
り方が変わってくると、建築業界への影響は避けられなくなります。どのように変わっていくのか非常に気になります。今後その変化を見通しなが
らスタディしていく必要を感じています。 （石田壽 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•「新しい生活」は建築のあり方を変え、「新しい活動」は JIAのあり方を変えましょう。
────────────────────────────────────────────────────────────────
•感染防止に繋がる設計手法を提示する。 （協力会員 /JIA静岡）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•協力会員としては各企業からの情報発信を JIA様から会員様に発信して頂く機会が多くなればありがたいです。 （協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネットの情報、各識者、コメンテーターの多様な意見、それが正しいのかが判断できない。「3密を避ける、マスク、
手洗い」基本的な予防策をきっちりと行っていきたい。 （安西義孝 /協力会員 /JIA愛知）

────────────────────────────────────────────────────────────────
•PR営業は今まで人と対面して初めて成り立つものだと考えておりましたが、此方も色 と々対面以外のPRツールを考えいかなくてはなりません。メー
ルマガジンは今までもありましたが、ダイレクトメール的要素があり、送付させて頂いても見てもらうのが難しい状況です。

 （熊野敏行 /協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────
•働き方改革が進行している最中にコロナ禍となり、働き方改革が頓挫しました。コミュニケーションの活性化を図り、労働生産性を上げる方策が
コミュニケーションの不活性化がコロナの対策になっています。アフターコロナではコミュニケーションは復活すると思いますが、別の形での働き
方が定着するでしょう。新たな価値を生む働き方を模索しています。 （小玉真澄 /協力会員 /JIA愛知）

────────────────────────────────────────────────────────────────
•CPD等研修会、商品が PRできる機会はリモートの方が若い先生も参加してくださる可能性が拡がるので前向きにとらえられると思います。今後、
集まりや JIAとしての社会に対する取り組み方法については考えていかなければいけないと思います。 （山田信幸 /協力会員 /JIA愛知）
────────────────────────────────────────────────────────────────

12月号にQ7の続きを掲載し、アンケート調査のまとめをする予定です。
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　北洋木材工業は昭和 38 年創業以

来、一貫して広葉樹製品を取り扱って

まいりました。

　ロシアからタモ・ナラの丸太を大型タ

ンカーで輸入し、旭川市の製材工場か

ら全国の家具・建具の産地に向けて出

荷しております。

　現在では、より持続的な生産管理が

なされている北米の製材メーカーから

ウォルナット、チェリー、オーク、メープル、

アッシュ等の製材を直接仕入れ、家具

メーカー・工務店・趣味で使われる個

人のお客様に至るまで幅広く細かな販

売対応をしております。

　一昔まえの家具業界と言えば問屋さ

んからの注文で画一的な製品を大量に

製造しておりました。情報発信のツー

ルが増えた今では、オリジナルの家具

を作る個人工房様も増え、たくさんの

お問合せをいただくようになりました。

デザインも千差万別で取り扱う樹種も

多様性を求められるようになりました。

米製材へのウエイトシフトはこのような

需要にこたえる意味でも大変重要な転

機でありました。

　また、広葉樹の可能性を建築内装材

に見出し、数年前より JIA 静岡地域会

に法人協力会員として参加させていた

だいております。先生方には多くのプロ

ジェクトに広葉樹製品を推奨していただ

いております。

　これからもたくましく成長した広葉樹

から作られた造作材の川上から川下ま

での流れをしっかりとお伝えしていきた

いと思いますので、皆様には一つのス

トーリーを読むように広葉樹に親しんで

頂ければ幸いです。

北洋木材工業株式会社　静岡営業所

　金原 圭佑（静岡）

広葉樹に携わって

〒422-8046　静岡県静岡市駿河区中島1197-1　　☎ 054-285-8103　　 FAX 054-281-3767
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今夏、建築家の皆様のご要望で復刻した
完全面無しホワイトアッシュ三層フローリング

　今回ブリテン委員会より執筆の依頼があり、最後に下記のように記
載されていました。「私たち若手が経験できていないことや見たこと
のない、以前の JIA および設計環境を私たちにお伝えいただき記録に
残せたらと考えています。」
　私は今年 6 月に 80 才となり、いつの間にか JIA 会員の中でも古株
になってしまいました。多くの先輩や同年代の方が、亡くなられたり、
退会されたりして、寂しくなりました。研修委員長を 2 期（2000～
2003 年）務めた以外には重要な役職を担ったこともないのですが、
行事には割合参加してきました。JIA 発足前後の約 20 年間ぐらいの、
記憶に残っていることを記してみます。もし間違いがありましたら、
ご教示ください。

■ JIA発足前の専業設計者を巡る状況
1970 年代は＜公取問題＞が建築設計界に一大旋風をまきおこして
おり、ジャーナリズムも「建築家の職能」を取り上げていました。
　＜公取問題＞とは、建築家の事業者認定や建築職能団体の報酬規程
が独占禁止法に抵触するかどうかを巡って、公取委と家協会の間で繰
り広げられた論争と、それを契機とする建築職能論議のことです。
　当時専業建築家関係の団体は「（旧）日本建築家協会」（個人会員）
と「日本建築設計監理協会連合会」があり、1978 年に「愛知建築設
計監理協会」（専業事務所会員）が発足しました。私（事務所）は、
即入会しました。
この頃の思い出として、1981年 7月に「日本建築職能史　概観年表」
をまとめたことがあります。当時所属していた職能委員会で、「建築
家と職能」（山本正紀著・1980）という本を勉強しようということに
なり、私が概略の説明をするよう指名されたのが発端でした。この本
は東京都建設局の職員であった山本氏が東京都立大の卒業論文として
まとめたものを元に本として書き改めたものです。B6 判 443P で幕
末から公取問題までが、詳細な資料とともに記述されており、読むの
が大変だったので、これを概略説明するのは不可能と思い、年表にす
ることを思いついたわけです。当時まだワープロもない時代で、A3
トレペに手書きで年表を作り、青図を委員会で発表しました。年表は
その後会報に掲載され、佐久間会長から感動したとの言葉をいただき
ました。

■新日本建築家協会が発足
1987 年 6 月に「（旧）日本建築家協会」（会員約 1200 人）と「日
本建築設計監理協会」が合併し、丹下健三会長の元に新日本建築家協
会が発足しました。この時は大いに盛り上がり、入会者は 6750 人に
上り、さらに増加しましたが、8000 人には届かなかったようです。
当時最終的な目標は 10000人だったと思います。専業設計者のための
職能法整備のため、国へ働きかけるには、それぐらいの会員数が必要
とのことだったと思います。最近は減少が止まらないようで残念です。

■「建築家カタログ　住宅編」の発刊
1993 年 1 月に近畿支部住宅部会が「建築家カタログ・住宅編」と
いう本を発刊しました。この種の本の先駆けといえるもので、4 年半
もの年月をかけ、周到な準備と涙ぐましい努力で完成。大手新聞各紙
でも紹介されて、大きな反響があり、増刷に次ぐ増刷という嬉しい状
況だったそうです。JIA NEWS 1994 年 1 月号に《爆発的な売れ
行きの「建築家カタログ［住宅編］」の謎》という表題の記事が載っ
たほどです。
そこで東海支部でも是非出版したいということになり、約 1 年の準
備期間を経て、1996年 4月に「建築家カタログ・住宅編」（東海支部
住宅研究会）を発刊しました。
　近畿支部からは、使える記事や資料はどうぞ使ってくださいとの好
意的な申し出があり、当時は一刻も早く出したいという思いで、住宅
研究会の有志 10 人が月 2 回集まり、1 年で出版にこぎつけたわけで

です。反響は近畿支部には及ばないものの、参加した会員（57 人）
には色々な反応があり、設計の受注にもつながったようです。
その後この本の発行は vol.5（2009）まで続きました。

■「アーキテクト―建築家とは何か」R.ルイス著　
六鹿正治訳　鹿島出版会・1990

　最後に一冊の本を紹介したいと思います。この本を読んだのは 20
年ほど前です。それまでアメリカの建築家は、恵まれた環境の中で仕
事をしていると思いこんでいたのですが、そうでもないことを知ると
同時に、建築家のことを理解するのに大いに参考になりました。
　興味のある人は是非一読してください。

山上建築設計

山上 薫（JIA 愛知）ＪＩＡ発足 を振り返る前後

東海支部版近畿支部版

1956年 日本建築家協会　発足
1975年 日本建築設計監理協会　発足
1978年 10月 愛知建築設計監理協会　設立
1987年 6月 新日本建築家協会（会長　丹下健三）発足
1988年 10月 「ARCHITECT」10月号　創刊
1993年 6月 近畿支部「建築家カタログ・住宅編」発刊
1996年 4月 東海支部「建築家カタログ・住宅編」発刊

その後 vol.5（2009）まで継続
1996年 6月 日本建築家協会に名称変更

●山上薫さんの

「JIA 発足前後を

振り返る」を拝読

するにつけ、私も

いつの間にか古株

の仲間入りしたこ

とを思い知らされ

ました。設計の道に足を踏みいれた当時は「建

築家」とは何者なのか、訳も分からないまま

JIAの会員になった記憶がありますが、将来に

希望を抱いて、数多の諸先輩を羨望のまなざ

しで追っていた己がそこにいました。

建築界のために何かを成すべきと考え、上段

に構えて活動の場を拡げてはみたものの、現

実と理想とはほど遠く、最近は会の流れと乖

離していってるような気さえしてきて、それがまた、

歳を重ねるごとにJIA会員としての迷いともなっ

ているのが現状です。

建築家という呼称が世間の人 に々認識されて

いるとはいいがたい現実。設計事務所という

看板で設計施工を行っている事業者がいて、

日本でも指折りの組織事務所でさえ設計事務

所の看板で設計施工を行っている現実。大学

が卒業生に設計事務所への就活を抑制して大

手某事業者への斡旋をしている現実。今日の

JIAを考えるとトンネルの向こうに灯さえ見えな

いのではと思ってしまいます。編集後記にこの

ような寄稿するのは如何なものかと思いました

が、山上さんの寄稿を拝読するうちについ愚

痴ってみたくなった次第です。 （原眞佐実）

●コロナ禍の打開策がなかなか見出せない中、

少しずつではありますが良い点も見えて来たよ

うな気がします。リモートでの会議、講演会や

リモートワークは定着しつつあり、時間が有効

に使えるためメリットが大きいことが分かって来

た。今までは時間をある意味無駄に消費して

いたが有効に使えることがはっきりして来たの

でzoomなどを使った会議や講演会はコロナ収

束後も効果的だと感じます。連載記事の「英・

米のコミュニティスクール 100年間の変化」も

興味深い。コミュニティスクールはコロナ禍で、

どのように使われ、今後、どのように変化を遂

げていくか注視したい。Bulleten Boardに紹介

がある名古屋市立大学「建築家の仕事」も今

年はリモートでの講義になりました。今まで普

通であったことが変化し始めているように思い

ます。ただ、一方で集うことの意味は重要だ

と思います。9月中旬に名古屋中心部に話題

の施設が出来ました。集うことの意味を問いか

けるような施設だが、内容には疑問点も多い。

今後はリモートも含め内容をきちんと吟味する

必要があるように感じています。 （矢田義典）
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お気に入りの
歴史的環境調査

　この建物は以前、このコーナーで紹介さ
れていたが、最近のお気に入りであるので
紹介する。
　ここは、曇ぐらいの時が美しい。2階の
会議室からバルコニーへ出ると、大きく張
り出した連続梁の軒のスキマから漏れ出る
光は、紫色のグラデーションとなって降り
そそぐ。背景は隣地の神社の木々が埋め
尽くし濃い緑に覆われる。竣工当時は木
立もなく和室にある竹の濡れ縁から月など
眺める場所であった。小高い丘に立つこの
紫色の建物は、常滑焼きの工場群からひ
ときわ目立つ存在だった。
　銀色に統一された展示空間は、屋上の
サイドライトは、卍字型に配列することで、
どの時間帯も光が降りてくる。光が柔らか
く反射することを狙っている。
　金色で軽やかにつられた階段は、エント
ランス正面に象徴的に置かれている。その
横には、塗廻床の小間があり、コンクリー
トの躯体との取り合いが面白い。
　今回、案内していただいた、学芸員の
小栗康寛さんは、堀口捨己作品に知識が
深く、愛を感じる。今後おとづれる、おお
きな改修計画は、愛を持った人が不可欠だ。

所在地／常滑市奥条7丁目22
構　造／鉄筋コンクリート造　2階建て
規　模／延　510.77㎡
建設年／1961年

建物の概要は177回（2016年8月号）の山上さんの報告を
御覧いただきたい。

裕建築計画
浅井 裕雄 （JIA 愛知）

2階会議室前の張り出した庇 解説頂いた学芸員の小栗さん

1階展示室

N
知多横断道路名

鉄
常
滑
線

247

常滑東小学校常滑東小学校

常滑駅常滑駅

とこなめ陶の森陶芸研究所

多屋

原松町

新瀬木橋東
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　北洋木材工業は昭和 38 年創業以

来、一貫して広葉樹製品を取り扱って

まいりました。

　ロシアからタモ・ナラの丸太を大型タ

ンカーで輸入し、旭川市の製材工場か

ら全国の家具・建具の産地に向けて出

荷しております。

　現在では、より持続的な生産管理が

なされている北米の製材メーカーから

ウォルナット、チェリー、オーク、メープル、

アッシュ等の製材を直接仕入れ、家具

メーカー・工務店・趣味で使われる個

人のお客様に至るまで幅広く細かな販

売対応をしております。

　一昔まえの家具業界と言えば問屋さ

んからの注文で画一的な製品を大量に

製造しておりました。情報発信のツー

ルが増えた今では、オリジナルの家具

を作る個人工房様も増え、たくさんの

お問合せをいただくようになりました。

デザインも千差万別で取り扱う樹種も

多様性を求められるようになりました。

米製材へのウエイトシフトはこのような

需要にこたえる意味でも大変重要な転

機でありました。

　また、広葉樹の可能性を建築内装材

に見出し、数年前より JIA 静岡地域会

に法人協力会員として参加させていた

だいております。先生方には多くのプロ

ジェクトに広葉樹製品を推奨していただ

いております。

　これからもたくましく成長した広葉樹

から作られた造作材の川上から川下ま

での流れをしっかりとお伝えしていきた

いと思いますので、皆様には一つのス

トーリーを読むように広葉樹に親しんで

頂ければ幸いです。

北洋木材工業株式会社　静岡営業所

　金原 圭佑（静岡）

広葉樹に携わって

〒422-8046　静岡県静岡市駿河区中島1197-1　　☎ 054-285-8103　　 FAX 054-281-3767

法人協力会通信

48

今夏、建築家の皆様のご要望で復刻した
完全面無しホワイトアッシュ三層フローリング

　今回ブリテン委員会より執筆の依頼があり、最後に下記のように記
載されていました。「私たち若手が経験できていないことや見たこと
のない、以前の JIA および設計環境を私たちにお伝えいただき記録に
残せたらと考えています。」
　私は今年 6 月に 80 才となり、いつの間にか JIA 会員の中でも古株
になってしまいました。多くの先輩や同年代の方が、亡くなられたり、
退会されたりして、寂しくなりました。研修委員長を 2 期（2000～
2003 年）務めた以外には重要な役職を担ったこともないのですが、
行事には割合参加してきました。JIA 発足前後の約 20 年間ぐらいの、
記憶に残っていることを記してみます。もし間違いがありましたら、
ご教示ください。

■ JIA発足前の専業設計者を巡る状況
1970 年代は＜公取問題＞が建築設計界に一大旋風をまきおこして
おり、ジャーナリズムも「建築家の職能」を取り上げていました。
　＜公取問題＞とは、建築家の事業者認定や建築職能団体の報酬規程
が独占禁止法に抵触するかどうかを巡って、公取委と家協会の間で繰
り広げられた論争と、それを契機とする建築職能論議のことです。
　当時専業建築家関係の団体は「（旧）日本建築家協会」（個人会員）
と「日本建築設計監理協会連合会」があり、1978 年に「愛知建築設
計監理協会」（専業事務所会員）が発足しました。私（事務所）は、
即入会しました。
この頃の思い出として、1981年 7月に「日本建築職能史　概観年表」
をまとめたことがあります。当時所属していた職能委員会で、「建築
家と職能」（山本正紀著・1980）という本を勉強しようということに
なり、私が概略の説明をするよう指名されたのが発端でした。この本
は東京都建設局の職員であった山本氏が東京都立大の卒業論文として
まとめたものを元に本として書き改めたものです。B6 判 443P で幕
末から公取問題までが、詳細な資料とともに記述されており、読むの
が大変だったので、これを概略説明するのは不可能と思い、年表にす
ることを思いついたわけです。当時まだワープロもない時代で、A3
トレペに手書きで年表を作り、青図を委員会で発表しました。年表は
その後会報に掲載され、佐久間会長から感動したとの言葉をいただき
ました。

■新日本建築家協会が発足
1987 年 6 月に「（旧）日本建築家協会」（会員約 1200 人）と「日
本建築設計監理協会」が合併し、丹下健三会長の元に新日本建築家協
会が発足しました。この時は大いに盛り上がり、入会者は 6750 人に
上り、さらに増加しましたが、8000 人には届かなかったようです。
当時最終的な目標は 10000人だったと思います。専業設計者のための
職能法整備のため、国へ働きかけるには、それぐらいの会員数が必要
とのことだったと思います。最近は減少が止まらないようで残念です。

■「建築家カタログ　住宅編」の発刊
1993 年 1 月に近畿支部住宅部会が「建築家カタログ・住宅編」と
いう本を発刊しました。この種の本の先駆けといえるもので、4 年半
もの年月をかけ、周到な準備と涙ぐましい努力で完成。大手新聞各紙
でも紹介されて、大きな反響があり、増刷に次ぐ増刷という嬉しい状
況だったそうです。JIA NEWS 1994 年 1 月号に《爆発的な売れ
行きの「建築家カタログ［住宅編］」の謎》という表題の記事が載っ
たほどです。
そこで東海支部でも是非出版したいということになり、約 1 年の準
備期間を経て、1996年 4月に「建築家カタログ・住宅編」（東海支部
住宅研究会）を発刊しました。
　近畿支部からは、使える記事や資料はどうぞ使ってくださいとの好
意的な申し出があり、当時は一刻も早く出したいという思いで、住宅
研究会の有志 10 人が月 2 回集まり、1 年で出版にこぎつけたわけで

です。反響は近畿支部には及ばないものの、参加した会員（57 人）
には色々な反応があり、設計の受注にもつながったようです。
その後この本の発行は vol.5（2009）まで続きました。

■「アーキテクト―建築家とは何か」R.ルイス著　
六鹿正治訳　鹿島出版会・1990

　最後に一冊の本を紹介したいと思います。この本を読んだのは 20
年ほど前です。それまでアメリカの建築家は、恵まれた環境の中で仕
事をしていると思いこんでいたのですが、そうでもないことを知ると
同時に、建築家のことを理解するのに大いに参考になりました。
　興味のある人は是非一読してください。

山上建築設計

山上 薫（JIA 愛知）ＪＩＡ発足 を振り返る前 を後

東海支部版近畿支部版

1956年 日本建築家協会　発足
1975年 日本建築設計監理協会　発足
1978年 10月 愛知建築設計監理協会　設立
1987年 6月 新日本建築家協会（会長　丹下健三）発足
1988年 10月 「ARCHITECT」10月号　創刊
1993年 6月 近畿支部「建築家カタログ・住宅編」発刊
1996年 4月 東海支部「建築家カタログ・住宅編」発刊

その後 vol.5（2009）まで継続
1996年 6月 日本建築家協会に名称変更
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