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表紙：服部高志（HATTORI DESIGN）

服部 高志（JIA愛知）

HATTORI DESIGN

はじめてミラノに到着した時、建物の色と青空のコントラストがとても印象的でした。

赤レンガと円形窓が特徴的な「サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会」。敷地内の

修道院の食堂に描かれたレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を一目見ようと、

どれだけの人 が々訪れたでしょう。そして、風土、建物、絵画、それらにまつわる歴史、

何に心惹かれたでしょうか。すべてが素晴らしいアートの世界です。
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１、「子どもが未来に夢を持って学べる」
フルサービススクールと支援組織の登場、
フルサービススクールは、80年代後半の

米国で学校に学生の妊娠予防・非行等

の問題に拠点設置例が登場し90年代に

本格化、「支援組織等」が「学校施設等

を利用」し、学生・家族・地域に「広範

な支援」を提供する。この考えは、1889年

のHull House（Jane Addames、Chicago

のスラムに学校含む2千人の施設設置）

から始まり、著名な教育・哲学者 John 

Dewey の 1902 年の提案の実現と言わ

れる。要は、貧困等の環境で犯罪等に

染まる子ども達に、犯罪等に走る前に子

ども達をそして親や家庭や地域を支援し、

「子ども達が未来に夢を持って学べる環境

を提供」する考えである。80 年代後半

にMs. Joy Dryfoos が再提唱し支援団体

が増加し、関係団体が Coalition for 

Community School（連合団体）を結成、

隔年で国際会議を開催、私も参加して発

表した。

　同様の問題を抱える英国では90年代

後半に国が「学生のスタディサポート」政

策を始め、「学校が計画提案」し「国が

助成する」制度を始めた。

２、支援組織のタイプ、学生・家族・地
域支援組織には次の6タイプがある。①

公共組織（州、市、市・カウンティ・州

の公共連合等）、②公共・民間組織（市・

カウンティ・学校・Community 当局と民

間等）、③大学組織・大学の役割分担や

協力（大学＋民間組織等）、④学校複合施

設・民間協力等（学校複合施設、学校

複合施設と民間組織）、⑤民間（民間組織

単独、数団体が協力）、⑥学校単独（学校、

部分的に他団体が協力）。資金面は財団

等が支援する。

３、Parkrose  H igh  School  and  
Community Center(1997)、民間組織
SUN が支援し施設は4エリアで構成され、

学校の非開放基礎科目エリア、開放する

体育館・ホールエリアと劇場・音楽等エ

リア、それに隣接の相互利用する図書館・

コミュニティセンターエリアで地域専用入

口がある。

・セミナーとパソコンで行う新しい学習形

態と教室空間、基礎科目エリアは通常の

英・米のコミュニティスクール

１００年間の変化 No.5
未来に夢を持って学ぶフルサービススクール
地球環境を学ぶサスティナブルなコミュニティスクール

Parkrose外観、右が体育館、中央がホール横の
音楽等の諸室

John A. Johnson Elementary School外観、
学校と反対側の体育館・プール・子ども関係の棟

学校の玄関ホールの吹抜、この先が Student Center

学校の中心の3階のアトリウム、周囲に学校諸室が
配置されている

連載全 6回予定

図 1、Parkrose High School and Community Center 平面図 図 2、John A. Johnson Elementary School 複合施設平面図、4 階建ての 2階
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学校の教室と違い、入口に2科学教室と

中央に教師室があり、その先中央に PC

の置かれたコモンと周囲をセミナー室が

囲んでいる。この配置でセミナー室とコ

モンでパソコン使用の新しい授業が展開

される。

４、John A. Johnson Elementary School
（2000）、米国の事例で、施設は約
100 年前の高校建物を骨組だけ残し改

修した地球環境に配慮した建築である、

教育・幼児・親・Family・ディケア・

YMCAの複合施設で、YMCAは協働で

新しく開設し、YMCAが体育館・温水プー

ル等を保有しリクリエーション提供者とし

て機能し、学校は施設を借りる。更に民

間組織のAchievement Plus が支援を行

う。このように幼児から高齢者までの支

援を、施設に必要な民間組織を新設して

公共と民間が施設を共用し、更に民間組

織が支援を分担するきめの細かい新しい
タイプの計画である。
５、サスティナブルな学校建築のRoy Lee
Walker Elementary School(2000) 、
考えを共有し計画、米国の環境評価シス
テムLEED 以前の優れた計画で多数の賞

を受賞。計画前に教師・事務・教育当局・

地域・親が参加し環境に優しい生活と学

校について話し合い、考えを共有し計画

が行われた。

・学校施設から学生が環境を学ぶ、学生

が環境に興味を持つ計画で、6か所の雨

水タンクの水は直径 9ｍの風車が作る電

気でポンプアップされ、その光景と貯水

量を玄関と廊下のメーターで見る仕掛け

がある。中庭の雨水利用のビオトープで

学生が自然に興味を持ち、玄関壁と中庭

の日時計は季節と太陽と影の関係を伝え

る。竣工後も教師と学生が学校施設が環

境に与えている影響を調べ、結果を地域・

家庭に持ち帰り情報を共有している。環
境に優しい学校建築を環境学習に使い、
学校・地域・家庭が連携し環境を考えて
いる。
6、Great Notley Primary School (1999)、
地球環境を考えた学校建築のプロトタイ

プを求めた国際競技設計、英国の4～

11 才の学校で、Design Council と East 

County Council が環境考慮の学校建築

のプロトタイプを求め国際競技設計を

行った。1位の事務所が地球環境に配慮

した計画を地域住民と協働で行い、地域

や家庭で地球環境を考えた生活への展開

を意図した。

・壁面積／床面積の比率を検討、内部の

通路面積比率を下げた三角形プランで、

自然素材を多用、平面図のように環境に

配慮して出来るだけ使用材料と通路だけ

に使用する面積を抑制して特徴的なデザ

インとしている。外壁の仕上げ材は木で、

断熱材に新聞のリサイクル材を使用し「呼

吸する壁」と呼んでいる。多くの北向きの

高窓から採光・換気し、教室は「逆くの字」

天井で高窓からの光を天井で反射し机面

を明るくする。屋根には断熱に草を植え

ている。

・教室と開放ゾーンに分けて容易な開放、

全体的には廊下面積を出来るだけ抑制し

ているが、非開放の教室と開放ゾーンの

間だけは明確な廊下を設けて非開放と開

放を誰にでも分かるようにしている。

Roy Lee Walker小学校、中央右体育館、
左が教室棟と風力発電、一番右側に雨水タンク

各教室は天井面から全面採光で、教室に戸棚と
湯沸かし器

Great Notley Primary School、
何層もの高窓斜面屋根、環境に優しいデザイン

低学年教室、外光を「逆くの字型天井」に反射させ
机へ、採光は 2面採光

教室のトップライトによる採光と遮光

図 4、Great Notley Primary School平面図 豊橋技術科学大学名誉教授

渡邉 昭彦
図 3、Roy Lee Walker Elementary School平面図

3年 2年
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本部職能・資格制度委員

野々川 光昭 （JIA 愛知）

内野輝明氏のレクチャー

登録建築家と一級建築士

　5月の支部総会時にコロナ禍により延
期になっていたセミナーを 12月2日（水）
にWeb開催し 48名が参加した。正会
員が JIAの進める建築家資格制度を正し
く理解し、課題を共有して将来のあり方
を考えることを目的に、レクチャーと討論
会の二部構成とした。
　第一部のレクチャーは、本部職能・資
格制度委員会委員長の内野輝明氏から説
明を受けた。資格制度は JIA設立以来
の活動の基軸で、公益保護と公益寄与を
基軸に個人の技術能力だけでなく個人に
帰属すべき業務倫理と責任が規定される。
世界にあって日本にない制度で、技術者
資格である一級建築士との相違があり意
義がある。そして、課題と解決案として
次の 4項目を挙げた。
①国家資格に向けて正会員が登録建築家
になる。そして JIA内部にある認定審
査機関を第三者機関とする。
②JIA正会員に登録建築家を義務付ける
定款改訂をおこなう。
③建築家を定義する。そして、JIA正会
員以外へのオープン化、および専業・
兼業問題を解決する。
④実務訓練が建築家になるための世界共
通のプロセス。現在おこなわれている
実績評価による認定を廃止し、実務訓
練による認定に移行する。

　第二部の討論会は、内野氏の他、水野
豊秋氏（支部長）、澤村喜久夫氏（愛知
地域会長）、鈴木賢一氏（名古屋市立大
学教授・愛知地域会）、植野收氏（愛知

地域会）、そして、若手の中澤賢一氏（愛
知地域会）と相原宏康氏（三重地域会）
という立場も年齢も違う正会員 7名が登
壇した。中澤氏と相原氏は登録建築家で
はない。討論会は次の四つの主題につい
て意見交換を行った。
①JIAが進める建築家資格制度の意義
②実務訓練による登録建築家資格認定が
本来の姿
③建築家の定義
④知名度向上と資格の効用
　セミナーを聞いた相原氏は、「これまで
公共建築を手掛けていない、そして、個
人の施主は建築家について知らないので
施主に建築家と伝えていない。」と、手掛
ける建築の大小、施主の認識の有無な
ど、登録建築家を考えていなかった理由
を挙げた。以前の支部アンケートでは「建
築家は資格というより資質ではないか」と
いう意見がある。これについて内野氏は、
「JIA会員であることは、建築家資格（ラ
イセンス）ではなく会員資格（メンバーシッ
プ）に過ぎない。そのうえで、「芸術家」、「画
家」のような、「家」のつくひとつ「建築家」
というあやふやな認識をなくす。建築士は、
建築士法にある通り技術者資格、最低限
の基準として定められた建築基準法を守
りながら建築士の名称を用いて建築にか
かわり設計監理をする者です。日本には、
UIA傘下の各国のような建築家の職能を
定める法律はない。建築士の中の一定の
能力のあるものに建築家という資格を与
えるということではなく、建築家の職能を
定義し、それを満たす者に資格を与える
ということ、資質ではなく職能を果たす能
力と考えている。」と登録建築家はクライ
アントに対して職能を保証する資格である
ことを語った。
　中澤氏はこれまで、資格制度の案内

を読んでも、制度がもたらす効果や意義、
そのための目的が理解しづらいと話してい
た。今回のレクチャー・討論会を経て「実
務訓練制度を知らなかった、実務訓練は
アトリエ事務所こそバランスの良い教育が
受けられるので必要ではないか。専門教
育から始まり実務訓練、資格試験・面接
による審査、そして、継続職能研修に続く、
しっかりした制度であれば社会に説明で
きると思う。自身も腑に落ちた。」と実務
訓練制度を知って理解を深めた様子だっ
た。相原氏は、「社会に求められる資格
制度であれば、登録建築家あっての JIA
だと思う。」との認識を語った
　約 1時間の討論会の内容は、多岐に
わたり紙面上にすべて書ききれない。こ
こでは、レクチャーの内容と若手二人
の紹介にとどめた。セミナーの様子は、
JIAWebセミナーで公開されている。他
にも実務訓練制度の実践例、コンペ・プ
ロポの登録建築家参加要件事例、建築家
の定義について意見交換があった。建築
家資格制度は資料を読むだけではわかり
難いが、このセミナーはわかりやすく理解
できたとの声を聴く。まだ視聴されていな
い方は、是非視聴して頂き、理解を深め
今後の議論や運動への参加を願う。最後
に講演者、登壇者、進行役、および運営
に関わった方々に感謝します。

JIA 愛知発 　

東海支部セミナー
『登録建築家』これからの
建築家資格制度を考える
レポート
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講師の紹介
　講演会シリーズ「電脳設計論壇」の第
4回が2020年 11月27日に開催された。
今回は小笠原正豊氏を講師に迎え、BIM
をテーマにしたお話をお願いした。小笠
原氏は東京大学を卒業後にハーバード大
学に進み、I.M. ペイの事務所にて研鑽を
積まれ、現在はご自身の設計事務所を構
えておられる。同時に研究者として設計
プロセスやマネジメントに関心を持ち、
2017 年には博士号を取得され、現在は
東京電機大学の准教授としても活躍され
ている。

あなたにBIMは必要か？
　用意して頂いた講演のタイトルは「あ
なたにBIMは必要か？」である。冒頭、「群
盲象を評す」というインドの寓話を引いて、
BIM という概念の全容は未だ誰にも把握
できていない、という見解が示された。
例えば 2020 年 5 月の日経アーキテク
チャーを見ると、特集タイトルは「BIM『再』
入門」となっている。今さらというニュア
ンスが強調され、あたかもBIMは誰にとっ
ても既知のもので、全ての設計事務所や
建設会社が速やかに導入すべきものとし
て扱われているかのようだ。しかし、BIM
の概念やその必要性は誰にとってもそれ
ほど明白なのか。むしろ言葉だけが独り
歩きしているような状況の中で、俯瞰的
に状況を捉え直し、個々の設計者にとっ
ての必要性を吟味することが必要なので
はないか。そういった問題意識が「象」
によって提示された。

BIMの定義と導入メリット
　必要性を論じるに当たり、この講演で
の BIM は次のように定義された。すなわ
ち、BIM とは形状情報と仕様情報の両方
を持つデータベースである。また BIM に
期待されるメリットが予め２つに整理され
た。①設計事務所単体のメリットとして、
BIM モデルから不整合の無い図面作成が
可能となることが、②社会全体のメリット
として、多主体間（設計者間、発注者・
設計者・施工者・運用者間）で情報共
有が促進されることが、それぞれ挙げら
れた。

国内の建設業の動向と設計者の状況
　上述した問題意識に従って、以降は国
内外の建設業界や設計者を巡る状況を、
統計資料をもとに紹介することに多くの
時間が割かれた。近年の建設投資額は
官民で 52 兆円、建築は 27.6 兆円程。
住宅は 14.7 兆円で、在来構法とプレハ
ブとは 8:2 の割合である。また、新築の
事業所数は減りリフォーム業が増加して
いる。建設工事従事者は492 万人程で、
その中で一級建築士は 37 万人となって
いる。東京都を例に登録事務所数を確認
すると、一級建築士事務所数は 13,398
で、所属する建築士の人数別に見ると、
1 人の事務所が 8,526、2 人は2,159、3
人は 861 で、数十人の建築士が所属す
る事務所はほんの一握りである。メディ
アが取り上げるのは一握りの大手組織の
例に偏りがちで、JIA 会員が多数含まれ
るであろう裾野側の話はあまり聞かれな
い。BIM の必要性がどの辺りに見出せる
かは、こういった状況を踏まえて考える必
要があると氏は言う。

世界の状況
　名目 GDP などの資料により主要国の
経済規模の違いが示された。BIM に関し
て先進的なイメージのあるシンガポール
は、経済圏は米英や日本に比してかなり
小さく、国を挙げての BIM 導入もその規
模の中で行われていることを理解しておく
必要があろう。
　BIM の導入状況・意識調査について
英国の例が紹介された。BIM に対する意
識はここ 10 年で大きく変わっているが、
BIM を意識し導入している率は 2018 年
から70% 程度で推移し、頭打ちとなって
いる感がある。総括すると、対象建物を
問わず徐々に BIM は広がっているが、小
規模プロジェクトでの利用はもう一歩と
いった印象である。

仕様情報
　BIM を取り巻く環境は国内外で異なっ
ているが、特に注目すべきは米英・北欧
などの分類システムである。それらの国
では公的団体が定めた分類システムが存
在し、レイヤーの命名規則や、壁・開口
部等の建築要素ごとのコードが社会全体
で共有されている。設計の標準化が

2DCAD の時代から進められており、BIM
導入のための下地が整っていたと言える。
使用建材も分類システムに則って各メー
カーの製品がひとつのカタログにまとめら
れており、BIM との親和性が高い。建築
の仕様情報はデータベース化されて分類
体系が整っていれば翻訳できる。換言す
れば、形状情報があることに加え、仕様
情報があり、それが機械で読み取れるよ
うなデータセットとして整っていることが、
BIM が社会実装される条件であると考え
られる。

まとめ
　形状情報と仕様情報を同じデータベー
スとして扱う必要が「あなたには」あるか？
個々の設計者が BIM の必要性を判断す
る基準は、この一点に集約されそうであ
る。①不整合の無い図面作成については、
組織設計事務所やゼネコンに今後費用対
効果がありそう、小規模設計事務所には
費用対効果がまだ少ない、改修計画には
費用対効果がまだ少ない、といったこと
が言えそうである。②多主体間での情報
共有については、日本ではまず仕様デー
タを記述するためのプラットフォーム作り
が必要と考えられる。

所感
　BIM に関する情報は、国内国外を問わ
ず個別具体の事例ばかりであり、とかく
センセーショナルに語られがちである。そ
れはそれで参考になるし面白くもあるが、
そういった情報ばかりに囲まれていてはイ
メージでしかBIMを語れなくなってしまう。
おそらく未導入の事務所からすれば、導
入の検討に際して参考になる信頼に足る
情報はどこにあるのか、途方に暮れてし
まうような状況であるだろう。そんな中、
小笠原氏の理性的なアプローチが紹介さ
れた今回の講演は非常に新鮮であった。
特に海外の使用実態を統計的にも知れた
ことは個人的に大きな収穫であった。一
方で、BIM が必要か？と言うテーマである
ので、欲を言えば主要 BIM ソフトそのも
のの使用法や機能についても俯瞰的な視
点でまとめたお話も聞きたかったところで
あるが、国内の状況を見れば最大手の組
織事務所やゼネコンでさえ導入や運用を
試行錯誤している段階であるから、それ
は望み過ぎ（というよりほとんど不可能
に近い）というものであろう。なお、日
事連の「建築士事務所の BIMと IT 活用
実態にかかわる調査」(2019) は国内で
は数少ないまとまった俯瞰的な情報であ
るのでここで紹介しておく。

JIA 愛知発 研修委員会

 BIMをめぐる状況を俯瞰する
#04小笠原正豊 氏

山上建築設計
山上 健

小笠原正豊 氏
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寺下浩 一級建築士事務所
寺下 浩 （JIA 岐阜）

山形県のデザイン情報サイト
「やまがたのデザイン」座談会の様子

　毎年継続事業として岐阜地域会で行っ
ている「JIAの窓」を11月13日に開催した。
この事業は JIA会員以外に岐阜、東海地
域の非会員建築家や学生を対象に、建築
見学会・講演会・勉強会等を行っている。
昨年度は建築見学会を行ったが、今年度
はコロナ禍ということで、ZOOMを使用
したオンライン講演会を行った。岐阜地
域会でオンライン講演会を開催するのは
初めてだったが、講演に先立ち、ZOOM
の使用方法を説明することでスムーズに
講演会を進めることができた。今回の講
演会は建築設計の分野から少し離れた視
点から「デザインするプロセス」について
考える場を設けることをテーマとし、プ
ロダクトデザイン分野の方に講演を依頼
した。講師の先生は山形県工業技術セン
ターの大場智博氏で「地域資産を活かす
デザイン」のお話をされた。
　講演会はⅠ部（山形の地域デザインと
は）、Ⅱ部（地域デザインの実例紹介）、Ⅲ部
（参加者と座談会）と各々 30分毎の 3部
構成で行った。

■山形エクセレントデザイン
　山形県工業技術センターデザイン科で
は山形県内企業をデザインの面から支援
している。その支援方法は大きく二つの
柱から成り立っており、①「山形エクセレン
トデザイン」の企画運営と②デザイン導入
に向けた伴走支援を行っている。①の「山
形エクセレントデザイン」は県内企業の商
品展示会なのだが、非常によく考えられ
た仕組みで大変感心させられた。2年サ
イクルの事業で、1年目は 100点程の応
募企業が 1～ 2分のプレゼンを行い､審

査員6名によって15点程度が賞に選ばれ、
展示対象の企業に選ばれる。2年目に展
示会を行うのだが、展示会に先立ちデザ
イン科の職員が、受賞した企業に製品に
かける想い、製作工程仕組などを取材し
まとめた冊子をつくり、この冊子を展示
会に置いたり、職員が受賞製品の説明を
行うことで、展示会の来訪者に対し、受
賞企業や製品に対し理解を深めてもらっ
ているとのこと。
〇ブラッシュアップスクール
　応募して選定されなかった企業の中か
ら 10社ほど奨励企業として選び，勉強
会を行っているとのこと。（ブラッシュアッ
プスクール）この勉強会は奨励企業の担
当者とデザイン科の職員で、魅力的な製
品づくりのためのミーティングを共同で開
催し、実際に商品を販売しているショップ
へ見学（東京）に行ったり、ブラッシュアッ
プした製品の発表の場として、国際家具
見本市に出展し、バイヤーにPRしたりと
様々な取り組みを行っている。
〇デザ縁（マッチング事業）
　この展示会と連携したデザイナーとの
マッチング事業も行っている。山形県は
デザイナーが少なく、県内企業がデザイ
ナーと知り合う機会がない為、個々のデ
ザイナーがプレゼン・展示会を行い山形
県内の企業に見てもらう場を提供してい
る。展示会場は企業とデザイナーが、お
互い気軽に話してもらうようにフランクな
雰囲気づくりを心掛けているとのこと。ブ
ラッシュアップスクール・デザ縁などの事
業に参加した企業が「山形エクセレントデ
ザイン」の受賞につながったケースも出て
きているとのこと。

■デザイン導入に向けた伴走支援
　二部ではデザイン導入を支援した県内
企業 2社の事例を紹介していただいた。
自社製品の開発が不得手な山形県内の企

業に対し、デザインをコミットすることで、
商品売上に効果があることを伝え、製品
開発の支援をしている。
　具体的には企業の社長・製品開発担当
者とミーティングを重ね、顧客ターゲット
を絞った上、自社の強みの整理，アイデ
ア発想、技術的なチャレンジなどの事業を、
企業と一緒に伴走しながら支援していく。
大変手厚い支援がなされていた。事例紹
介の企業は自社製品の PRが上手くいき、
東京のショップやオンラインセレクトショッ
プで販売されて、数年前には、経済産業
省プロジェクト「The Wonder500」に選
出されたとのこと。
　この企業支援を担当した大場氏から、
企業の製品開発を支援する上で、作り手
（企業）とターゲット（顧客）の価値観の
ずれを丁寧にチューニングし、解消して
いったことが､製品売上に貢献したとの話
があった。

■やまがたのデザイン
　山形県工業技術センターでは山形県の
デザイン情報サイト「やまがたのデザイ
ン」を運営している（https://www.yama
gatanodesign.jp/design）。この HPに
デザイン科のロゴマークが出ている。①山
のかたち、②元気の源・おにぎり、③みん
なをつなぐ、おむすびを表したデザインが、
万人に分かりやすく印象に残るデザインで
ある。
　今回、山形県のデザインに関する取り
組みに興味を持ち、山形県HPと東海四
県のHPを比較してみた。山形県 HPの
方が圧倒的にクオリティの高いデザインで
魅力的であった！ デザインの力を再確認
できた有意義な講演会であった。

JIA 岐阜発 　

JIAの窓
「地域資産を活かすデザイン」
～プロダクトの分野からみるデザインプロセス～

講師：山形県工業技術センター
大場 智博氏
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㈱アーキサイエ建築設計事務所
中川 竜夫 （JIA 愛知）

　振り返れば学生時代から独立まで、作品の視察・
海外旅行への同行・就職の斡旋・自宅への招待など、
JIAの諸先輩方にはのちの糧となる機会や助言をい
ただきました。
　なんのゆかりのない名古屋の地で開業して 12年
間、ほそぼそと設計の仕事を続けておりましたが、
今回お誘いをうけ少しでも恩返しができればと思いま
す。よろしくお願いいたします。

JIAに入会して
正会員

静岡理工科大学
鈴木 葉大 （JIA 静岡）

　私は現在、大学 3年生です。将来「まちづくりか
ら家具までトータルで空間をデザインできる空間デザ
イナー」をめざしています。私はこの目標を実現する
上で、「知識」と「社会性」の両方を学びたいとおもっ
ています。JIAでは今活躍している建築家をとおして
その両方が学べます。

学生会員

豊橋技術科学大学
ウレムジジャラガル ビルグテ （JIA 愛知）

　はじめまして、2020年の 8月から JIAに学生会
員として入会させていただきました。大学を通して建
築を学んでいますが、JIAに入会して建築だけではな
く数多くの方々と出会い、もっと幅広いものことを学
べられる機会があると実感しています。よろしくお願
いいたします。

学生会員

三重大学
平西 明日香 （JIA 三重）

　この度は、JIA建築系学生支援事業による給付金
を賜り、誠に有難うございました。
　私は、防災まちづくりやコミュニティ型まちづくり
に興味があり、都市計画分野の研究室への配属が決
まりました。様々な分野でご活躍されている皆様に学
び、視野を広げたいです。ご指導の程、どうぞよろし
くお願いいたします。

学生会員

主任　惠 真人
積水化学工業㈱

　改正省エネ法を受け建築物の断熱性能が注目を集
める中、弊社では国内初の国土交通大臣不燃材料認
定を取得したウレタン系現場発泡不燃断熱材『パック
スフレイム』を上市しております。本製品を通じて建
築物の火災安全や省エネ化に貢献できればと考えて
おります。
　宜しくお願い致します。

JIA愛知 法人協力会員

阪南大学 流通学部 准教授
西口 真也 （JIA 愛知）

　職場は大阪ですが自宅が名古屋にあるため JIA愛
知に入会させていただきました。これまで空間のイ
メージや様々な効果について研究を進めており、現
在は特に商業空間のブランド構築効果を研究テーマ
としています。勤務先では、主に商空間、インテリア
に関連する科目を担当しております。今後も積極的
に研究を進めていきたいと考えておりま。何卒よろし
くお願い申し上げます。

専門会員
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　東海エリアで建築設計に携わる人間にとっ
て、二川（豊橋市内）に建つコルゲートハウ
ス「川合健二邸」のことを知らぬモノは少な
いだろう。
　僕は、この建築について、大学時代に「豊
橋といえば、川合健二さんのコルゲートハウ
スがあるところだね」と教わって、高校まで
過ごした郷里にこのような革新的建築があ
り、その思想の偉大な体現者が暮らしたこと
を知らずに建築の世界に足を踏み入れたこと
の無知を恥じた思いがよみがえる。
　豊橋に戻ってからもなかなか機会を得られ
ず、先輩建築家の計らいで、ようやく訪問す
ることができた時には、既に健二さんが亡く
なられたあとだった。その後、佐々木睦朗さ
んや豊橋技術科学大学でも勤められていた瀬
口哲夫先生らをご案内する役で 2 度目の訪
問、3度目は、妻と娘と出掛けついでにふらっ
と訪れたら、たまたま在宅であった花子さん
が「みかん」で迎えてくれた。
その花子さんの訃報を 4 年前（2017 年

12 月）に聞き、主を亡くしたコルゲートハ
ウスの行く末について少し心配に思ったが、
僕自身は日々の忙しさのなかで何かをするこ
ともなかった。もっとも、僕のような若輩が
出る幕もなく、お二人と関わりの深い方々が
しっかりと「あとのこと」はされるのだろう
と思っていた。
その一報が入ったのは、一昨年（2019年）

9 月頃、設計関係の知人からの「川合邸を含

むエリア開発の話しがあるようだが、大丈夫
ですか？」という電話だった。「大丈夫か」
という意味は、「コルゲートハウスを壊す」
ことが前提になっている計画のようだが、「保
存」とかそういう活動はないのか？という注
意勧告であった。さすがに焦って、先輩建築
家やら思いつくところに連絡をしたが、どこ
からも事態打開へのよい回答は得られない。
動きがあったのは、ふとしたことから、豊橋
の冨田正行さん（JIA 愛知）と連絡を取った
ところ――、ご子息・健太郎さんと土地の購
入についてお話しをされているとのこと、交
渉はなかなか難航されていることなどお聞き
した。僕の得た情報とつなぎ合わせると開発
の話しは頓挫し、その後、ご子息との個人的
な関係を頼りに冨田さんへこの話が飛び込ん
できたという次第がわかってきた。
ここでは、冨田さんが築いた信頼関係が唯
一の頼みであった。後日、ご子息から「建物
を残すということを条件に」1千 5百坪あま
りの土地と共にコルゲートハウスは、冨田さ
んが購入する運びとなった。
まずは、コルゲートハウスが救われたこと
に感謝、冨田さんのご英断に感謝である。こ
の後は、この建物に価値を認める方々が広く
関われる状況をつくり、冨田さんやスタッフ、
ご家族のご負担を少しでも軽減できるよう
に、JIA として、あるいは建築士会などその
他団体にも協力を仰ぎ、これまでここを訪れ
た多くの方々の支えによって、この建物が保

存、維持管理され、あるいは有効に活用され、
公開されることを望むばかりである。

　昨年（2020 年）11 月 1 日、水野支部長
や澤村地域会長ら数名の愛知地域会有志で現
地を訪れ、冨田さんご家族に敷地や建物内を
案内していただきました。
　雑木や果樹など繁茂しすぎた樹木の伐採な
ど建物周辺環境の整備はほぼ完了。建物内の
衣服や不要な家財などは処分のために仕分
け、残された大量の書籍・書類は、石山ゼミ
OB の方に手伝っていただきながら整理中と
のこと。幸い照明器具や家具の一部は残され
ました。（GE 社製冷蔵庫も）ただ、その空
間はこの先もずっと、多くの訪問者を魅了し
続ける力を十分に宿しているように感じま
した。

JIA 愛知としては、地区連絡会（旧・三河
地区会）を通じて、今後もコルゲートハウス
「川合邸」に関わり、情報発信を続けて行こ
うと考えております。また、東海支部を通じ
て「2020年度事業活動助成」の申請を行い、
助成金を得ることができました。まずはご報
告しておきます。

一級建築士事務所　建築クロノ

黒野 有一郎（JIA 愛知）

現地視察 2020 年 11月 1日
愛知地域会の有志数名で現地を訪れました。
冨田さんご夫妻と娘さん（円さん）が迎えてくれました。
かつて果樹畑だった場所には、そばが植えられ一面白い花をつけていまし
た。収穫のお手伝いもしたいと思っています。

冨田さん（エムプロダクツ）より届いた年賀状
育ちすぎた雑木が伐採され、その外観がはっきり姿を現した現在の様子。
「55 年前に建てられた川合健二・花子夫妻の住宅　そのコンセプトを大切
にし、ＳＤＧｓ′実現の一助になる事を目指してコルゲートハウス改修と敷地の
環境整備をしたいと思います。参加者募集中！」と記してありました。

コルゲートハウス「川合健二邸」報告　その１
　日本大正村で知られる恵那市明智町に
ある。三宅家は有力な農家で、江戸時代
初めには旗本遠山家に仕え、寛文 4年
（1664）年に帰農し、馬木村に居を定めた。
元禄元年（1688）に普請されたと伝わる
主屋は、昭和 53年（1978）明智町文化
財に指定され、平成 3年（1991）町が寄
贈を受け、現在地に移築復原した。
　正面大戸口を入ると、通りニワとその上
手にダイドコロがあり、境に間仕切りは設
けられていない。通りニワ奥では勝手が張
り出し、今も囲炉裏で火が焚かれている。
上手奥の部屋は表側に接客用のザシキ、
裏側に家族の居室であるオクが配置され、
その境は壁で区切られている。現在の間
取りはダイドコロが大黒柱の通りで胴差と
下がり壁によって二分され田の字型に改造
されている。往時は広間三間取型の間取
りで、風呂、縁側、上手水、ネマ、シモ
ベヤは明治期以降に改変されたと思われ
る。近世美濃地方の農家の標準である鳥
居建形式で、三間取りから四間取りへの
平面の変遷を見ることができる貴重な建物
である。

　屋根は茅葺入母屋造りで、正面向かっ
て左側は桟瓦葺きの土庇と下屋庇が軒を
形成している。近年、葺き替えられた屋根
背面は、京都府美山町の茅葺職人による
もので、茅の確保には３年かかったという。
2020年 12月、「伝統建築工匠の技」が
ユネスコの無形文化財遺産に登録された。
木造建築物を受け継ぐための伝統技術とし
て、建造物修理を始め茅葺、茅採取を含
む 17分野の選定保存技術の価値が世界
的に認められた。後継者不足などの問題
もあるが、伝統技術と共にこれらの建築遺
産が後世に伝わることを願っている。

伊藤建築設計事務所
澤村 喜久夫 （JIA 愛知）

●人と人、物、場

所の繋がりが未来

や現在、過去と

時間を超越してそ

のまた先に繋がっ

ていく。その速さ

は時代とともに加

速しているように思う。数年前には思いもつか

ないアイテムが現実となりなくてはならないもの

になっている。どう変化するのだろうと思ってい

るだけでは、きっと変化はなく、自分自身の考

え方や今までの生活を見つめ直す良い機会と

思い楽しく毎日を過ごしている。

『地域資産を活かすデザイン』山形県のデザイ

ンに関する取り組みは企業のものづくりの考え

方を上手に引き出している。とても興味深いです。

 （市川 雅雄）

●毎月お手元に届くARCHITECT、事業活動

や地域会の報告なども重要な掲載枠だと考え

ておりますが、やはり会員様のお顔が見える、

「自作自演・わたしのとっておき」、「保存情報」

や「美術サロン」の記事が私は好きで、とくに「自

作自演・わたしのとっておき」は会員様からも

人気コーナと聞いております。ARCHITECTが

ただのアーカイブとしての役割なら、それって

郵送でお手元へお届けする必要は無いような

気がします。ARCHITECTが会員様の架け橋

となり、東海支部の潤滑油となる事、印刷物

の電子化が進む中、紙の役割は変わってきて

おります。唯一、全会員の皆さまが参加できる

事業です。積極的なご参加お待ちしております。

お手元に届くARCHITECTの意味を今一度考

えてみて頂けると嬉しく思います。

 （柳島 克行）

●2020年 12月号ｐ.9のトピックにて、久屋大

通公園の再整備について、一部の会員の意

見を掲載し意見募集をしました。会員の皆様

からの感想や意見は随時受け付けていますの

で、ぜひ会報委員会あてに（東海支部事務局

に送付）お寄せください。

現在『ARCHITECT』に連載を執筆されておら

れる渡邉昭彦先生の著書『日英米コミュニティ

スクール集成－教育・まち・建築　変遷する

役割』が1月末に出版されました。連載は3

月号が最終になりますが、より詳しくは書籍を

ご購読ください。 （川本 直義）
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　東海エリアで建築設計に携わる人間にとっ
て、二川（豊橋市内）に建つコルゲートハウ
ス「川合健二邸」のことを知らぬモノは少な
いだろう。
　僕は、この建築について、大学時代に「豊
橋といえば、川合健二さんのコルゲートハウ
スがあるところだね」と教わって、高校まで
過ごした郷里にこのような革新的建築があ
り、その思想の偉大な体現者が暮らしたこと
を知らずに建築の世界に足を踏み入れたこと
の無知を恥じた思いがよみがえる。
　豊橋に戻ってからもなかなか機会を得られ
ず、先輩建築家の計らいで、ようやく訪問す
ることができた時には、既に健二さんが亡く
なられたあとだった。その後、佐々木睦朗さ
んや豊橋技術科学大学でも勤められていた瀬
口哲夫先生らをご案内する役で 2 度目の訪
問、3度目は、妻と娘と出掛けついでにふらっ
と訪れたら、たまたま在宅であった花子さん
が「みかん」で迎えてくれた。
その花子さんの訃報を 4 年前（2017 年

12 月）に聞き、主を亡くしたコルゲートハ
ウスの行く末について少し心配に思ったが、
僕自身は日々の忙しさのなかで何かをするこ
ともなかった。もっとも、僕のような若輩が
出る幕もなく、お二人と関わりの深い方々が
しっかりと「あとのこと」はされるのだろう
と思っていた。
その一報が入ったのは、一昨年（2019年）

9 月頃、設計関係の知人からの「川合邸を含

むエリア開発の話しがあるようだが、大丈夫
ですか？」という電話だった。「大丈夫か」
という意味は、「コルゲートハウスを壊す」
ことが前提になっている計画のようだが、「保
存」とかそういう活動はないのか？という注
意勧告であった。さすがに焦って、先輩建築
家やら思いつくところに連絡をしたが、どこ
からも事態打開へのよい回答は得られない。
動きがあったのは、ふとしたことから、豊橋
の冨田正行さん（JIA 愛知）と連絡を取った
ところ――、ご子息・健太郎さんと土地の購
入についてお話しをされているとのこと、交
渉はなかなか難航されていることなどお聞き
した。僕の得た情報とつなぎ合わせると開発
の話しは頓挫し、その後、ご子息との個人的
な関係を頼りに冨田さんへこの話が飛び込ん
できたという次第がわかってきた。
ここでは、冨田さんが築いた信頼関係が唯
一の頼みであった。後日、ご子息から「建物
を残すということを条件に」1千 5百坪あま
りの土地と共にコルゲートハウスは、冨田さ
んが購入する運びとなった。
まずは、コルゲートハウスが救われたこと
に感謝、冨田さんのご英断に感謝である。こ
の後は、この建物に価値を認める方々が広く
関われる状況をつくり、冨田さんやスタッフ、
ご家族のご負担を少しでも軽減できるよう
に、JIA として、あるいは建築士会などその
他団体にも協力を仰ぎ、これまでここを訪れ
た多くの方々の支えによって、この建物が保

存、維持管理され、あるいは有効に活用され、
公開されることを望むばかりである。
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