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HATTORI DESIGN

ミラノの街の中心にそびえる大聖堂「ドゥオーモ」。約 3,500 体もの彫刻、天に向かっ

てのび135本の尖塔のひとつひとつに聖人の像が立ち、ひときわ高い大尖塔の上には、

約 4mの黄金の聖母マリア像が佇んでいます。イタリアも過去に、さまざまな感染症

の記憶がありますが、苦しみを乗り越えてきた人 を々いつも見守ってくださる聖母マリア

は、今も輝き続けています。全世界に愛と調和の光が降り注ぎますように。
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■静岡地域会
・3/30 静岡地域会役員会の開催（WEB同時開催）
■愛知地域会
・3/9 JIA・愛知賛助会　CPD研修会（オンライン方式）
・3/12 講演会『電脳設計論壇＃06』（オンライン方式）
■岐阜地域会
・未定
■三重地域会
・3/12 第 7回例会・第 8回役員会
 JIA三重　環境セミナー 2020
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2019年 9月 JIA東海支部開催「けんちくかフェス」にて六鹿正治会長を迎え、
以降NAGOYA Archi Fes （NAF）の学生と共に学習会も 5回を終えて、製作案も
固まりました。計画地は山頂に位置し、遠くには三河湾、伊勢湾が望めます。
自然にあるものだけで作ることを前提とし、トイレの仕組みの提案、斜面を利用
した排泄物の処理方法、光、風、緑等の自然を感じる開放的な空間となっています。
参加者は木材に名前やメッセージを残し、自ら組んでいきます。記憶に残り、
将来も続けてこの企画の重要性と SDGsを考える場となることを願います。

「天使の森プロジェクト」／
「みんなのトイレ」～ SDGsから考える～

現地製作会／参加者募集

【製作スケジュール（予定）】
令和 3年　下記 各回 土曜日　9:00～ 16:00
3月 27日 【第 1回目現地製作会】活動取組み説明、
  配置決定、石積ワークショップ、土工事
4月 3日 【第 2回目現地製作会】活動取組み説明、
  建て方ワークショップ インテリア装飾
4月 10日、17日 雨天予備日
4月 24日　シンポジウム『「みんなのトイレ」～ SDGsから考える～』

■場　　所：「天使の森」愛知県岡崎市東河原町水の沢 37
　※NPO法人アースワーカーエナジーの環境保全・
　　河川流域産業の活性化プロジェクトの活動の場である山林
■参 加 費：無料　※CPD4単位申請予定
■参加申込・問い合わせ：hdeskn@gmail.com（西村）

　耐火建築促進法（1952年）による防
火建築帯から防災建築街区造成法
（1961年）による防災建築街区への移行
過程においてあらわれた「共同ビル」と
して知られる建築。これら戦後期 RC
造共同建築は老朽化により更新が必要
な時期となっているが、権利関係の複
雑さをはじめ多くの課題を抱えている。
これらは中心市街地に立地することか
ら、建て替えを行わないのであればそ
の利活用のあり方は地域的課題である。
また建て替えを行うのであれば、その
形態や用途のあり方は地域への影響の
大きさから、周辺も含めた地域全体が
大きな関心を示すものである。
この様な背景から、地方都市の中心
市街地に存する防災建築街区等に関す
る研究は、それぞれの地域課題と関連
を持ちながら各地の研究者によって進
められている。そして静岡県内におい
ては、2018年度より科学研究費の助成
を受け、住総研・中部防災建築街区研
究委員会（柳沢究 ,海藤清信ら）と連携
しながら「地方都市中心市街地における
共同建築ストックの評価・活用・更新
に関する研究｣が進められている。研究
は、静岡県内の事例の調査を手掛かりに、
他地域の調査へと拡張し進められてい
る。研究メンバーは、研究代表者であ
る脇坂圭一を筆頭に、柳沢究、大沼正寛、

土屋和男、亀井暁子であり、静岡理工
科大学、常葉大学、静岡文化芸術大学
の教員をメンバーに含んだチームであ
る。従って静岡県中西部地域において
は特に地元オーナーへの調査等をはじ
めとする地域に密着した調査研究が可
能でありまた学生たちも研究や演習の
題材として関わる場合もある。静岡県
内においては、防災建築街区等に存す
る多くの共同ビルが残る熱海、富士吉
原・駅前、静岡呉服町・紺屋町・清水銀座、
浜松田町において、所有者への詳細な
意向等調査や建築物の具体的調査をも
とに考察を深めてきた。
この研究に関連した執筆を、4月号よ
り隔月で 6回にわたり研究メンバーで
ある土屋和男氏に担当頂く。土屋氏は
建築の歴史とデザイン分野を専門とし、
本研究においても、その専門性を活か
した視点で系統的分析やそれに基づく
考察を展開している。土屋氏による分
析は、これからの中心市街地景観のあ
りかたや景観形成について考える上で
の新たな視点と発想のための刺激を研
究メンバーにもたらし続けてくれてい
た。次号より、是非ご期待頂きたい。
　共同建築ストックに関する調査・研
究を進める中で、まちづくりに篤い意
志のある所有者や関係者の方々にお会
いしてきた。そして様々な工夫により

利活用がなされている場合や、利活用
を望みながらも建築が持つ物理的条件
等によって実現に至らない場合など、
様々な事例に巡り合った。利活用継続
の成否は、所有者の意思によるところ
が大きいことはもちろんであるが、活
用が可能となる建築空間の条件がある
程度必要であることも見出された。一方、
更新手法について再開発による下駄履
きタワー型に替わる「身の丈モデル」と
して、今川俊一氏（静岡市）他のご協力
も得て検討を行ってきた。これら共同
建築ストック事例から学ぶことを通じ
て、私たちが今後、新たな建築物の設
計に携わる際に、それらが長きにわた
り利活用されつづけうる持続性あるも
のとなる計画のあり様や、都市ごとの
個性を表出するデザインと空間を考え
る手がかりが得られるのではないかと
感じている。
なお、末筆となってしまったが、「地
方都市中心市街地における共同建築ス
トックの評価・活用・更新に関する研
究｣は、JSPS科研費 JP18K04497（代
表 : 脇坂圭一）によるものである。調査
に際しては、各地域の当該建物所有者
の皆さま、地域商店会の皆さまほか多
くの方のご協力を頂いた。深く感謝申
し上げる。

静岡文化芸術大学デザイン学部（建築･環境領域）
／スタジオRICCA一級建築士事務所

亀井 暁子（JIA 静岡）

　都市の空間における緑の効能の必要

性が叫ばれてからもう久しくなります。

そして現在、都市緑化は新たなステー

ジへ向かおうとしています。従来の修景

目的の植栽や景観に配慮した緑化から、

街の中それも中心市街地に自然の森を

そのままに出現させ、人々の暮らしの中

に緑を溶けこませる方向性に進もうとし

ています。暮らしの中に生物多様性を

取り込み、木漏れ日の中で鳥や虫と共

に暮らす、自然の森の中で生活するイ

メージです。街の中の森づくりをするこ

とによって、都市を再生しながら自然を

も再生し、ヒートアイランド現象の緩和

や生態系ネットワークの形成、地域の

環境負荷低減や都市の生態系の充実に

も役立ちます。さらに高齢者の健康

増進や子供たちの環境教育にも貢献し

ます。

　現在、都市のインフラの更新期に差

し掛かっており、都市を経済成長や利

便性だけで考えるのではなく、そこで暮

らす多世代の人々が快適な生活をしな

がら住み続けることができる自然環境が

一体となったグリーンインフラの整備が

動き出そうとしています。全国各地でそ

れらの整備が展開されている中で都市

緑化や緑地の保全、緑のネットワーク

の形成のみならず歴史的風致や歴史的

建造物の保存活用も含めて、緑に携わ

るものとして建築物と緑の橋渡しの役

割を果たしていきます。

㈱名阪造園

代表取締役　田中 清平（三重）

グリーンインフラにともなう豊かな緑空間の整備

地方都市中心市街地に建つ
共同建築ストックに関する研究の
静岡県における展開

〒510-0815　三重県四日市市野田2-5-23　　☎ 059-333-1066　　 FAX 059-333-2612

法人協力会通信
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浜松市内に建つ、利活用されている共同建築事例（3枚ともに）

都市の中に出現した生態系重視した森
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１、英国のアカデミー校の登場と民営化、
1990 年代後半、長く続いた保守党政権

からブレア労働党政権が登場（1997～

2010 年）し、貧困地域等の学力水準の

低さと地域格差を改善し、質の高い教育

で子ども達の未来を変える「Opportunity 

for All」教育政策を推進、アカデミーと

呼ぶ学校を設置する。この学校は、3年

間成績が著しく悪い学校を廃校し、アカ

デミーを開校し、スポンサーを導入して

運営等を委ね、新校舎の建設費と運営

費は国の負担で、スポンサーが指名して

著名な建築家が設計に参画している。こ

のスポンサーの導入で、1980年代のサッ

チャー政権の新自由主義に始まる「民営

化」が継続されていると言われる。またブ

レア政権は、学校と地域の関係を重視し

て1998 年に地方教育当局に属する全て

の学校をコミュニティスクールに分類し、

イングランドの学校の6割がコミュニティ

スクールになった。

２、著名なZaha Hadid 設計のARK,
Evelyn Grace Academy（08 年）、

Zaha の言葉「建築は行動と教育に影響

を与え、環境は全ての人に影響を与える。

最も重要な事は人々への鼓舞で、学びや

教育が最も重要な理由である」。Peter 

Walker 初代校長は「学生はこの建物が

好きで、大きな挑戦へ鼓舞されるが、教

育がそれを引き出さなければ美しい建物

も意味はない。校舎でデザインと建築に

学生が鼓舞されるが、教室での学習に質

の高い教育を与えないなら意味は無い」

（BBC News, 10.2、2011）。学校名の最

初 の ARK は Absolute Returns for Kids 

の頭文字で、この学校のスポンサーの名

前である。

３、著名なNorman Foster の地球環境
に配慮した設計の Langley Academy
（08 年）、科学のスペシャリストスクール、
学生は6ハウスから学ぶ場を選び、英国

唯一の博物館教育がテーマで学校内に学

生作品を含め多様な展示を行い、展示に

卒業生がオリンピックのボート競技で1 位

になったボートや小型飛行機等が展示さ

れている。太陽光考慮の建物配置、熱や

英・米のコミュニティスクール

１００年間の変化 No.6
2000 年～現在まで
英国、学校民営化と世界的建築家の設計
米国、コミュニティスクールが国の教育政策になる、ものづくり教育の重視
最終回と本の出版のご報告

Zaha設計の Evelyn Grace Academy、校門から
校舎の下を通るトラック、左はスポーツホール

Norman Foster 設計の Langley Academy、
学生が 6ハウスから学ぶハウスを選ぶ

Evelyn Graceのサッカーコートと手前のテラス、
斜めの線が多用されている

科学のスペシャリスト校で、アトリウムに張り出す円形
の科学実験室

連載の最終回

図 1、Evelyn Grace Academy平面図、4階建ての左 1階と右 3階 図 2、Langley Academy 1 階平面図、3階建ての 2階
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スクールになった。

２、著名なZaha Hadid 設計のARK,
Evelyn Grace Academy（08 年）、

Zaha の言葉「建築は行動と教育に影響

を与え、環境は全ての人に影響を与える。

最も重要な事は人々への鼓舞で、学びや

教育が最も重要な理由である」。Peter 

Walker 初代校長は「学生はこの建物が

好きで、大きな挑戦へ鼓舞されるが、教

育がそれを引き出さなければ美しい建物

も意味はない。校舎でデザインと建築に

学生が鼓舞されるが、教室での学習に質

の高い教育を与えないなら意味は無い」

（BBC News, 10.2、2011）。学校名の最

初 の ARK は Absolute Returns for Kids 

の頭文字で、この学校のスポンサーの名

前である。

３、著名なNorman Foster の地球環境
に配慮した設計の Langley Academy
（08 年）、科学のスペシャリストスクール、
学生は6ハウスから学ぶ場を選び、英国

唯一の博物館教育がテーマで学校内に学

生作品を含め多様な展示を行い、展示に

卒業生がオリンピックのボート競技で1 位

になったボートや小型飛行機等が展示さ

れている。太陽光考慮の建物配置、熱や

英・米のコミュニティスクール

１００年間の変化 No.6
2000 年～現在まで
英国、学校民営化と世界的建築家の設計
米国、コミュニティスクールが国の教育政策になる、ものづくり教育の重視
最終回と本の出版のご報告

Zaha設計の Evelyn Grace Academy、校門から
校舎の下を通るトラック、左はスポーツホール

Norman Foster 設計の Langley Academy、
学生が 6ハウスから学ぶハウスを選ぶ

Evelyn Graceのサッカーコートと手前のテラス、
斜めの線が多用されている

科学のスペシャリスト校で、アトリウムに張り出す円形
の科学実験室

連載の最終回

図 1、Evelyn Grace Academy平面図、4階建ての左 1階と右 3階 図 2、Langley Academy 1 階平面図、3階建ての 2階

空気の流れ配慮のパッシブデザイン採用、

各種廃棄物燃料のバイオマスボイラーと

地熱ポンプの熱源利用、ソーラーパネル

採用、3万リットルの雨水をトイレや葦原

の生物維持等に利用、外壁にヒマラヤス

ギを使用している。

4、米国の国の教育政策となるコミュニ
ティスクール、オバマ政権（2009～17 年）
は、シカゴで積極的なコミュニティスクー

ル推進の公立学校 CEO Arne Duncan

氏を教育長官に任命し、「School as 

Centers of Community Life」を国の教育

政策とした。これに伴い、国はもとより

州政府も費用をかけてあり方を求め、多

くの大学が学校と地域の在り方を研究し

ている。

5、米国のものづくり教育重視の学校が
高校そして中学で増加、初期のパソコン
がガレージで開発された物語が語られる

が、各校に設けられるようになった

Maker Space は、コンピュータ技術や科

学やデジタルアート等で、同じ興味を持

つ学生達が調べ協働で造るスペースで、

設置が増加している。

6、学校と学生がコミュニティに深く関わり、
学生の創作の場Maker space を持つ米
の Design Tech High School（18 年）、
建物は世界第二のソフトウエア会社

Oracle 本部の敷地に位置、校舎建設費

も提供している。学校は、ユーザーの視

点で課題解決に取り組む事を重視し、そ

の現実的な問題として地域のコミュニティ

の問題への解決に取り組み事を奨励して

いる。建物は、面積の狭さをカバーする

フレキシブルな計画で、1・2 階とも

Maker Space・科学実験室・4 教室のユ

ニット2 か所（壁は可変）等で通路を含

めてその周囲をほとんど休憩兼学習ス

ペースで構成している。

7、場の概念をテーマにした米のCanon
View High School（18 年）、「場」に根
差した環境と文化的視点から、「地域」・

「コミュニティ」・「場の環境」と掘り下げ

る考え方、学校はこの考え方を基に教科

と授業を構成している。授業は、学生が

グループ又は個人で興味のある問題に挑

戦する学生同士のコラボレーション（協

働）による学習で、そのため図５のように

部屋は教室とは呼ばずFlex room（多用

途室）と呼び、可動間仕切りが多用され

ている。また 6 の学校と同じMaker 

Space を持っている。

8、最終回と本の出版のご報告、今月で
最終回の執筆となりました。第 1 回で述

べた拙著「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」は
丸善から出版でき1月末に書店に並びま

した。1939 年世界最初のコミュニティス

クールから現在まで122 事例で780 頁に

及び、学校建築だけでなく発想法・空間

論・設計法等に活用頂けます、御参照

頂ければ幸いです。

右がDesign Tech High School、左に企業が提供
する斬新なデザインの共用施設

物づくりの場のMaker Spaceで、右の壁のガレージ
と書かれた看板が学生を鼓舞する

Canon View High School、平面のように中央軸の
両側に展開する街並み型で、端の斬新な建物

中央広場、周囲に売店と食堂等が並ぶ中央に位置する
階段状の広場

図 5、学習コミュニティは
　　　Flex room（多用途室）で構成

豊橋技術科学大学名誉教授

渡邉 昭彦
図 4、Canon View High School 1階平面図、2階建

図 3、Design Tech High School 1階平面図、2階建
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　名古屋市立大学芸術工学部の 3年生
を対象に後期の 15コマを JIA愛知地域
会による授業、「建築家の仕事」を 9月
25日から1月15日まで行いました。
　今年で 4年目となるのですが、今回か
ら委員長になったこともあり、今まで 3年
間の授業の意義を見直し再構築しました。
　昨年より、大学授業検討委員会を設け
て 5回ほど会合を重ね、JIA会員や学生
から意見や要望を求め、授業の構成や講
師陣を見直し、参加型の講義や他分野の
専門家を迎えて対談するなど、多角的に
「建築家の仕事」を伝える構成を組み立て、
授業内容をA3にまとめたシラバスを各
講師に作成して頂きました。
　昨年までの授業と大きく変わったのは、
コロナ禍の第 2波 3波の影響もあり初回
から最終講義までの全 15回がオンライン
での開催となりました。
　初めてのオンライン講義で戸惑いもあり
ましたが、メリットとしては大学の許可
を得て JIA会員や一般の希望者も視聴
できる機会を作って頂き、機関誌
「ARCHITECT」の 11月 12月号のブリ
テンボードに紹介させていただきました。
オンライン講義では 45名の学生が受
講出席しているものの、全員ビデオオフと
しているので、学生の反応が見え無い形

での講義となり、1時間 30分の間、休
憩をはさみながらの進行と時間配分の考
慮も必要となりました。
　商店街を歩きながらアーケードの仕組
みやお店の方々との会話を盛り込んだラ
イブ中継での講義をおこなったり、事前
に材料を送って、授業でワークショップを
組み込んだりと、講師も色々な工夫を講
じた内容となりました。
　画面を通じての講義では、学生とのコ
ミュニケーションの取りかたの難しさを感
じましたが、毎回学生からのレポートで、
内容が伝わっている実感を得る事ができ
ました。
　第 15回目は、14講義のまとめとして
の学生から提出されたレポートを各講師
が評価する内容となっていて、学生からの
発言をもとに講師から感想やアドバイスを
行いました。
レポートの内容は、講義の感想や将来
の目標、現在の拘っている事など、自由
にテーマを決めてA3用紙 1枚を提出頂
きました。
レポートを画面共有しながら約 1分程
度、学生全員から発表してもらったので
すが、共通した内容として「建築家の仕事」
の印象が随分変わったようでした。
　建築家は建築をデザインして図面を書

く仕事と思っていたが、地域との関わりや、
家具デザインやプロダクトデザイン、人と
人を繋ぐ役割など幅の広い職業である事
が驚きであったようです。
　建築だけでなくプロダクトを専攻してい
る学生も多く、学科が違っても共通する
ことが多くあったようで、多くのレポート
で寄せられた内容は、将来の仕事と重ね
た感想で、
　就職することが目的や到達点ではなく
通過点であって、生き方や目標に向かっ
て変化していっても良いと思えた。業種が
違っても仕事の心得など得ることが出来た。
　人の役に立つ仕事をしたいと思えた。
など 15回目の授業通しての学生からのリ
アクションが感じ取れました。
コロナ禍が次年度まで続くのか定かで
は無いのですが、学生との距離感や繋が
りが持てるような授業へと、進め方を見
直して学生だけでなく多くの方にも視聴で
きるリモートだから出来る利点を活かして、
来年の授業につなげたいと思っています。

JIA 愛知発 名古屋市立大学　大学講座

名古屋市立大学「建築家の仕事」全 15回を終えて

Liv設計工房
川口亜稀子（JIA 愛知）
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　14回の講座はどれも個性的で、活躍
の場が多岐にわたる「建築家」について十
分に学生に伝わっているようでした。レ
ポートを自分なりに要約します。
•「人、コト、時間」を見据えた建築・デ
ザインに対する姿勢を学ぶ。
•変化する時代・環境において、考える
際の立ち位置、人との関わり方の重要
性を学ぶ。
•新しい物事の見方、周りの見え方を身
に着け、広い視野と幅広い選択肢と独
自の意見を持つ。
•「建築家」も現在まで至るには様々な分
野に関わってきた背景があり、これから
も時代に寄り添って変化していく柔軟
性・逞しさが必要であることを学ぶ。
•仕事に就いても、将来を見据えて常に
可能性を広げておく。
•講義を聴くことで、自分の拘りを知る。
•自信の考え方を整理し、人生設計を考
えるための機会と捉える。
　レポートで多く取り上げられたのが、「ま

ちづくり」という大きなスケールで活躍す
る建築家についてでした。全講義を通じ
て「人・関わり」の重要性を理解されたの
は大きいと感じます。またプロダクトデザ
インから建築デザインを見ることで改めて
発見されることもあり（その逆もあります
が。）、建築家である我々が気付かされる
こともありました。
　講義で特徴的なのは、職業観、価値観、
人生観について言及している点です。社
会情勢が目まぐるしく変化する現代、世
の中の職種や働き方はますます多様化し
ているなかで、どのように生きていくのか。
これから就職活動に入る希望と不安のな
かで、好きなことへ飛び込む勇気と自分
の遠い未来に対する希望を持たせること
ができたのではないのでしょうか。就職す
ることがゴールではなく、本当に大切なの
は、社会人として働きながら自分の人生
に価値を持たせること、つまり選んだ仕
事にやりがいを見出し、働くことに夢を持
ち、生きることに楽しさを感じられること。

主体的に生きる力を身につけ、人生を逞
しく歩むことが求められるのではないので
しょうか。講師の方々からは「建築が好き」
だという想いを通じて、そんなメッセージ
をいただいたようにも感じました。
　どんなリモート講義でも課題となります
が、ライブ感がないのが勿体無いと感じ
ました。学生とのコミュニケーションがリ
アルタイムに感じられないところが問題な
のですが、学生にその場で投げかけてみ
てはいかがでしょうか。学生には瞬発力、
傾聴力も必要とされますが、レポートを
見る限り、各々の視点で共有されるべく
意見が十分に発言されるのでは、と感じ
ました。逆にリモートを活用することで、
遠方の学生や全国の JIAへ配信し情報交
換を促し、大学講座「建築家の仕事」が
広がり、全国の「建築教育」に寄与され
ることを期待しております。

最終講義 学生レポートを読んで

　地震・津波、火災、放射能汚染、暴風雨・
台風、等々これまで、大きな災害に自分
自身が直接遭遇したことがないのは、や
はり幸運ということでしょうが、全世界が
一斉にウィルスに見舞われるパンデミック
は、人間の営みのもろさをまざまざと見
せられ、便利さや快適さを支える文明基
盤の危うさを露見させました。遠隔でも
できることが再考され、人と人の繋がり
方が問われるなかで、大学の教育が変革
していく様子を名市大の「建築家の仕事」
のプログラムを通じて、感じ取りたいと毎
週金曜日の 10：30にZoomへの enter
キーを叩いて第 3~14講座を聴講させて
頂きました。
　個性豊かな 20名の建築家の語りを、
どのように学生諸子が受け取り、どのよう
に反応して、自己消化していくのか、残念
ながらZoomによるオンラインセミナー
では、読み取ることができず、呼び水に
なればと投げかけたチャット質問も講師と

の間の応答が、どんな波紋として学生諸
子に届いたのか、体感できないのが、悲
しい現実でした。突っ込みどころ満載の
講師である建築家の皆さんのエピソード
に対し、昂揚したその一瞬でしかわから
ないタイミングで、隠された想いや意図
を引き出すことができればと願ったのは、
自分だけだったでしょうか。学生も講師も
もどかしさを感じながら、オンラインシス
テムがつくる雰囲気の中にのみ込まれてい
くしかないのもまた、実情でした。
　それでも、第 15回の最終講座にて、
学生の皆さんが、自身の専門領域に絡めて、
建築家から発信された情報を紡ぎ直して、
問題意識と将来展望へと昇華させた内容
を短いながらプレゼンテーションしてくれ
たおかげで、建築家のメッセージがしっか
り届いていたことを証明してくれました。
「熱伝導が見えない」オンライン講座が、
不思議な回路を通じて建築家と学生をつ
なげていたことを実感できたのがうれしい

聴講感です。
　オンラインセミナーの課題は、一方通
行のプログラムにしないで、画面共有に
よる情報提供だけに頼らず、テーマを確
実に共有できて、同じ時間の流の中に一
緒にいる臨場感を味わえる＋アクションを
働かせる仕組みが必要だと考えます。個々
の参加者を想像しながら全体を見渡せる
専門のファシリテーターの力が必要なの
かもしれません。
　名市大のオンラインセミナーが、現状
の課題を変革する新しい挑戦にて、自身
の将来に輝かしい何かを見出そうと頑張
る学生に「建築家の言葉」が沁みて、ここ
ろにとどめてもらえる貴重なひとしずくに
なるような試行錯誤を続けて行って欲しい
と願っています。

名市大「建築家の仕事」オンライン講座を聴講して

h+de-sign/architect
【エイチデザイン/アーキテクト】

西村 和哉 （JIA 愛知）

SDL（スペースデザイン研究所）建築設計部
山本 和典 （JIA 愛知）
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津観音 ウォッチングの様子 オーデンビル ランタン通り

　2020年度は、相次ぐお祭りイベントや、
予定されていた行事が早々に中止に追い
込まれていく状況下、JIA三重でも
Zoomを使った例会役員会で、建築ウォッ
チングは開催する運びとなるものの、様
子を見て延期か中止は避けられない状況
で計画を進める事となりました。また、
従来開催してきた内容では、緊急事態宣
言下に置かれた場合、中止せざるを得な
い部分があり、大きなリスクを負う事も考
えられました。以前の開催実績から、現
地集合、現地解散の建築ウォッチングが
開催された年度もあり、見学地を県内 1
か所に絞り込み、JIA三重会員限定とし
た事。昼食は集団ではとらず、午後半日
短縮開催とした事で実現できたと感じて
います。そのような計画から、予めとこと
ん決められたスケジュールの中からは、見
えなかったものが、半日開催ならば、例
会のプログラムとしても開催可能となり、
年に複数回の開催や、目的地に集合すれ
ば、少人数でも開催できる可能性も見え
てきたと感じています。
　例年なら、伝統の 3大事業という建築
ウォッチングは、担当委員にとって年度当
初の例会から、見学地や食事の段取りで、
やりがいを感じながらも、毎回、企画に
手を加えられ変わっていくのが通例になっ
ていました。開催時期を迎える頃には、
疲弊し、任期を終える頃には、燃え尽き
るかのように大変重い事業のように感じて
いました。今どきの新規会員獲得の為にも、

やりがいがありすぎる事業にならないよう
に、この機会に貸切バス食事つきの、日
帰旅行化した建築ウォッチングを見直す
きっかけになればと考えます。今回は、
私自身の勝手な思いを察してか、或いは、
こういう時だからこそ、訪れた街に感謝を
込めてお金を落としていこうという事だっ
たか、限られた少人数ながら、終了後、
開催地にて労をねぎらう機会迄設けてい
ただき、執行部有志の皆様には感謝申し
上げます。
　本年度の開催場所は、津市内の真ん中
よりやや海寄りにある、津観音の門前に
広がる歴史ある大門（だいもん）商店街に
決定しました。今まで、主に総会開催地
であり、例会開催地でもあるお膝元にあ
りながら、JIA三重で訪れた機会を知ら
ない世代として、50年以上も架けられて
いたアーケードを撤去し、登録有形文化
財のオーデンビルを擁し、浅草、大須、
と並ぶ日本三大観音の津観音として、江
戸時代には、お伊勢参りで往時の賑わい
で栄えた歴史ある街は、一見の価値あり
と直感しました。県庁所在地であり、戦
国時代には、築城の名士とうたわれた藤
堂高虎公が治めた城下町。美杉町には、
南北朝時代に一時、南朝の中心地として
栄えた、霧山城跡の麓にある北畠神社の
庭園も見応えがあります。市内には、ま
だまだ名所も多く残されており、次年度も、
移動手段を考えて、幾つか巡りたいと考
えていますが、同じ所ばかりと、ご注文

をいただく事もあるかもしれません。
　開催日が近づいてくるにつれて、コロナ
禍の状況下、見学地との事前準備をどう
するか？当初は、ピッチャーズ（村山邦夫
会員の作品）前に勝手に集合し商店街を
見学し、観音さんにお参りし解散しよう
と考えていました。この時期に、商売上
先行きが見えない、観光客も来ない、客
のいない飲食店、人通りの減少に直面さ
れている街を見学する事に対して、はな
はだ、迷惑ではないか、大丈夫なのかと、
自問自答を繰り返しているうちに、10月
半ば、つかの間のほんの少しの期間、感
染者が減少した為、急遽、商店街の組合
の方をご紹介頂き、お話をお伺いする事
が出来ました。当日は、暖かくお出迎え
いただき、案内役として商店街の歴史を
語っていただく機会も設けていただきまし
た。ご協力いただきました皆様には、こ
の場をお借りして厚くお礼を申し上げます。
計画から開催まで、行き当たりばったり
のように感じますが、直前の最新のタイム
リーな情報を提供できると感じ取ることが
できれば、瞬発力のあるゲリラ的な発想
や行為は、新しい事業を展開していくエ
ネルギーに繋がるような可能性を確信し
た瞬間でもありました。

JIA 三重発 建築ウォッチング

コロナ禍における建築ウォッチング 2020の開催

設計工房NEXT
伊藤 達也 （JIA 三重）
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　平成 7年（1995）から毎年夏至と冬
至の時期に開催する新御師塾に参加し、
塾長の松田義幸先生（尚美学園大学顧
問）から多くのことを学んできた。
　2018年の講義において、世界は文
化経済学の創始者ジョン・ラスキン
（1819～ 1900）に再び注目している
時代（ラスキントゥデイ）である。当地
域は風光明媚な自然、伊勢神宮、真珠、
豊饒の海を持つ地域であり、日本にラ
スキン文庫を設立した御木本隆三は真
珠王御木本幸吉の長男である等、グロー
バルに知名度が高い。ポスト伊勢志摩
サミットのプロジェクトとして伊勢志
摩地域をジョン・ラスキン研究拠点に
してはどうかと提案された。
　思想を知るため著書「建築の七燈」等
からラスキン研究を進めている。ラス

キンには「人間の忘却に耐えられるも
のは 2つ。詩と建築である」「現在の建
築を未来の歴史に残るように扱わなけ
ればならない。過去の時代の建築を私
たちの祖先からの遺産の中の最も貴重
なものとして残さなければならない。」
等々多数の心に染みる名言がある。
　またラスキンの文化経済学からは地
域の自然、芸術文化の固有価値を有効
価値に変える享受能力アップの大切さ
等、地域活性化の視点を、また池上惇
著「文化と固有価値のまちづくり」から
はラスキン、二宮尊徳の地域再生思想
などを学び、まちづくりの参考にして
いる。
　ラスキンの思想を生かした地域の生
活文化産業の創出は地域再生の糸口の
一つである。

　1930年代アメリカは経済恐慌によ
り女性が社会進出し、日本では終戦に
より女性が政界に進出しました。地震・
水害などの大災害・・・その後には必ず
大きな変化（反省、見直し）がありました。
我々が置かれている今の状況は行き過
ぎた合理化と利潤追求により本来世の
中をうまく治め、民の苦しみを救うは
ずの経済がおかしくなり、政治は迷走
し弱者は踏みにじられ生活を奪われて
います。そして、急激な進歩・発展は
環境までも侵してしまいました。今回
のコロナは我々に何を気づかせてくれ
るのでしょうか。
　昨年 4月に労働基準法が改正され残
業時間、有給休暇などが変わり、その

直後にコロナによりリモ－トワ－クが
定着しました。働き方を変えさせられ
たのです。当事務所も導入しましたが
勤怠管理や評価の方法、自宅での経費、
Wi-Fiの見直しなど問題は山積みです。
また、働き方改革と共に「ワーク・ラ
イフ・バランス」という言葉を耳にす
るようになりました。ワーク・ライフ・
バランスとは「働く全ての人が『仕事』
と家事・育児や介護、趣味や地域活動
など『仕事以外の生活』との調和をとり、
その両方を充実させる働き方・生き方」
のこと。我々の業種はまだ旧態依然の
ままでしょう。『働き方』（私の立場で
は働かせ方）について見直し、特に女
性がいきいきと働ける環境にしないと

生き残りは難しいかもしれません。今
年はそのあたりを改善しようと思いま
す。今回のコロナは仕事の在り方につ
いて考えるよい機会でした。【追伸】将
来に備えて先ず料理本（志摩さん式　
定番家族ごはん）を買いました。これ
ならできるかも・・・・これからツベリ
ングのペティナイフを買いに行きます。

Ｓｔｒａｉｎ（無理から生じる歪）・Ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｅ（生き残り）・一陽来復

ジョン・ラスキンの
理念・建築・文化経済学とまちづくり

髙橋徹都市建築設計工房
髙橋 徹 （JIA 三重）

㈱城戸武男建築事務所
城戸 康近 （JIA 愛知）

おん し

ジョン・ラスキン（1819―1900）
1）イギリス・ヴィクトリア朝時代の文化経済学の創
始者、社会思想家、芸術評論家、社会改革家、慈
善事業家、芸術家のパトロン。芸術教育・全人教
育に情熱を注ぐ。1899年オックスフォ－ド大学にラ
スキン・カレッジ創立。代表著作－『近代画家論』『芸
術経済論』『芸術教育論』『建築の七燈』『ヴェニスの
石』『この最後の者にも』等。

自作自演 243

7ARCHITECT     2021―03



　耐火建築促進法（1952年）による防
火建築帯から防災建築街区造成法
（1961年）による防災建築街区への移行
過程においてあらわれた「共同ビル」と
して知られる建築。これら戦後期 RC
造共同建築は老朽化により更新が必要
な時期となっているが、権利関係の複
雑さをはじめ多くの課題を抱えている。
これらは中心市街地に立地することか
ら、建て替えを行わないのであればそ
の利活用のあり方は地域的課題である。
また建て替えを行うのであれば、その
形態や用途のあり方は地域への影響の
大きさから、周辺も含めた地域全体が
大きな関心を示すものである。
この様な背景から、地方都市の中心
市街地に存する防災建築街区等に関す
る研究は、それぞれの地域課題と関連
を持ちながら各地の研究者によって進
められている。そして静岡県内におい
ては、2018年度より科学研究費の助成
を受け、住総研・中部防災建築街区研
究委員会（柳沢究 ,海藤清信ら）と連携
しながら「地方都市中心市街地における
共同建築ストックの評価・活用・更新
に関する研究｣が進められている。研究
は、静岡県内の事例の調査を手掛かりに、
他地域の調査へと拡張し進められてい
る。研究メンバーは、研究代表者であ
る脇坂圭一を筆頭に、柳沢究、大沼正寛、

土屋和男、亀井暁子であり、静岡理工
科大学、常葉大学、静岡文化芸術大学
の教員をメンバーに含んだチームであ
る。従って静岡県中西部地域において
は特に地元オーナーへの調査等をはじ
めとする地域に密着した調査研究が可
能でありまた学生たちも研究や演習の
題材として関わる場合もある。静岡県
内においては、防災建築街区等に存す
る多くの共同ビルが残る熱海、富士吉
原・駅前、静岡呉服町・紺屋町・清水銀座、
浜松田町において、所有者への詳細な
意向等調査や建築物の具体的調査をも
とに考察を深めてきた。
この研究に関連した執筆を、4月号よ
り隔月で 6回にわたり研究メンバーで
ある土屋和男氏に担当頂く。土屋氏は
建築の歴史とデザイン分野を専門とし、
本研究においても、その専門性を活か
した視点で系統的分析やそれに基づく
考察を展開している。土屋氏による分
析は、これからの中心市街地景観のあ
りかたや景観形成について考える上で
の新たな視点と発想のための刺激を研
究メンバーにもたらし続けてくれてい
た。次号より、是非ご期待頂きたい。
　共同建築ストックに関する調査・研
究を進める中で、まちづくりに篤い意
志のある所有者や関係者の方々にお会
いしてきた。そして様々な工夫により

利活用がなされている場合や、利活用
を望みながらも建築が持つ物理的条件
等によって実現に至らない場合など、
様々な事例に巡り合った。利活用継続
の成否は、所有者の意思によるところ
が大きいことはもちろんであるが、活
用が可能となる建築空間の条件がある
程度必要であることも見出された。一方、
更新手法について再開発による下駄履
きタワー型に替わる「身の丈モデル」と
して、今川俊一氏（静岡市）他のご協力
も得て検討を行ってきた。これら共同
建築ストック事例から学ぶことを通じ
て、私たちが今後、新たな建築物の設
計に携わる際に、それらが長きにわた
り利活用されつづけうる持続性あるも
のとなる計画のあり様や、都市ごとの
個性を表出するデザインと空間を考え
る手がかりが得られるのではないかと
感じている。
なお、末筆となってしまったが、「地
方都市中心市街地における共同建築ス
トックの評価・活用・更新に関する研
究｣は、JSPS科研費 JP18K04497（代
表 : 脇坂圭一）によるものである。調査
に際しては、各地域の当該建物所有者
の皆さま、地域商店会の皆さまほか多
くの方のご協力を頂いた。深く感謝申
し上げる。

静岡文化芸術大学デザイン学部（建築･環境領域）
／スタジオRICCA一級建築士事務所

亀井 暁子（JIA 静岡）

　都市の空間における緑の効能の必要

性が叫ばれてからもう久しくなります。

そして現在、都市緑化は新たなステー

ジへ向かおうとしています。従来の修景

目的の植栽や景観に配慮した緑化から、

街の中それも中心市街地に自然の森を

そのままに出現させ、人々の暮らしの中

に緑を溶けこませる方向性に進もうとし

ています。暮らしの中に生物多様性を

取り込み、木漏れ日の中で鳥や虫と共

に暮らす、自然の森の中で生活するイ

メージです。街の中の森づくりをするこ

とによって、都市を再生しながら自然を

も再生し、ヒートアイランド現象の緩和

や生態系ネットワークの形成、地域の

環境負荷低減や都市の生態系の充実に

も役立ちます。さらに高齢者の健康

増進や子供たちの環境教育にも貢献し

ます。

　現在、都市のインフラの更新期に差

し掛かっており、都市を経済成長や利

便性だけで考えるのではなく、そこで暮

らす多世代の人々が快適な生活をしな

がら住み続けることができる自然環境が

一体となったグリーンインフラの整備が

動き出そうとしています。全国各地でそ

れらの整備が展開されている中で都市

緑化や緑地の保全、緑のネットワーク

の形成のみならず歴史的風致や歴史的

建造物の保存活用も含めて、緑に携わ

るものとして建築物と緑の橋渡しの役

割を果たしていきます。

㈱名阪造園

代表取締役　田中 清平（三重）

グリーンインフラにともなう豊かな緑空間の整備

地方都市中心市街地に建つ
共同建築ストックに関する研究の
静岡県における展開

〒510-0815　三重県四日市市野田2-5-23　　☎ 059-333-1066　　 FAX 059-333-2612

法人協力会通信

50

浜松市内に建つ、利活用されている共同建築事例（3枚ともに）

都市の中に出現した生態系重視した森

●本号では、私が

勤務する名古屋

市立大学でのJIA

講義「建築家の

仕事」について多

くのページが割か

れている。昨年の

本誌連載に「コロナ禍に想う」があったが、今

回の講義においても話題はコロナ禍におけるリ

モート講義についての言及が多い。リモート講

義には利点も欠点もあるが、講師や大人の側

からは学生たちの反応がわからないとの声が

聞かれる。私たち人間は、相手の一瞬の表情

や目の動き、仕草などから様 な々情報を受け

取って、発せられる言葉と合わせて情報の総

体を把握している。やはり何かが少し欠けるだ

けでも情報の総量が著しく減じてしまう。もしか

すると話す内容以上に、熱意や雰囲気などと

いう言語化されないものの方が重要なのかもし

れない。写真だけでは伝わらない建築の空間

体験にとてもよく似ている。 （伊藤 恭行）

●日々 止まらない感染者に緊急事態宣言、コ

ロナ禍でブリテンの編集会議もZOOMが常態

化しています、活動休止中の状況が続くJIA

です。この状況下で紙媒体ARCHITECTの重

要性を再認識する次第です。誌面連載の渡

邉昭彦先生の「英・米のコミュニティスクール

100年の変化」では学校を地域の交流拠点と

して活用している事例を知り、興味深く拝読さ

せて頂きました。ご自身で訪問検証された事

例の集大成の著書出版直前の貴重な機会に

ご投稿いただいた事に改めてお礼申し上げま

す。行政や教育者、提案者である建築家が

この事例を共有してより開かれた学校施設造

りの指針となる価値の高い1冊と思います。服

部高志さんのイタリア生活での表紙は毎号どん

な写真が表紙を飾るか楽しみでした、初めと

終わりはドウオーモでしたね（笑）快諾いただ

き貴重な写真をご提供いただきありがとうござ

いました。 （伊藤 彰彦）

　東海道の城下町（・宿場町）として栄え
た豊橋市街（往時名｢吉田｣）は、その由緒
ある城址・自然公園の豊橋公園界隈が市
民文化と安寧の拠り所となっており、主要
な公共建築やスポーツ施設も擁して、日常
的な市民交流の中心地である。
　戦国時代末期に近郷城主の牧野古白に
築城された｢今橋城｣は、程なく群雄割拠
を経て｢吉田城｣と改称され、後に、江戸
時代 250年余を幾多の城主に継承されて
生き抜いたが、当初の中世城郭から近世
城郭に一大展開したのは、家康平定直前
の池田輝政の城主時代という。本丸周囲
に堅固な石垣を築き（二の丸・三の丸の
周囲は土塁）、天守なき本丸御殿の四隅の

櫓のうち、昭和 29（1954）年に復興され
た北西の鉄櫓の西濠から聳える高石垣は
当時最先端の石積み技術を今に遺す。
　昨年末に地元紙が、郭内別位置にこの
貴重な池田輝政時代の｢野面乱積み｣技法
の石垣遺構が新たに発見されたと報じた。
近年の当城址石垣群の部分崩落一斉調査
の一環で、覆った草木を一掃清浄の結果、
露呈し解明された由、底部と両脇が該当
し内側は江戸時代の修復跡とされる。
　吉田城本丸回りの石垣は、江戸時代に
幾多の修復・強化を積み重ね、約 50面
に及ぶ多様な佇まいを織り成す。名古屋
城の残石転用の名残の、築城担当家の痕
跡・石垣刻印も多く遺っており興味深い。 一級建築士事務所 デザイン スズキ

鈴木 利明 （JIA 愛知）
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編集
後記

お気に入りの
歴史的環境調査

吉田城推定図（黒塗部が石垣） 鉄櫓（再建）下から高石垣見上げ

くろがねやぐら

新たに発見された池田輝政時代の｢野面乱積み｣（写真外縁部）

【概　要】
所 在 地／豊橋市今橋町（豊橋公園）
アクセス／市電｢市役所前｣下車、徒歩 3分
略　　史／永正 2（1505）年 牧野古白｢今橋城｣築

城、天正 18（1590）年 池田輝政入城､
近世城郭へ展開し、以降･江戸時代：
慶長 6（1601）年～嘉永 2（1849）年
歴代9家22城主継承（3万石～8万石）

参考文献／｢吉田城いまむかし｣
平成 6（1994）年発行
豊橋市教育委員会

案内図
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　耐火建築促進法（1952年）による防
火建築帯から防災建築街区造成法
（1961年）による防災建築街区への移行
過程においてあらわれた「共同ビル」と
して知られる建築。これら戦後期 RC
造共同建築は老朽化により更新が必要
な時期となっているが、権利関係の複
雑さをはじめ多くの課題を抱えている。
これらは中心市街地に立地することか
ら、建て替えを行わないのであればそ
の利活用のあり方は地域的課題である。
また建て替えを行うのであれば、その
形態や用途のあり方は地域への影響の
大きさから、周辺も含めた地域全体が
大きな関心を示すものである。
この様な背景から、地方都市の中心
市街地に存する防災建築街区等に関す
る研究は、それぞれの地域課題と関連
を持ちながら各地の研究者によって進
められている。そして静岡県内におい
ては、2018年度より科学研究費の助成
を受け、住総研・中部防災建築街区研
究委員会（柳沢究 ,海藤清信ら）と連携
しながら「地方都市中心市街地における
共同建築ストックの評価・活用・更新
に関する研究｣が進められている。研究
は、静岡県内の事例の調査を手掛かりに、
他地域の調査へと拡張し進められてい
る。研究メンバーは、研究代表者であ
る脇坂圭一を筆頭に、柳沢究、大沼正寛、

土屋和男、亀井暁子であり、静岡理工
科大学、常葉大学、静岡文化芸術大学
の教員をメンバーに含んだチームであ
る。従って静岡県中西部地域において
は特に地元オーナーへの調査等をはじ
めとする地域に密着した調査研究が可
能でありまた学生たちも研究や演習の
題材として関わる場合もある。静岡県
内においては、防災建築街区等に存す
る多くの共同ビルが残る熱海、富士吉
原・駅前、静岡呉服町・紺屋町・清水銀座、
浜松田町において、所有者への詳細な
意向等調査や建築物の具体的調査をも
とに考察を深めてきた。
この研究に関連した執筆を、4月号よ
り隔月で 6回にわたり研究メンバーで
ある土屋和男氏に担当頂く。土屋氏は
建築の歴史とデザイン分野を専門とし、
本研究においても、その専門性を活か
した視点で系統的分析やそれに基づく
考察を展開している。土屋氏による分
析は、これからの中心市街地景観のあ
りかたや景観形成について考える上で
の新たな視点と発想のための刺激を研
究メンバーにもたらし続けてくれてい
た。次号より、是非ご期待頂きたい。
　共同建築ストックに関する調査・研
究を進める中で、まちづくりに篤い意
志のある所有者や関係者の方々にお会
いしてきた。そして様々な工夫により

利活用がなされている場合や、利活用
を望みながらも建築が持つ物理的条件
等によって実現に至らない場合など、
様々な事例に巡り合った。利活用継続
の成否は、所有者の意思によるところ
が大きいことはもちろんであるが、活
用が可能となる建築空間の条件がある
程度必要であることも見出された。一方、
更新手法について再開発による下駄履
きタワー型に替わる「身の丈モデル」と
して、今川俊一氏（静岡市）他のご協力
も得て検討を行ってきた。これら共同
建築ストック事例から学ぶことを通じ
て、私たちが今後、新たな建築物の設
計に携わる際に、それらが長きにわた
り利活用されつづけうる持続性あるも
のとなる計画のあり様や、都市ごとの
個性を表出するデザインと空間を考え
る手がかりが得られるのではないかと
感じている。
なお、末筆となってしまったが、「地
方都市中心市街地における共同建築ス
トックの評価・活用・更新に関する研
究｣は、JSPS科研費 JP18K04497（代
表 : 脇坂圭一）によるものである。調査
に際しては、各地域の当該建物所有者
の皆さま、地域商店会の皆さまほか多
くの方のご協力を頂いた。深く感謝申
し上げる。

静岡文化芸術大学デザイン学部（建築･環境領域）
／スタジオRICCA一級建築士事務所

亀井 暁子（JIA 静岡）

　都市の空間における緑の効能の必要

性が叫ばれてからもう久しくなります。

そして現在、都市緑化は新たなステー

ジへ向かおうとしています。従来の修景

目的の植栽や景観に配慮した緑化から、

街の中それも中心市街地に自然の森を

そのままに出現させ、人々の暮らしの中

に緑を溶けこませる方向性に進もうとし

ています。暮らしの中に生物多様性を

取り込み、木漏れ日の中で鳥や虫と共

に暮らす、自然の森の中で生活するイ

メージです。街の中の森づくりをするこ

とによって、都市を再生しながら自然を

も再生し、ヒートアイランド現象の緩和

や生態系ネットワークの形成、地域の

環境負荷低減や都市の生態系の充実に

も役立ちます。さらに高齢者の健康

増進や子供たちの環境教育にも貢献し

ます。

　現在、都市のインフラの更新期に差

し掛かっており、都市を経済成長や利

便性だけで考えるのではなく、そこで暮

らす多世代の人々が快適な生活をしな

がら住み続けることができる自然環境が

一体となったグリーンインフラの整備が

動き出そうとしています。全国各地でそ

れらの整備が展開されている中で都市

緑化や緑地の保全、緑のネットワーク

の形成のみならず歴史的風致や歴史的

建造物の保存活用も含めて、緑に携わ

るものとして建築物と緑の橋渡しの役

割を果たしていきます。

㈱名阪造園

代表取締役　田中 清平（三重）

グリーンインフラにともなう豊かな緑空間の整備

地方都市中心市街地に建つ
共同建築ストックに関する研究の
静岡県における展開
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浜松市内に建つ、利活用されている共同建築事例（3枚ともに）

都市の中に出現した生態系重視した森
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