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初期案に対して、発注者が伝えてくれる「モヤモヤ」が案を成長させてくれる。
豊岡での「モヤモヤ」は、様々な活動が混ざり合うように用途別のボックスを点在させ透明な外壁でひとつに
まとめた平面計画に対する運営上の懸念（休館日や営業時間がゾーンによって違う）
。ラリーナでは、大空間特
有の威圧的なボリュームを消すためのこぎり屋根に対するメンテナンス上の不安（古墳の森が隣接している）
。
ヘルツ電子では、西日対策のダブルスキンによるオフィス内空間から感じる閉塞感（メインファサードが西面と
なる立地）
。

photo Haruka Aoki

渡辺 隆（JIA静岡）

渡辺隆建築設計事務所

発注者の「モヤモヤ」は、設計者にとって必要なブレーキであり、同時にもう少し遠くまで走るための燃料で
もある。
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防火建築帯・
防災建築街区を巡って ２
防火建築帯の平面、断面、立面
バラバラな間口と奥行

階商店の間口に応じて構造が決定され、 の 4 階建（5 班）は、当初から一体で 4

防火建築帯としてつくられた初期の共

所有区画も土地区画が上階にそのまま及

階建にした意欲的な例で、1 階から 4 階

同 建 築を見てみよう。街を歩いていて、 ぶこととなった。

まで縦方向の区画は界壁で明確に分かれ

古びたビルをつくづく見上げる人は少な

そればかりではない。表からは見えな

ている。一方、もともと木造で 2 階建が

いが、今の建築ではやらないような設計

いが、実は奥行もバラバラである。前稿

せいぜいであった商店では、3 階以上の

が見て取れる。

で述べたように、当初、防火地域は奥行

階は必要ないという場合もあった。5 班

まず、通り沿いの柱のスパンがバラバ

11m の範囲に決められたが、それより奥

と青葉通りを挟んで西の 4 班も 4 階建だ

ラである。これは地上の店舗の間口が優

は各所有者に任された。各所有者がどこ

が、こちらは 1 階の区画が及ぶのは 2 階

先されたためで、それが建物全体の構造

まで土地を持っているか、どこまで建て替

までで、3, 4 階 は横 につながっている。

まで決定している。例えば静岡市の呉服

えるかによって、不揃いな建築体が生ま

これは建設時に 3, 4 階を静岡県住宅公

町 防 火 建 築 帯（1956-58（昭 和 31-33）

れた。つまり、街道沿いに並ぶ店を、不

社が貸主となった賃貸事務所とすること

年）は、旧東海道沿道に形成された江戸

燃化して文字通り横につなげたのが、初

で県が出資し、法で要求される 3 階以上

期以来の商業地だが、そこでは所有者は

期の防火建築帯の姿なのである。

を確保した例である。上階へのアクセス

変化しつつも土地区画は継承され、短冊
状の敷地が連続していた。沿道の間口は

のために専用のエレベーターと階段が設
まちまちな高さ

けられ、上階では横方向に廊下が通って

伝統的に商業力を表すことにつながった

高さもまちまちであった。耐火建築促

ので、旧街道沿いの商店では間口を確保

進法では 3 階建以上もしくは 11m 以上を

する主張が強かった。静岡市では戦前の

要求していたが、補助は地下 1 階から地

大火復興計画によって、道路拡幅等に際

上 4 階までが対象だったので、これを機

沼 津 本 通 防 火 建 築 帯（1953-54（昭 和

して土地の減歩や換地が行われたが、基

に 4 階までがんばる例も見られた。呉服

28-29）年）は 先 駆 的 な 設 計 で 知られ、

本的にはそれまでの土地区画を残したま

町の南側では、駅に近い東から 3 階建

他の防火帯の手本になったといわれるも

ま、戦後に共同建築がつくられた。この

（6 班）、4 階 建（5 班）、4 階 建（4 班）

結果、建築物としては一体であるが、1

の共同ビルが並んでいる。このうち中央

(5班）

紺屋町西側防災建築街区

大きなガラス
立面の共通した特徴は、ガラスの面積

(6班）

市街地再開発事業等
によって更新された街区
旧東海道

静岡 呉服町防火建築帯と紺屋町防災建築街区
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これは 3 階以上の増築を予定していれば

わけである。

静岡駅前防災建築街区

が大きいことである。奥まで光を取り入
れたいがゆえの回答とも言えるが、何と

上記指定区域内で実現した
共同建築のうち現存するもの
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のだが、かなりの部 分が 2 階 建である。

のまま増築されず止まってしまったという

防災建築街区指定区域

2

2 階までで止まってしまった例もある。

ていたためで、予定はされていたが、そ
呉服町防火建築帯

防火建築帯指定区域

フロアを実現する試みとなった。

2 階建でも、法が補助金の交付対象とし

防火帯空地
（青葉通り）
(4班）

いる。結果的に土地区画を越える大面積

言っても、それまでの木造の街並みから、
➡

30m

静岡駅

ガラスを存分に使った明るい街への刷新
を演出したかったのだろう。戦後、新し
い世の中を目指した時代の心情であった

呉服町 5 班南 当初から 4 階建で建設された

呉服町 4 班南
3, 4 階を県住宅公社の貸事務所として建設した

呉服町 5 班北の図面

間口も奥行も高さ（断面）も不揃いだが、窓の表現を揃えている

（『燃えない都市へのあゆみ』静岡県都市不燃化促進会連合会 , 1959 より転載）

と理解できる。界壁や柱型で途切れてい

れるようになる。昭和 40 年代頃、防災

るものの、横方向の窓の高さを揃え、不

建築街区の時代になると、静岡紺屋町

揃いなスパンを超えた統一感をつくろうと

（1964-72（昭和 39-47）年）のように旧

している。

2 階建の防火建築帯が残る

来の間口を保ったビルであっても、上階

初期の窓はまだスチールサッシで、ガ

のテナント貸しを想定して専用階段を設

ラスの面積も小割りである。それでも中

け、1 階の店舗間口に関わらず使用可能

にはコーナーを曲面としてガラスを嵌める

とした例が見られるようになる。また、デ

など、表現の可能性を追求している。浜

パートをキーテナントとした単体の大型ビ

松 田 町 防 火 建 築 帯（1957-60（昭 和

ルも建設され、これは後の都市再開発法

32-35）年）では、設計者が地元のタウ

によるビルに通じるものであった。

ン誌に、「ガラスの街への道

沼津本通

浜松・横

しかしむしろ、今は初期建築防火帯の

のデパート建設の苦心」と題して、「外観

不揃いさに可能性を感じる。歴史的な土

を総ガラスとしたことは、商店街として一

地区画を反映した形状は都市構造の継承

般客に平易な気持ちで接触出来るように

が街並みに現れている。均質でないスパ

軟らかさをもたせたことと、近代美を狙っ

ンでありながら、開口部の表現によって

た」と書いている（『浜松百撰』創刊号 ,

連続した立面は、同じようだけれどちょっ

1957.12）。

とずつ違う、振れ幅を持った統一感をもっ
ている。まったく同じ「統一」と、多少の

不揃いの可能性

変化を許容する「統一感」とは違うのだ。

呉服町 5 班北
コーナーを曲面にしてガラスを入れている

浜松田町

柱型を出さずにガラスを連続させている

個人商店を不燃化して横につなげた、 そして 3-4 階建の高さは、適度に空が目
間口も奥行きも高さも不揃いな建築は、 に入る威圧感のない街並みをつくり出し
一体の構造体としてみれば不合理である。 ている。道行く人が建物に拒絶されない、
そのため、時代が下るに従って建物は大

親近感をもって接することのできる街並み

型化し、建築物としての合理性が優先さ

がここにある。

土屋 和男
常葉大学造形学部造形学科 教授
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追悼

故

鋤納忠治氏 JIAでの活動紹介

JIA 名誉会員鋤納忠治氏が 2021 年 2 月 11 日に逝去されたことは、
既に 5 月号でお知らせしました。
新型コロナの影響下もあり、ごく少数の方のみで葬儀が行われ、直接お別れできずに残念な思
いをされた方も多かったことと思います。そこで、追悼メッセージを募集し、先月号と今月号
の巻末に掲載いたしました。ここでは、機関誌『ARCHITECT』の創刊に尽力され、これを全
国に発信された偉大な先輩として、故鋤納忠治氏の JIA での活動について紹介しようと企画い
たしましたが、既に『ARCHITECT』にご自身で JIA での活動紹介をされていることに気づき、
我々が紹介するよりも、その記事を掲載するほうがわかりやすいと考え、2004 年に執筆された
「
「JIA」と私」を掲載させていただきます。これは、鋤納氏の自己評価ですので、故人が活躍
されていた時期を知る会員の中から、静岡、愛知、岐阜の各地域会の方に追悼文を執筆してい
ただき、以下に掲載いたします。また、故鋤納忠治氏と長年同じ職場であり、JIA での活躍ぶ
りもずっと見てこられた森口雅文氏が、鋤納氏の功績を的確にまとめられていますので、
ｐ.12
の追悼メッセージもぜひご覧ください。
会報委員会 川本 直義

建 築家の懺 悔
私より後輩の支部長の訃報に接して言葉もありません。
多分、他にも亡くなられた支部長も居る事と思います。懺悔し
ております。
東海支部初代会長 大塚さん、2 代目会長 税田さんで、
支部が始動しました。
建築家は個人の資格と心得て居ます。
作品の有る建築家と事務所のあり方を追求して名を留めた人
材も居ます。
雑誌 新建築の特集で「日本の建築家百人」に名前を連ねた
私の師匠の針谷正作氏が居ました。旧建築家協会の東海支部長
も経験された方で、愛知県を含め人望の厚い方であったと記憶
にあります。
彼の功績は、企業組合で設計事務所を牽引された事でした。

全国で唯一継続した事務所です。作品のない建築家でしたが尊
敬しています。
会員の皆様が鋤納さんの遺された功績を積み重ねて、国民に
認知された協会になる事を一番願っていると考察しています。
鋤納さんの激しい支部長選が一番心に残っています。愛知地
域会の存亡をかけた選挙でした。東海支部の明日を期待して鋤
納さんと見守りたいと思います。

八木 利喜彌（JIA 静岡）
東海支部

第三代支部長

追悼 鋤 納忠治さんへ
突然の悲報に接し心から哀悼の意を表します。昨年 11 月中
旬頃星ヶ丘三越で奥様とご一緒の鋤納さんと偶然お会いし、普
段通りの言葉を交わしたのが最後の出会いとなりました。
鋤納さんと JIA（日本建築家協会）で思い起こされるのは第 1
回の東海支部の理事選出が選挙で行われた事です。2 名の候補
者の立候補があり、結果的には大差で鋤納さんが勝利し、最初
の理事に選出されました。急な選挙にもかかわらず多数の票を
獲得した鋤納さんは多くの方々からの人望が厚いことを感じさせ
てくれました。その後 1990 年からは理事・支部長を、1996 年
からは急逝された方の代役として 2 年間の都合 6 年間の長きに
亘り理事を務められ、精力的に活動され、JIA の創生期の基盤
造リに大いに貢献されました。選挙で選ばれた事への感謝と会員

とのつながりの場として、理事会で議論された内容を会員に伝え
るため、
「理事会レポート」を初めて「ARCHITECT」へ執筆さ
れ大変好評でした、また本誌が各支部にも配られたこともあり、
全国的にも評判になりました。
「鋤納忠治の設計術」と題する本が令和元年 12 月に出版され
ましたが、彼の半生と建築家としての考え方を 1 冊にまとめた
ものです、人生を充分に全うされたのではないかと思っています、
どうぞ安らかにお眠りください。
注１発足時
（社）
新日本建築家協会 1996年に
（社）
日本建築家協会に改名

福田 一豊（JIA 愛知）

鋤 納忠治先 輩ありがとうございました
二十代半ば過ぎ、設計の実務を学び始めた頃、恩師柳澤先
生の御指導のもとで完成間近の「自邸−すきなや」を見学させ
ていただいた折、
「何だか凄い」との印象と共に「鋤納」氏の
お名前を知りました。
鋤納氏は、建築の設計行為は社会への確かな倫理観のもとで、
思考し想像し創造する行為であり、その為にはその「業」が職
能として確立された「建築家」の存在が不可欠で、その為の諸
活動こそ JIA 活動の軸であることを、主張され努力され続けた先
輩だと思います。
人間はロゴス（言葉）を手に入れ、その発達の帰結として今
日のデジタル社会の出現を迎えました。そして「最適解の選択」
という基本的な人間の意思決定行為を、AI に委ねることが新し
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い文明社会（DX）の必然のごとく語られています。
ビッグデーターや組織化・分業化された設計システムの時代に
あって、
「建築家」の意思決定のあり方・重要性を今こそ社会に
問い直さなければ、地方の文化など培われるはずもないとの「氏」
の主張は十分に納得できます。
「氏」の「その知らせ」と共に、
設計行為が極めて人間的な「生き方」の問題であるとつくづく思
う年齢になりました。ご冥福をお祈り致します。

車戸 愼夫（JIA 岐阜）
株式会社車戸建築事務所

鋤納 忠治（すきのう・ただはる）略歴
1931 年 9 月 22 日 大阪府豊中市生まれ
1954 年 京都工芸繊維大学卒業、日建設計工務（株）
（現（株）日建設計）入社
1967 年 （株）伊藤建築設計事務所設立時に入社
1973 年 同社 取締役
1981 年 同社 代表取締役
1983 年 同社 代表取締役社長
1997 年 同社 代表取締役会長
2001 年 同社 取締役相談役
2009 年 同社 特別顧問（〜 2021 年）
1985 年 （株）セントラル技術センター設立・代表取締役
1996 年 （株）エルイー創造研究所（名称変更）取締役相談役
2000 〜 2014 年 同社 代表取締役 ※2014 年（株）伊藤建築設計事務所と合併
1974 〜 1988 年 名古屋大学工学部非常勤講師
1979 〜 1982 年 豊橋技術科学大学非常勤講師

JIA での活動
1987 年度 JIA 愛知 交流室長
1988 年度 JIA 愛知 ブリテン委員長
※
『ARCHITECT』創刊に尽力
1990 〜 1993 年度・1995 〜 1996 年度 JIA 本部理事
1992 〜 1993 年度 JIA 東海支部 支部長
1998 〜 1999 年度 JIA 愛知 顧問
2000 〜 2001 年度 JIA 愛知 監査
2002 〜 2020 年度 JIA 愛知 相談役
2003 年〜 JIA 名誉会員
2005 〜 2010 年度 JIA 本部懲戒審査委員

2021 年 2 月 11 日 満 89 歳で永眠

「JIA」と私 これ迄の活動を振り返りながら 鋤納 忠治 （『ARCHITECT』2004 年 11 月号 P.18 より）
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JIA 全国大会 2022 開催検討委員会で検討したこと
始まり

昨年の秋、コロナ感染具合の合間に、有

志で飲みながら全国大会開催について語

り合ったのがスタートでした。その後２回
目の緊急事態宣言が発令されました。

そんな中、
「全国大会」という大きなイベ

ントの開催方法を検討しようというのです。
誰もが、このパンデミックが終息をするこ
とを願っていますが、その道筋は、いくら
考えても答えは見えません。そこで、検

討委員会も、リアルで会議をすることをあ

きらめ、WEB ツールを使って議論をする

ことにしました。

具体的には、ワークチャット（Slack）を
使って、いつでも、どこでも、思いついた

時に意見を配信し、それについて、思っ
た時に反応します。結果は、多くの意見
が収集できました。
＃
（チャンネル）と
Slack のいいところは、

いう枠にテーマを設定できるところです。
よって、チャットのコメントがわかりやすく、
意見を把握しやすいです。

添付の画像は、Slack の表示画面です。

では、どんなことを議論したのか。Slack

にあるコメント（斜体）を掲載します。
＃が

ついているのがチャンネルです。
そもそも、全国大会は必要なのか？

Slack による議論を思いつき、最初に発

言したワードが、
「そもそも、全国大会は

必要なのか？」でした。愛知では、コロナ

の感染者数が日々 200 人以上を記録して

いるときでした。すでに、以前には戻ら
ないと、皆、思い始めた頃。JIA を退会

した T さんからは、
「全国大会」という響

きは、昭和な感じですね。
」と言われました。
そう、僕もパンデミックの最中に、一昔
前のイベントをまだ続ける意義はあるのだ

ろか？と思っていました。
全国大会検討委員を引き受けるときに、
役員会では、止めることも含めて議論し

たいと申し上げました。# 意義

集まらないことで生まれる新しいメリット

クロノです。
①集まることで得られていたメリット
→今まで享受していたのに気づかなかっ
た事
②集まらないことで生まれる新しいメリット
→例えば、どこからでも、多元的 ( 複数 )
に発信できる！とか。①、②を整理してみ
ることをしっかりやったほうがいいと思い
ます。ここがブレない方がいいかと。
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（クロノユウイチロウ）

黒野さんは、前向きである。

グローカルということで世界中にお見え
グローカルということで世界中にお見え
になる名古屋にゆかりのある方にお話し
になる名古屋にゆかりのある方にお話し
していただく。
（名古屋出身の建築家、留
していただく。
（名 古 屋 出身の 建 築 家、
学経験のある建築家など）
留学経験のある建築家など）

そのほかその地方ならではのシンポジウ
ムなどは、こちらサイドに任されると思い
話を聞けることじゃないかな？ということ
話を聞けることじゃないかな？ということ
ます。
でヴァーチャルやリモートも大事だけど、
でヴァーチャルやリモートも大事だけど、 主催者側にとってのメリット、というと、
安全に対面できるような工夫の検討も必
安全に対面できるような工夫の検討も必
大会後も何らかの形で継続していける
要かと。ガンダムのシールドみたいなの
要かと。ガンダムのシールドみたいなも
テーマを見つけ出すこと、それを支える
の開発とか、屋外の会議場とか、アクリ
のの開発とか、屋外の会議場とか、アク
「人材」を発見する事、だと思います。そ
（小田義彦）
ル板でできた個室とか
リル板でできた個室とか。（吉元 学）
れが何か・・・。
子どもと建築の活動（建築教室
（建築教室 WS
WS 等）
等）
分相応の支部主催の大会
に参加した学生（大学生に限らず、高校
（大学生に限らず、高校
生以下でも）に対して、社会的に有効で
全国大会のスケジュール、第 1 日目（木）
：
に対して、社会的に有効で
あるポイント
を付与することにより、 午前中から受付開始・フォーラム・コン
（単位）
を付与することにより、
建築系に限らず広い分野からの参加等を
ペ審査・ウェルカムパーティー、第 2日目：
建築系に限らず広い分野からの参加等を
活性化する。ことはできないか。。
午前中に色々なシンポジウム・国際会議
この提案は私ではなく名城大の田口さん
など、午後に大会式典・基調講演・レセ
この提案は私ではなく名城大の田口さん
（JIA 愛知事業委員会）
によるものです。 プションパーティー、
第 3日目：エクスカー
愛知事業委員会）によるものです。
ション、その他の各種展示は通し。この
（上原哲也）
うち、本部が口を出す部分（つまり義務
＃アイディア
付け開催部分）がどこまであるのか確認
私達はコロナによって、今体験している簡
が必要ですが、そもそも全国大会を「建
単に空間を超えるリモート。リアルに会わ
なくてもことが済むことを身に着けました。 築家大会」と銘打って、支部大会に本部
が相乗りする、と言う形式になって初め
の頃は、本部支部ともお互い遠慮があり、
意義は集まる事にあった。
通常開催の支部大会に本部が「一部の場
意義は集まる事にあったと思います。
所と時間をお借りします、お邪魔します」
JIA にこのような議論の場があることは
というニュアンスであったのがいつの間
大賛成です（常時）
にか、「支部主催で本部大会をやる」雰
普段の ネット上での議論をリアルにする
囲気になってしまっています（支部の方も
場が全国大会になるといいですね。
よっしゃー！やってやろうじゃないの、と
（吉元 学）
＃新しい大会のあり方について
言う気持ちを持ってしまうところがあるの
ですが）が、もう一度最初に戻って支部
大会後も継承していけるテーマを見つけ
主体で分相応にひっそりとやっていると
出すこと！
ころに、本部もお邪魔する形式にしても
地方開催の全国大会の意義というかメ
よいと思います。（小田義彦）
リット（主催者側から見ての）が何か？地
＃general
方での開催の場合、その土地ならではの
小田さんによる「建築家大会」の経緯によ
建築家（弘前の前川、山形の本間、島根
ると、始まりは支部大会に本部が相乗り
の菊竹など）の紹介・施設見学及びそれ
してきたことがよくわかりました。原初に
にかかわるシンポジウムなどがあります。 戻り、支部や地域による大会を企画する
しかし、これは歴史の検証でしかなく、 べきです。
地元の人にとってみたら「いまさら」感が
企画運営が労働でなく、人を育てるイベ
あり、作品を取り壊すかどうかの議論に
ントになるといいです。
役立つぐらいで、将来につながる事業で
はない。
仲間との再接続
従来、式典・基調講演の前後に行われる、 コロナについて日本は楽観的な方ではあ
全国会議のシンポジウムなど、コロナ禍
りますが、グローバルな疫病が世界中の
の全国大会としてどこまで行うべきかどう
日常を変えてしまっています。
かは、本部マターになろうかと思います。 また、移動の制限でコミュニケーション
全国大会で面白いのは全国の人に会って
全国大会で面白いのは全国の人に会って

の障害が出る反面、コンピューター・
地域国境が関係ないので、楽しそうです。 白いのではないか。
（Zoom 会議より）
WEB 技術活用やドメスティックなことや
広報的な面ですが、デジタルの世界には
身近なことを見直す転換点になりました。 自分からアクセスしないといけないので、
コストは 1300 万円
ニューノーマルという言葉も聞きなれまし
プラスして強制的に郵送でアイテムを送
た。 今は日常の対応に試行錯誤ですが、 りつけて アクセスに結び付けるきっか
青森大会は従来の方式で、場所代でお
全国大会の時期だと個人（会員）が仲間
金がかかるので、人を集めて参加費を
けにすると、スマートにバーチャル空間
（近藤万記子）
との再接続や自分のやり方を確認したい
とったりメーカーやサブコンから無理無
に参加くださるかなぁ。
＃テクニカル
時期だと思います。 アイデアと方法論
理お金を集めて、何とか帳尻を合わせる
バーチャル空間はカルチャーやビジネスに
は別スレッドとなりますが、JIA の仲間
やり方です。
も展開していきます。アプリや web にあ
がいるという認識だけでも勇気がでるよ
今年予定の沖縄大会はリアルの大会のよ
る技術を道具として身につけるいい機会と
うな気分になる、そんなメンタルが維持
うですので、
どうやら参考になりませんね。
なります。仮想空間であれば、どこから
できるなら全国大会という行事は良い
ヴァーチャル中心なら、予算は一桁少な
でも参加出来るので参加者が増えると思
きっかけになると思います。コロナのせ
くて済みそうです。
いで SDGｓとか防災、教育・・・いろい
います。
従来の支部大会用に予算取りをしている
ろな活動事案が変わるとは思いませんが、
数百万円を総予算にして、支部会員中
あなたが選ぶ SDGs 住宅、募集します。
コミュニケーションの変貌の時期で仲間
心で開催してそこに全国からも参加す
との再接続を願うなら、チャンスだし意
る、というやり方でよいのではないでしょ
住宅研究会では、これから「（仮題）あな
義になるのでは。テクニカルやアイデア
（Zoom 会議による発言から）
うか。
たが選ぶ SDGs 住宅、募集します。」と
＃コスト
で討議されることは これからのコミュ
いうタイトルで、自由に募集してみようか
ニケーションのアイデアの討議なので、 と考えています。また「SDGs 住宅」を探
2019 年弘前 大 会、北 海 道 大 会なども、
とても参考になりそうです。
す行為がSDGsを理解する機会となります。 1300 万円のコストを掛けて開催されてき
また、全国組織で、仲間はいる、というメッ
ました。
また小規模建築事務所設置 WG にて「建
セージが発信できれば（きれいごとかも
築 家の認 知 度 UP」が挙げられるなか、 支部大会の延長の全国大会とするのであ
れば、10 分の 1 から検討をしてみたいと
そろそろ世間に認知度のあがった SDGs
しれませんが）大儀があるので苦労しが
思います。
を利用して、SDGs 住宅を集め、社会に
いがあるでしょうか（近藤万記子）
＃意義
広めて、SDGs 住宅はハウスメーカーで
これからのコミュニケーションを考える。 はできない（省エネ設備のみ可だが）ため、 これから
このコロナ禍により、私達のくらしは大き
顔を合わせる以外に多くの方法がこの１
建築家の能力を強みにして、建築家の認
く変わりました。僕の事務所も、働き方
年で見えてきました。活動の目的は変わ
知度と役割、必要性を世の中に広められ
が激変。ほとんどのスタッフをリモートに
りませんが、プロセスやアプローチは大き
ればと考えました。その結果、人々が環
移行、一人のスタッフは通勤がなくなった
く変わりそうです。
境を考え、「建築家の認知度 UP」に繋
ことで、働く時間が増え、雇用契約の内
技術と連動して進化が加速してきています。 がればと願います。建築家の知名度を上
容も見直すことができました。Zoom 会
げるためとはいえ、将来すべての建築家
川合健二邸のデジタルツインを作って、 が SDGs 住宅をつくるということを期待
議は広く承認され、弊社のスタッフは自宅
実物とうまくリンクさせる
で子育てしながら、施主打合せに参加す
しているわけではなく、社会に建築家の
講演会やシンポジウムの空間をパリッと
ることも、違和感がなくなりました。くら
能力、役割、その存在価値を理解しても
させるためには、現状ではクラスターが
しと仕 事が連 動します。コロナにより、
らうことが優先と考えております。
一番使えると思います。ただ、2 年後は
今までのスタンダードを見直すことが出来
これなら、あるものを利用して、全国か
もっといいサービスが出てきているかも
ら 参 加 で き、一 般 の 人 も 参 加 で き、 ました。まさに、グレート・リセットとな
しれません。
SDGs の認知度の力を利用して広報、拡
りました。
講演会やイベント、ライブなんかもできま
コロナによって汎用化されたデジタルスキ
散もしやすくなるかと考えました。SDGs
すし、企業ブースをつけることもできると
ルは、プロのアドバイスも借りながら、自
は 2030 年まで唱えられます。全国住宅
思います。ArchiCAD のモデルも取り込
部会の協力で広がれば、SDGs 住宅を本
分たちのスキルに変え、今後の仕事やく
めます。フォトグラメトリという技術を使
にまとめることも視野にいれてはどうかと
らしに必要なスキルです。世の中は模索
えば、既存の建築を取り込む事もできます。 考えます。
の時、実験的で新たな試みのコンテツを
（西村和哉）
ちょっとハードル高いですが
かかげ、失敗しても許される大会にした
＃アイディア
VR 的なものでこれより簡単なものは今
と思います。
のところないと思います。たとえば、川
そして、企画者は誰よりも楽しむことを忘
プロセスから始める全国大会
合健二邸のデジタルツインを作って、イ
JIA2022 全国大会＠東海は、今から始
れません。
ベントをやったり、実物とうまくリンクさ
める、議論や企てを全国の仲間と一緒に
新しい建築家大会の開催を皆さんと考え
せることができると面白いと思います。
考える。
て行きたいと思います。どうぞよろしくお
建築家の団体の大会ですからＺoom と
そういったプロセスが JIA や大会の意義
ねがいします。
かの平面だけでは面白くないですよね。 を考える機会になる。
なんとかこういったものは取り入れた方
講演会より大会へ至る多くの方の意見や
がいいと思っています。（東福大輔）
刺激、化学反応が大事だと思います
浅井 裕雄（JIA 愛知）
VR など 新しい世 界に踏み入れたり、 基調講演もいいが、それに至る会議が面
㈲裕建築計画
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JIA

愛知発

研修委員会

コンピュータ的思考とマニエリスム

#06 水谷晃啓 氏
講演会シリーズ「電脳設計論壇」の第

水谷晃啓 氏

身が分析した丹下のデザイン手法を再現

敷地の視覚構造のシミュレーション

6 回は 2021 年 3 月 12 日に開 催された。 する試みも行っている。
今回の講師は水谷晃啓氏である。氏は豊

「東京計画 1960 の構成のスクリプト

橋技術科学大学の准教授であり、2017

化」がそれで、丹下モデュールや関係者

年に「建築設計情報学研究室」を立ち上

の言説を手掛かりに分析することで設計

げ、理論的研究、教育・社会貢献、実

のアルゴリズムを見出し、実際にスクリプ

践的研究の３つを柱として活動されている。 トに落とし込んで東京計画の 3D モデル
講演では、水谷氏の研究の基底となる
丹下研のコンピュータ利用についてお話

が作成され、さらに同アルゴリズムによ
る他のパターンの例も示された。

しを頂いた。また研究室の学生諸氏から

ここで 注 意 した い の は、東 京 計 画

も最新のテクノロジーを利用して地域の

1960 は丹下研のコンピュータ利用が始ま

伝統的活動やコミュニティ形成に貢献し

る前の作品であり、丹下自身は計画にコ

少し乱暴ではあるが、これらの言葉を

た活動事例などの紹介や、プログラミン

ンピュータを用いていない点である。にも

つなぎ合わせてまとめれば、「コンピュー

グを利用してパッラーディオのヴィラを分

関わらず、半世紀もの時を経ても計画が

タ的思考」こそが設計に本質的な影響を

析した研究の紹介があった。

きれいに再現できるのは、丹下のデザイ

及ぼすものであり、それを伴わないコン

1960 年代は都市・建築に関するコン

ン手法がコンピュータ利用以前からアル

ピュータ利用は「現代のマニエリスム」と

ピュータ利用の黎明期であり、一般に広

ゴリズミックなものであったことの証左で

いうことになるであろうか。

く知られてはいないが、丹下健三も設計

ある。水谷氏が東京計画に取り組んだ意

シリーズの 6 回を終えたところでこれま

にコンピュータを積極的に利用していたそ

図はこの点にあり、丹下の 50 年代のアー

での電 脳 設 計 論 壇を振り返ってみると、

うである。同時代の設計者・研究者が構

バンデザインの理論と、60 年代のコン

講 師の方々からは言 葉 は違えど「コン

造や建築計画の分野で建築的視点での

ピュータ利用とが関連していることを示す

ピュータ的思考」と似た趣旨の発言が度々

コンピュータ利用を試みていたのに対して、 ための研究としてこのスクリプト化の試み

あったように思う。どうやら我々は、利用

丹下研は都市的視点を持って取り組んで

可能なテクノロジーを知り、扱うためのス

いた点が特徴のひとつであるという。
いくつか紹介された事例のうちの一つ

は位置付けられている。

スクリプトによる東京計画 1960 の再現

ここまでの講演内容から、水谷氏の関

キルを身につけることと並行して、思考

心は「丹下研のコンピュータ利用の実態」

方法もアップデートする必要に迫られてい
るようである。

に、敷地の視覚構造に関するシミュレー

にも向いているが、それと同等か或いは

ションがあった。これは高低差のある敷

それ以上に「どのような発想を持ってコン

改めて、「コンピュータ的思考」とは一

地をグリッドにより細分化し、各点に高

ピュータを利用していたか」に向いている

体何だろう。例えば「アルゴリズミックな

度を入力することで眺望範囲をシミュレー

ことが察せられる。

思考」と置き換えることもできそうだが、

トするものであるが、この数年で徐々に

講演中、氏の口からは「マニエリスム」

それだけでは十分ではないように、私に

一般的になってきた感がある Grasshopper

という言葉が何度か発せられた。例えば

は思える。設計に本質的な影響を及ぼす

を用いた視線のシミュレーションを想起さ

次のような文脈である。「『コンピュータで

ような概念であれば、単なる思考方法と

せる。半世紀以上前にすでに現代と同一

曲線が扱えるようになったので曲線を多

いうよりはむしろ設計思想（イズム）に近

の発想でコンピュータが利用されていたこ

用した建築を作ろう』といった思考は、目

いものを想定した方が良いのかもしれな

とはとても興味深い。

的と手段が逆転してしまっていて本質的

い。例えばフォルマリズムやリアリズムと

ではない。それは『マニエリスム』に陥っ

いった既存の概念の関係性を変容させる

てしまっている。」

ほどに本質的であればとても面白い…な

また、技術的な問題から実現はしてい
ないものの、丹下らが構想した「ウルゴリ
ズム」の概念はフィードバック回路を持つ

一方で、冒頭の作品紹介の場面では

今日の機 械 学習に近いものであったと

次のような発言もあった。「設計にアルゴ

言う。

リズムを用いない 場 合もあるが、コン

丹下研でのコンピュータ利用の実態や
構想についての研究に加え、水谷氏は自
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ピュータ的思考は常に持ちながら設計を
している。」

どと妄想するのは、コンピュータに期待し
すぎだろうか。
山上 健
山上建築設計

JIA 三重発

会員研修会

令和2年度

森羅万象匠塾
JIA 三重の令和 2 年度の「森羅万象匠塾」
は、令和 3 年 2 月 19 日に、地元四日市市
出身の落語家の林家菊丸さんを講師に迎え、
「笑いで免疫力アップ〜日常会話に使えるプ
ロのネタ」という演題で開催されました。
会場は富田の飛鳥神社という四日市市富
田町の由緒ある神社で、拝殿の中では、コ

1. 気を読む：場の空気を読む。

ロナ禍ということで、密にならない様に席を

2. 気を働かせる：機転を利かす。先繰り

機転。
コンピューテーショナルな構造デザイン

取り、十 分な換 気をとって行われました。
風通しの良い古い神社の拝殿の中で、2 月

ー電脳設計論壇

3. 気を入れる：気合いを入れる、気持ち

を込める。
氏
#05 田村 尚土

半ばの晩冬の寒さは高齢者の私には身にこ
たえました（笑）
。

この三つの気が落語家として生きていく

忘れられないのは、中学校で、友人の生
徒会長選の立候補応援演説の為、壇上に上
がって、頭が真っ白になって、言葉が出なく
なったことは、当分の間、トラウマになって
いました。
我々の仕事も打合せなどでお客さんと会

上で、何よりも大切なこと。

話する機会も多い、会話の仕方次第で仕事

区の氏子神社であり、前の広い通りでは鎌

落語のネタを教えてもらうより、おしゃ

をいただけるかどうかということもあったの

倉時代から続く「富田一色けんか祭」が毎年

べりのテクニックを得るよりも「三つの

かもしれない。

お盆に開催されてる、有名な神社です。年

気」を体得しておく事が必要。

この、飛鳥神社というのは、富田一色地

に何度か落語を演じられているそうです。

・言葉の心理学

あまり喋るのが得意でないので、スピーチ
の本などで勉強したり、仲間とセミナーを

三重大の授業で「言葉の心理学」という

受けたこともありますが、それでもこんな程

林家菊丸さんは三重大学の特任教授とし

テーマで講演を行なった。

度だから、もともと、あがり症なこともあるが、

て特別授業を担当されていて、医学部で

1. 言葉は何気ないうちに心のうちが表れて

やっぱり才能がないのだと諦めている。

・笑うと免疫力が上がる。

「笑いと健康」というテーマで、笑うとどれ

しまいます。

しかし一昨年、息子の結婚式で父親とし

だけ免疫力が上がるか実験。

同じ返事を 2 回繰り返した時は「本当

て最後の締め、カッコ良く挨拶をしなければ

笑うとナチュラルキラー細胞が活性化して、

はそう思っていませんよ」ということを

ならないことになり、藁にもすがる思いで、

免疫力が上がるそうです。

の表れである。

スピーチ経験者の友人に相談し、アドバイス

落語を聞く前と聞いた後で医学部の学生

一回で答えないと、相手に悟られるこ

してくれました。

の唾液をとって、免疫力をチェックしたが、

とがあるので、気をつけないといけない。

授業だと生徒は意識するので、あまり笑わ

2. 本当に伝えたいことは、話の最後、後

ない。結果唾液チェックしたが、落語を聞

半に持ってゆく。

いた後の方が免疫力が下がってたという。

これが効果的に伝わる。
小話を挟みながらの落語の世界や「日常

落語は屋号を師匠から頂いて商売するから

会話に使えるプロのネタ」の話、楽しく聞く

師弟関係が大事。

ことができました。

3 年間は内弟子修業、雑用ばかりの修業。

き込むために大切なこと。
それは「つかみ」を大切にすることです。
この「つかみ」にもいくつかのパターンがあ
るようですが、聞き手の心が「ホッ」と和み、

大失敗の実験のお話。
・落語の修業は江戸時代から内弟子制度

スピーチの話し手が、一瞬で聞き手を引

最 後は古 典 落 語で締めくくられました。

修行中、炊事、洗濯、掃除、これらをす

寒い辛さも忘れてしまう様な楽しい時間で

ることで何か得るものがあるのか。

した。

思わず笑みを浮かべるような「つかみ」を用
意しました。
それは息子が小学校の机の中でダンゴム
シを飼っていて、父兄参観の時に母親に見
つけられたというエピソードでした。
バカな息子で良かったです（笑）
。

キャリアを重ねることで、後から振り返る
ことによって、あの時のあの修業がいかに
大事だったかが分かる。
修行中に教わる事の「三つの気」というの
がある。

誰しも長い人生の中で、日常会話以外にも、
いろんな場で話す機会があると思います。
そして私も何度か人前で話す機会があり
ました。

川崎 貴覚（JIA 三重）
川崎建築設計室
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お気に入りの
歴史的環境調査

経た拡散光が屋内深くまで明るさをもたら

し、東へ帰路をとると鯉料理の大黒屋が

していた。脇に建具のない開放的な上がり

ある。道路沿いの障子戸に墨記された屋

口を設け、そこから外廊下が各客室へと導

号が目に入る。瓦に乗った大黒さまが両側

いている。

N

大黒屋

桑名市立
多度中小

多度大社

多度

から迎える門をくぐると、前庭に続く上が

コの字型に客室が配置され、旅籠として

り口の奥に中庭の緑が眩しく映る。店主に

用いられた部屋から中庭が望めるように

伺うと享保年間（1730 年）大黒屋茶屋と

なっている。中庭には清水を流し入れ、客

多

度

川
桑名市 多度地区
市民センター
神馬の湯

26

【概

要】

室から見える池には緋鯉を泳がせ、板場

住

料理屋とし、現在に至るとのこと。道路沿

に近い池には料理用の鯉を放して 2 ヶ月餌

建築年代：江戸末期以前

いの帳場・板場となっている建物が一番古

を与えずに泳がせている。歴史を刻んだ部

いもので、築年数は不明とのことだが、江

屋からお庭を眺めつつ、個室で鯉料理を

戸末期、明治大正の写真が客室に掛けられ、

愉しむことができる。

して創業し、文化年間（1804 年）に旅籠・

所：桑名市多度町柚井 1799 番地

Ｔ Ｅ Ｌ：0594-48-2018
構

造：木造平屋建一部二階建

同じ姿を現在まで残していることが分かる。

山田 正博（JIA 愛知）

奥行のある造りとなっているが、障子戸を

多度山を背にした大黒屋

編集
後記

㈲建築計画工房

帳場

客室をつなぐ外廊下

築とはどのようなものになるのか。次の感染症

なと感じますし、私たち建築家は少し襟を正し

ルスの日本 で の

がやってくる前に備えておくことが必要とされる

て様々なことに取り組まなければいけない。

感 染 確 認 から１

のではないでしょうか。

年 半 が 経ちます
が 感 染は未だに

●やはり、今号においては「鋤納 忠治 氏」の

収束していません。

記事に関して意見を書かない訳にはいかない

リレートークでも多くの方が書かれていましたが

だと感じますが、個人的には支部長就任時の

新型コロナによって私たちの暮らしは大きな影

激励昼食会にてお話したことが唯一の接点か

響を受けました。恐ろしいのはワクチンの普及

もしれません。多くの会員の皆様が尊敬の念

により新型コロナが終息したとしても、元の暮

を抱き追悼文を寄せられていることに感銘を受

らしに戻ることはできないということです。未知

けましたし、改めて鋤納 忠治 氏の東海支部に

の感染症はいつかかならずやって来るからです。

対する貢献度の大きさや建築家としての偉大さ

地震や豪雨などの過去の災害に対してと同様

を知ることが出来ました。私が支部長在任時

に、都市や建築も新しい生活様式に対応して

にアーキテクトは大きな改革を断行したのです

いかなければなりません。法令、基準の変更

が、このことについてはどのように思われてい

が伴うことも考える必要があります。地震や豪

たのだろうか。
新年度になり新たな連載もスター

雨などの災害に感染症が加わることになるで

トし来年度には全国大会の招致も決まっていま

しょう。新しい生活様式に対応した都市、建

す。もう少し鋤納様にはご指導を承りたかった
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（矢田 義典）

（石田 博英）

と思いました。この内容は何号も続くようなもの
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●新型コロナウィ
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鋤納忠治氏への
追悼メッセージ

その２

JIA名誉会員・元支部長の鋤納忠治氏が老衰による呼吸不全のため、2021年2月11日に
ご逝去されました。
生前のJIA東海支部へのご尽力に深く感謝申し上げ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
5月号にひきつづき、会員の皆様からの追悼メッセージを掲載いたします。

鋤納さんには、今から14年程前、私がJIAに入会するにあたり、
はじめてお会いしました。推薦人をお引き受けくださり、それ以降、
度々お声がけいただき、ご自宅にお伺いすることもありました。感
謝の言葉もございません。入会して間もないころ拝聴したご講演
が思い出されます。最後に“設計力と倫理は車の両輪”と結ばれま
した。またARCHITECTの創刊にご尽力され、その草創期に連
載された、各界有識者との建築家職能についての対談は、冷静さ
と熱意、強い志を感じます。今日の私共の活動においても大変示
唆に富むものです。これからも社会と向き合いながら、職能を問
い、伝えることの大切さを忘れずに受け継いでいきたいと思いま
す。ありがとうございました。
森 哲哉
建築家鋤納さんを悼む
毎年元旦に鋤納さんから年賀状が届くのですが、今年は三が
日を過ぎてもまだ手にしていないことに気づきました。どうしてだ
ろうと思いながら忘れかけていた頃、突然の訃報を受け取ったの
です。大学生として設計製図の指導をいただいて以降約40年に
わたり、恩師として、社長として、建築家として、いつでもあたたか
く接していただきました。悔やんでも悔やみきれませんが、眼光
鋭い建築家鋤納さんに直接建築の話を伺ってみたい気持ちがふ
つふつと湧き上がってきます。
本来なら、建築家としてのご業績に加えJIAでのご功績、地域
文化の育成などについて触れるべきところです。しかし私にとって
はいつもフレンドリーで身近な方でした。あまりにも断片的に過ぎ
るかも知れませんが、かけがえのないエピソードを記すことでしか、
建築家鋤納さんを偲ぶ術がありません。
2017年11月に伊藤建築設計事務所創立50周年記念祝賀会
が開かれ、鋤納さんは「その日その日が精一杯で先のことは考え
てなかった。設計事務所に一生勤めるという時代ではなかった
が、あっという間の50年だった」といったことを話されました。私
は1996年（創立20周年の前年）から6年と１ヶ月所員としてお世
話になりました。居心地の良い職場で諸先輩から多くの刺激を
受け感化されました。光栄なことにこの日は来賓としてお呼びい
ただき祝辞の機会を与えられました。伊藤建築を退職して以降、
鋤納さんとお会いする場面では必ず「ご活躍のご様子で」と一言
お声がけいただくのですが、身の引き締まる一瞬なのです。この
日も全く同じでした。別れ際に撮ったツーショットが最期の写真
（写真１）となってしまいました。
前後しますが、
『建築画報』
（Vol.18、No.8、1982年11月）が
伊藤建築設計の創立15周年の特集をしています。この中で、恩
師の柳澤忠先生が「伊藤事務所の基本的な設計理念」というタ
イトルで旧東海銀行本店（三菱東京UFJ名古屋ビル）について書
かれています。日建設計時代の鋤納さんのアイデアで、広小路通
と錦通りの２面を正面とする平面計画と構造計画がいかに革新
的であったかについて触れています。この革新性の本質を理解す
る能力は当時の私にはありませんでした。建物見たさに銀行本店
にアポイントも取らずカウンター周りをうろうろして、ガードマンに
詰問され恥ずかしい思いをしました。すごい建築家であるという
ことだけを教えていただくばかりで、非常勤で拝見するその建築
家は「設計するなら囲碁をやるといい」と一言、謎めいたアドバイ

スをされるのでした。
私は大学院博士後期課程に進学しますが、3年の間に学位論
文を提出できないまま単位取得満期退学しました。愛知県赤十
字血液センターの計画の手伝いをしていたこともあり、1986年伊
藤建築設計事務所に入社することになりました。その翌年、伊藤
鑛一代表取締役会長がご逝去され、会社のリーダーシップは鋤
納さんへと引き継がれました。設計実務の右も左もわからぬまま
スタッフとして担当したのは「愛知県旭高原少年自然の家」です。
教育施設についてはもっぱら頭でっかちだったこともあり、研修
室の平面計画について県の担当者と考え方がくい違う場面があり
ました。実際の建物の設計スタッフであることが嬉しくて楽しくて、
基本的に高揚気味でした。社長席に呼ばれて、
「あんまり頑張る
な」と一言だけ諭されたことを覚えています。この建物は最終的
に『作品選集1990』
（日本建築学会Vol.106、No.1310、1991年
3月）に掲載されました。雲の上の存在であった鋤納さんと名前
を並べていただいたことで、何か急に建築家になったような気分で
した。
1989年名古屋市で「世界デザイン博覧会」が開催されます。伊
藤建築設計など7つの設計事務所がジョイントし、会場設計を担
当する「世界デザイン博設計連合」が組織されました。恩師であ
る月尾嘉男、原宏両先生のもと名古屋港会場の計画チーフとして
「仮設の都市計画」に取り組むことになりました。博覧会、しか
もデザインをテーマとする祝祭空間を設計する機会を得たことは、
自身のものづくりに対する考え方が広がり大いに刺激を受けまし
た。名古屋市立大学に芸術工学部が誕生するきっかけとなった博
覧会でもあり、芸術と工学を融合する学部の教員として勤める布
石でもありました。
設計に際して、オーストラリアのブリスベーンで開催されていた
「世界レジャー博覧会」の視察をしました。鋤納社長に同行し、
いざという時の用心棒としてホテルも同室でした。『鋤納忠治の
設計術』
（鋤納忠治、建築ジャーナル、2020年2月）をお持ちの
方は、92ページにある「シドニーの老日本人」というコラムをご覧
ください。下段4行目の「同行のS君の英語力もあてにならず」に
記述された「S君」は私のことに他なりません。オーストラリア人
の話す「オージーイングリッシュ」の発音が聞き取れず道を尋ね
るのさえ四苦八苦していました。ここでは「役に立たんなあ」と
一言。
「S」と記載していただいたのは、鋤納さんの優しさに他な
りません。
もう1枚のツーショットの写真は、その時に足を伸ばしたキャン
ベラでのものです（写真２）。この時は飛行機が遅延し、飛行場
脇にあるゴルフ場で時間つぶしをしました。一緒に回ったのは地
元の高校生です。パットのやけにうまい高校生とラウンドするこ
とになり苦笑いしたものです。あれほど長い時間ご一緒させてい
ただいたのは後にも先にもその時をおいて他にありません。この
貴重な時間に目の前の建築家鋤納さんと何か建築の話題でやり
とりしてみたい。思いつきで「パビリオンは、日本庭園の飛び石
の配置に習ってはどうでしょうか」と尋ねてみました。鋤納さんは
配置計画が得意とおっしゃっていたからです。
「君は面白いこと
言うなあ」の一言をいただいたのが関の山でした。鋤納さんから
してみれば、私の戯言など時間潰しのゴルフにもならないのはよ
くわかります。
鋤納さん、これまでいつもあたたかく見守っていただきありが
とうございました。そのことをお礼申し上げる機会がもうありま
せん。
「だめだなあ」と言われることもありません。寂しい限りで
すが、本当にありがとうございました。どうか安らかにお眠りくだ
さい。
名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授 鈴木 賢一

写真１：伊藤建築設計事務所
創立50周年記念祝賀会（2017年）

写真2：キャンベラの視察（1988年）
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鋤納先生に感謝 選挙でつなぐご縁
京都のアルパック本社から名古屋に事務所を開設して移った頃、
JIA会員になって間もなく、会員活動のイロハもろくに知らないあ
る日、後々、いろいろとご指導を頂き、御世話になった中建築事務
所の故廣瀬先生からお電話を頂戴し、JIA東海支部長選挙に候
補者の鋤納先生の応援を依頼された。
これが鋤納先生のお名前を存じ上げる最初だと思う。以後、
JIA愛知地域会、東海支部の役員を拝命、自然体でユニークな
ご指導、ご意見を頂戴した。
2006年のある日、翌年の愛知県知事選挙を控え、突然、鋤納
先生から声が掛かった。
「現職に対抗する候補石田元犬山市長
は、建築・まちづくりを理解した優秀な政治家、あんたの同級生や
ろ、あんたが音頭を取って、建築家で後援会をつくり、応援しよう
やないか」と背中を押され、
「建築家あゆちの風の会」を立ち上げ、
署名、募金運動を開始した。鋤納先生は、その先頭に立って会を
リードして下さった。
個人的には候補者と同級生とは言え、知事選と言う選挙活動
に建築家が組織だって応援する事になるとは、想像すら出来な
い事態が起きた。折しも、積極的な地方自治への関わりを推奨
するJIA仙田会長（当時）のご協力で、仙田会長と候補者が同
席する討論会を開催した。結果は惜しくも小差で負けたが、これ
も鋤納先生の後押しが無ければ、私にはあり得なかった貴重な
体験だった。
JIA支部長選挙で存じ上げた鋤納先生と、先生の発議ではじ
めた知事選挙での建築家の応援で繋がると言う、奇しくも「選
挙」のご縁が深まった。
先生には、今後もユニークな発想で、叱咤激励をお願いした
かった。ご逝去は、誠に残念でならない。謹んでお悔やみ申し上
げます。
愛知地域会顧問 （株）地域計画建築研究所 尾関 利勝

鋤納忠治さんとJIA（その２）
初稿では、鋤納忠治さんのJIAにおける功績は、紙面に制限が
あると思い項目のみにしましたので、その解説をし改めて追悼いた
します。
（一）理事選挙：1990年の東海支部の理事選挙は、
「建築家の理
念」を争点に支部会員による投票が実施されました。自ら立
候補し、自分の考える建築家の理念を全支部会員に呼び掛
けて当選されました。支部における、本来あるべき理事選出
の範を垂れました。
（二）原理原則：規則・法令に精通し、その制定の精神から説き
起こした実際の運用術は右に出るものがなく、職能団体の
運営には欠かせない貴重な人材でした。
（三）職業倫理：今でこそ職業倫理を論ずることは日常のことにな
りましたが、JIA設立当初より、彼の幅広い人脈を通じて、医
師や弁護士などの専門家と言われる人の職業倫理と、建築
家のそれを対比させて、社会から見た建築家の職業倫理に
ついて考える機会を与えてくれました。
（四）地方：利益代表などという狭い了見でなく、全国JIAの会員
の半分の、地方を代表して地域で活躍する建築家の存在を
アピールし、JIAが連合会でなく全国単一組織であることの
意義を主張する姿勢はJIAにとって大変貴重な存在でした。
（五）機関誌ARCHITECT：東海支部の機関誌ARCHITECT
を創刊し、自ら初代の編集責任者となり、その役を賭して
（事情により編集責任者を途中で辞任）機関誌の編集の
在り方と職能団体の広報の在り方を確立させた功績は大き
く、今でも同誌の編集の独立性は貫かれており、全国的に
高い評価を得ています。本人の理事在任中には自ら「理事
会レポート」を執筆し、本部のJIA MAGAZINEの理事会
報告とは一線を画して、生きた報告をしてくれました。その
後、理事会レポートは減頁前の同誌の伝統的な記事として
残されてきました。
以上
20210414 伊藤建築設計事務所 森口 雅文
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鋤納忠治さんとのこと
鋤納さん（我が社では偉い人も役職ではなくさん付けで呼ぶ
習わしがあった）との出会いは、1975年春に遡る。入社面接に出
向き、伊藤鑛一さんが帰るのを待つ間に、部屋に現れた目つきの
鋭い人（これが鋤納さん）と世間話をした。
「君の専門は何かとか、
君は建築家では誰が一番好きか」とか問われ、何と答えたか覚え
ていないが、鋤納さんが「ふーん」としか応えてくれなかった事は
よく覚えている。22歳と親子ほど離れており既に雲の上の存在で
あるはずだったが、鋤納さんの担当プロジェクトを手伝う事もあ
り、入社当時から仕事以外の事も良く話した。1992年にJIAに入
会する前に建築ジャーナルやC&Dにも引きずり込まれ、
（敬称
略）杉浦登志彦、広瀬一良、酒井宣良、神谷義夫、藤川壽男、瀬
口哲夫、杉山一三、西川直子（当時はまだ大学生）などという、濃
い人々ともその頃出会い世間の広さを思い知った。46年間と言う
長きに亘り、鋤納さんの後を犬っコロのようにつかず離れずこの
世界を流されてきたが、もういいかな、と思います。お世話になり
ました。 合掌
㈱伊藤建築設計事務所 小田 義彦
追悼
鋤納さんとは、私が名古屋大学3年生の時に設計製図の課題
の指導をしていただいたのが最初の出会いでした。オーディトリ
アムの設計課題だったので、オーケストラで演奏していた私は張
り切って取り組んだことを覚えています。伊藤建築設計事務所
が設計した施設見学に連れて行ってもらったことが、私が伊藤
建築に入社を希望するきっかけとなりました。鋤納さんが社長の
時に、私は独自路線に乗り出し、関連会社の（株）エルイー創造
研究所に出向し、2000年頃からまちづくりの業務を手がけまし
たが、鋤納さんが応援してくれたおかげで、のびのびと仕事がで
きました。鋤納さんの晩年は、会社では私の席の近くで、気軽に
お話をさせていただいていました。最後に個人住宅の設計を一
緒にさせていただき、常に良いものを追求する姿勢には大変刺
激を受けました。最近は、ページ数が減った『ARCHITECT』
のこともずいぶん気にかけておられましたので、天国から見られ
ていると思い、内容を充実させ、期待に応えられるよう努めたい
と思います。
ご冥福をお祈りいたします。
㈱伊藤建築設計事務所 川本 直義

2007年 伊藤建築設計事務所研修旅行（箱根）前列右から2人目

2007年 研修旅行にて

2016年 伊藤建築設計事務所記念フォーラムにて

故

鋤納忠治氏の写真

1996年 UIAバルセロナ大会

会員の皆様から送っていただいた写真や勤務先に残っていたアルバムなどから、
在りし日の鋤納氏の写真をピックアップして掲載します。

AC会旅行

2008年 トリノにて

AC会旅行にて ご夫妻

碁盤に向かう鋤納氏

イタリア

駅にて

ポンペイにて

JIA仙台大会記念写真

晩年は陶芸をはじめられました。

1972年 伊藤建築設計事務所慰安旅行集合写真（2列目中央が鋤納氏）

1988年 オーストラリアにて

1989年 ヨーロッパにて

1989年 長崎にて

1989年 ヨーロッパ視察

1972年 伊藤建築設計事務所慰安旅行にて（左が鋤納氏）

1993年 UIAシカゴ大会にて

1988年 オーストラリア視察
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