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　表紙の本は、井上靖／著「風林火山（新潮文庫）」の私物である。手にしてから20年以上経つが、作者が構
築した小説の設計図に魅了され、何度も読んでいる。映像化された作品の華やかさや賑やかさとは異なり、小
説では冷徹に確かに、止まることなく物語が進行する。自然や地形、時間的差異や人間の姿を巧みに操り、距
離感を想起させることで空間を表現する情景描写の上手さには、大きな刺激を受けた。
　作中では、第四次川中島の戦いの当日、暁闇の内に武田家の軍師が八幡原に向かって海津城を出る場面が
印象に残っている。信玄の本営に従い一番最後に城門を出て振り返ると、漆黒の闇の中に無人の城砦が坐って
いる。誰の眼にも黒い塊のようにしか見えぬ中で、彼にだけは白昼の元で見るように城の全ての輪郭がはっきり
と見える。この数刻後に彼は討ち死にをするが、軍師として自らの手で造った城に対する眼差しに、共感する
ものがあった。静かな闇の中でこそ、お互いだけが知る関係性が鮮やかに浮かび上がるのかもしれない。

闇の中の情景表

B ulletin  B oard

■12月 3日 建築と庭
 建築家とお庭のコ－ディネ－タ－による空間づくりの作法
 平野 恵津泰　　朝日 宏和　　

■12月 10日 設計っておもしろい !　奥井 康史
 社会や環境とをつなぐ設計　杉本 憲治

■12月 17日 地域や街で活躍する建築家の仕事
 那古野下町衆と円頓寺･四間道界隈建築家は、
 リージョン（地域）とどう関わるか？
 黒野 有一郎　　齊藤 正吉

■各回金曜日 10:40から 12:10
■聴 講 方 法 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

「建築家の仕事」が今年も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組みを紹介し
ています。

名古屋市立大学授業「建築家の仕事」
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 2021年度後期授業

講座案内

地域会だより ────────────────1

連載：防火建築帯・防災建築街区を巡って 5 ──2

建築家資格制度「登録建築家」の今とこの先 ───4

タイリングの建築
－電脳設計論壇　#09 巴山 竜来 氏───────5

自作自演 247
え、映画ダイエット！？ ───────────6

お知らせ
『「動いている庭」とジル・クレマンについて』
『「住宅等連携会議」から近々のお知らせ』─────────6

登録有形文化財：川原田家住宅 ────────7

編集後記 ──────────────────7

Essay
「東京海上ビルディング本館」の解体が持つ意味  ─8

保存情報　第 240回

土屋 和男

野々川 光昭

東福 大輔

鈴木 達也

西村 和哉

川口 亜稀子

谷口 元・伊藤 彰彦

鳥居 久保

■静岡地域会
・12/9 静岡地域会役員会の開催（WEB同時開催）
・12/9 第 73回静岡県建築文化研究会講演会
 「これからの地域の建築家の役割 ～ 5つの質問に答える」
 講師：内藤廣

■愛知地域会
・12/6 建築八団体連絡会議

■岐阜地域会
・未定

■三重地域会
・12/4 三重建築学生合同発表会 2021
 （三重大学 2年生・三重短大 2年生・近代高専 5年生）
 三重大学　レーモンドホール
・12/8 三重短期大学　授業協力
・12/10 第 6回役員会
 第 5回例会、会員研修（会員発表会）
 三重県総合文化センター　※Zoom併用
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建物を通り抜ける道
　第 4回で紹介した台南の末廣町店舗

住宅では、RC造共同建築の亭仔脚の下

から、背後に抜ける道がある。入って行

くと、そこには広い表通りとは全く異なる

スケールの街と路地がある。車の通り抜

けは困難で、人々の生活が路上にあふれ

出している。台湾では市区改正に伴って

大通りがつくられたが、多くの場合、路

地が網の目にように張り巡らされた古い

街の上に、4－6 車線もある近代的な交

通系が計画された。異なる論理とスケー

ルのレイヤーが重なり、その結果、整形

に区画された表通りの奥に、旧来の生活

が秘蔵されるようなことがおきたのである。

　日本の防火建築帯にも似たような例が

ある。蒲郡の市役所通りにつくられた元

町防火建築帯（1958（昭和 33）年）には

1 階を通り抜けて背後に通じる道がある。

既存の街並を不燃化した際に、既存の道

で共同建築を切らずに連続させたためで

あろう。背後には木造住宅が並ぶ。ここ

に上階の住宅への入口となる階段が設置

され、建物の下は道ではなくなるから、

私有地の中を通り抜けていることになる

が、そうした所有権とは別に、柔軟性の

ある道路と建物の関係が見られる。

「街区」の意味
　蒲郡市では、防火建築帯、防災建築

街区の様々な姿が見られる。先述した蒲

郡駅近くの元町から北に400m程離れて、

1955（昭和 30）年につくられた本町防

火建築帯がある。また、三河三谷駅から

三谷温泉に至る間の国道 23 号線の両側

に、突如として3 階建の壁が出現する。

1959（昭和 34）年につくられた防火建

築帯である。さらに蒲郡駅前には、防災

建築街区時代の共同ビル数棟がブロック

状に建っている（1964-67（昭和 39-42）

年）。元町防火建築帯と背中合わせにな

る位置で、ここは道路に囲まれた街区が

すべて不燃化されたことになる。先行す

る3つの防火建築帯が沿道型なのに対し、

駅前の防災建築街区は街区形成型で、

これこそ防災建築街区が目指した姿だった。

　防災建築街区は、防火建築帯の背後

に残る地区まで再開発する目的で命名さ

れた（和菓子に喩えて、防火帯を「皮」、

後ろの木造地区を「アンコ」などと呼んで

いたらしい）。街区全体を再開発した例

では、藤沢駅前南部 391 防災建築街区

（1965-71（昭和 40-46）年）がよく知ら

れている。藤沢駅南口のすぐ隣に位置す

る街区は、3つの6-7階建のビルからなり、

中央にそれらに囲まれた広場がある。建

物と建物の間が広場への通路となって、

広場や通路に面する店もあり、単なる表

通りの裏側ではない空間がつくられてい

る。昭和の香り満載のビルに囲まれて、

ゆるい憩いの場となっている。

街区に抱え込まれた道
　これまでの連載を通して、都市建築と

しての道と建物の多様な関係に注目して

きたが、防災建築街区のなかでも特にダ

イナミックに道と関係している例が山口県

の徳山にある。銀南街防災建築街区

（1965（昭和 40）年）は、共同ビルの中

に道を通して商店街と一体に計画した。

道の上部が全蓋式のアーケードとなり、

それが両側の建築物と不可分の構造と

なっている。中央に幅 6mの道が通り、

1 階が両側に90cm 後退して実質 7.8m

の幅となる。2 階はこの道に面して幅

2.4mのギャラリーが通り、地上の道と1

階店舗を見下ろす形になる。2階店舗は

このギャラリーに面して並び、反対側へ

の渡り橋も3カ所に架けられる。立体アー

ケードとでも言える形状で、道はいわば

細長い広場として街区の一部となってい

る。地下に駐車場を備え、店舗へのサー

台南　末廣町店舗住宅　亭仔脚から背後への抜け道 蒲郡　元町防火建築帯　背後への道が通り抜ける 蒲郡　三谷防火建築帯　両側に 3階建の共同建築

防火建築帯・
防災建築街区を巡って

防災建築街区の広場と道

５
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ビスを確保し、駐車場の出入口は街区の

外に達して、中央の道は完全に歩行者専

用の空間となる。全蓋式のアーケードは

全国各地にあるが、両側の建物と構造は

分離しており、徳山のように一体となって

2階店舗へのアクセスを抱え込んだ例は

珍しい。徳山銀南街は防災建築街区の

ひとつの到達点と見てよいのではないだ

ろうか。

街路の楽しさ
　都市空間としての商店街は、デパート

やショッピングセンターと対比的に考えた

とき、街路の形成という特徴を示す。商

店街は道に沿って店舗が両側に並び、道

行く人に対して店の顔を向けている。一方、

デパートでは店舗は大きく囲われた外殻

の中に収納されるので、道から個々の店

は見えなくなる。さらに郊外型のショッピ

ングセンターでは、この傾向は一層顕著

になり、外観はデザインすべき対象とは

まったく見なされていない。デパートが先

端的な商業施設であった時代、商店街は

「横のデパート」などとも呼ばれたが、デ

パートが衰退に向かっている現在、道に

向けて店が並ぶという商店街の特徴を、

デパートにはない積極的な都市形成上の

価値と見なすべきである。

　街路を形成する商店街は、何より街を

歩く楽しさをつくり出す。道という公共空

間と、店舗という商業空間が不可分に結

びついて、誰に対しても開かれた、その

店を利用しない人にとっても感じることの

できる、街の賑わいをつくり出す。この意

味で、商店街は店が道に顔を向けるだけ

で、既に公共性があるのだ。街路の形成

という特徴を活かし、2階以上にも賑わ

いがおよぶような、立体的な計画も徳山

の例から学ぶことができる。

　店舗の前の道は半公共空間としての性

格がある。オープンカフェのような道の使

用や、商品のあふれ出し等によって、路

上でもなく店舗内でもないような、中間

的な領域が生まれる。ここをどのように

デザインし、コントロールするかが、街の

楽しさと快適さとを演出する上で重要だ。

半公共空間は、街路型の店舗の大きな

価値である。

　両側の店舗の高さ、たたずまい、スケー

ルも一体感が必要だ。注意したいのは、

一体感はすべてが統一された状態とは違

うということだ。壁面線は揃っていながら、

店舗ごとに間口が異なっていたり、ファ

サードに変化があるのは、むしろ好まし

いばらつきである。連続性から大きく逸

脱することなく、しかし適度な変化がある

のは、歩いて楽しく、目に優しい。あいまい、

ゆるいがキーワードかもしれない。

常葉大学造形学部造形学科 教授
土屋 和男

徳山　銀南街防災建築街区
　　　アーケードと両側のビルが一体で計画された

徳山　銀南街防災建築街区
　　　2階はギャラリーと橋で立体アーケードとなる

徳山　銀南街防災建築街区　断面図
　　　アーケードと両側のビルがひとつの建物

蒲郡　駅前防災建築街区　街区全体を不燃化した 藤沢　391防災建築街区
　　　街区が 3つの共同ビルで構成される

藤沢　391防災建築街区
　　　ビルの間の広場　左の箱は街頭テレビ

主要参考文献： 
中島直人「藤沢駅前南部第一防災建築街区造成
の都市計画史的意義に関する考察」
『日本建築学会計画系論文集』No. 688、2013
『図集・市街地再開発』全国市街地再開発協会、
1970
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本部職能・資格制度委員

野々川 光昭 （JIA 愛知）

NCARB建築家・登録建築家・建築士の比較表　

業務許可（実務をおこなう場合は州の許可、詳細は州ごとに異なる）
〇業務許可・更新にはCPDが必要
〇組織の建築家支配が業務許可条件（過半の州）

登録により呼称許可 
〇登録条件として第三者性・自律性の立場（専業設計事務所に所属）
〇登録更新にはCPDが必要
業務の条件 
〇建築士事務所登録（開設または所属）
〇法定定期講習が必要

資格登録
（個人帰属・生涯有効）

資格認定
（個人帰属・生涯有効）

免許登録
（個人帰属・生涯有効）

実務上の条件・職能上の効力成立

NCARBは登録⇒業務許可、これは登録建築家制度の認定⇒登録に該当

初期権利資　格

NCARBの場合
Architect

登録建築家

一級建築士　資格制度関係の改定案が 10月5日本
部理事会において承認されました。主な
改定内容は、昨年度の改定時に積み残し
ていた次の事項です。
〇更新申請に必要なCPD単位数の緩和
条件（傷病・出産・育児）に介護を追加

〇再登録申請に必要なCPD単位数の緩
和条件に傷病・出産・育児・介護を新設

〇認定の取り消しを規則第 28条に新設
（一級建築士免許取り消し処分の場合
は認定を取り消す）

※詳しくはJIAホームページの「登録建築
家」申請説明書を参照ください。

　9月の理事会審議時に、六鹿会長か
ら「認定と登録の二つあることがわかり難
い」および「ゼネコン設計者は認定すべき
でない」との指摘がありました。このこと
については以下の説明になります。
【認定と登録の 2段階となっている理由】
　登録建築家はUIAアコード（以下ア
コード）に準拠した制度で、公益寄与、
公益保護を目的に、専門教育から始まり
実務訓練を経て試験により認定され、登
録後は継続職能研修により建築家として
の能力・責務を社会に対して保証するも
のです。
　アコードを実践している米国では、NCARB
（National Council of Architectural 
Registration Boards）が建築家資格登
録を行っています。NCARBの制度のも
とで各州が建築家資格認定を行っていま
す。資格登録は一生有効ですが、登録し
て業務を行うに当たっては、各州の要求
する継続職能研修（CPD）の取得、なら
びに就業形態や所属する組織の業務形態
も法令に適合したものであることが求めら
れます。アコードでは法人の場合 2/3以
上がその国の建築家でなければならない
とあります。

【ゼネコンの設計者は審査に合格すれば
認定されるが登録はされないという誤っ
た解釈】
　「専業・兼業が曖昧化されている」と一
部の方々から聞きました。 本制度はアコー
ドに準拠しており、建築家としての第三
者的、自律的立場（専業事務所所属）の
業務経験がない方（ゼネコンのみの経歴
など）は、そもそも認定要件をクリアせず、

認定されることはありません。一方、建
築家としての実務経験等の認定基準をク
リアしつつ、審査時点で兼業の職域にあ
る方のようなレアケースについては、早期
に専業事務所に所属し登録申請を行う旨
の誓約書提出を条件に認定します。 また、
登録後に兼業の職域に出向、転職した場
合は、登録は削除されますが認定は残り、
再度専業事務所に所属した時点で再登録
申請が可能です。
　以上のように資格制度はアコードに則
り、認定と登録の 2段階、専業事務所で
の実務経験が認定要件、そして「登録建
築家」の登録（呼称許可）については第三
者性・自律性（利益相反のない立場）の
担保を条件（職域要件）としています。

　「建築家は資格ではなく資質ではないか
資格化することは難しい。」という意見を
聞きます。最近の委員会で次のような話
がありました。「建築家は、家がつく小説家、
音楽家、画家、陶芸家などと（何れも資
格はない）、自由な立場で創造した作品を
世に出し後世に残すところが同じ。武道家、
書道家にも通じる建築道があって、己の
鍛錬の先に建築家があり、資格取得だけ
では未熟。また建築単体のみならず、周
辺環境、風土、歴史、環境に及ぶ影響を
考え、建築を建てない、または既存建築
を使い続ける選択肢も持つといった経済
活動だけにとらわれない立場である。」こ
の建築家の志ともいえるものは、資格制
度と別のものではなく、すべてアコードの
建築家の条件などに包摂されていること
を改めて確認しました。（以下アコードの
抜粋）
〇最高水準の独立性・公平性・機密性・
誠実性・能力・職能意識をもって、意匠、
技術、依頼者奉仕において成果の質を
実現可能な最高のものとする義務を負う。
〇生きた文化遺産である建築に貢献する。
〇建築への芸術面・科学面双方の知識の
維持・活用・発展に努める。

〇加盟団体に対して公共の利益のため、
CPDを会員の義務とするように求める。

〇建築・都市環境の発展や、社会や文化
に不可欠な専門知識、技術、才能を社

会に提供する。
〇建築家の義務は社会に意を尽くすこと
で、建築家の個人的利益や依頼者たち
の利益に勝る。ここに定める規範を満
たす建築家こそが、社会の利益を最大
限に守ることができる。

※委員会では最新のUIAアコードの翻訳
作業を進めています。

　次に、資格認定の現状です。これまで
のほとんどの登録建築家は実績の評価で
認定されています。この評価方法はアコー
ドに準拠していると言いますが、試験が
無いところなど曖昧です。資格制度は建
築家育成の制度でもあるので、実績評価
による認定は、運用当初に登録建築家を
育てる親が必要ということで便宜上設け
たものです。その親の指導のもとで実務
経験を積み、試験を受け、その後の継続
研修により職能を向上するという、アコー
ドを忠実に実践していくのが次世代の登
録建築家です。それでは「親になる登録
建築家のメリットがない。」と問われると、
「将来の社会の公益のため、次世代建築
家のための運動で、登録建築家はメリッ
トではなく建築家を育て存在意義を社会
に伝える義務を負う。」との回答では、さ
らに減少してしまうのでしょうか。JIAは
目指す「道」を共有して成長する者の集ま
りですので、現在までかろうじて制度を
保っている状態だと言えます。
　次年度は、建築家資格制度の将来のあ
り方を検討する特別委員会が設置されま
す。JIAとしてこの先、建築家の職能を
社会に対してどのように可視化し、社会
から求められるようにし、未来へ向けて
継承していくか、今の制度からそこへ具
体的にどのようにしていくかなどが議論さ
れます。これからの資格制度は十数年間
分の JIAの資産として憂いを拭い去るこ
とができるのかを期待しつつ進捗を注視し
ていきます。

建築家資格制度
「登録建築家」の今とこの先

　9回目を迎えた電脳設計論壇では、専
修大学准教授の巴山竜来（はやま・たつ
き）氏をお招きした。大学で数学を教え
るかたわら、CG／デジタルファブリケー
ションを用いた創作活動や、それらに関
連する執筆活動をされている。今回の講
演では建築家団体主催の講演会というこ
とで、設計者が興味をもちそうな幾何学
である「タイリング」を中心とした内容を
ご用意いただいた。

　タイリングは日本語では平面充填と呼
ばれており、数個の平面図形を単位として、
それらを大きな平面に敷き詰めることをさ
す。例えば、方眼紙や罫線のパターンは
正方形や長方形を敷き詰めたものである
し、同様に正三角形や正六角形も敷き詰
め可能なのは良く知られている。この問
題は、石膏ボードやタイルなどの決まった
形の工業材料と格闘しながら3次元的に
「閉じた」空間を作ってゆくことを生業と
する我々にとって身近なものといえよう。

　人工知能が活躍する現代において、2
次元の問題であるタイリングについては
大抵の事が解明されていそうなものだが、
実は我々が思うほどには分かっていない。
五角形の 15 個目の充填形が 2015 年に
「発見」されたことをみても、この分野の
研究はあまり進んでいないという印象をも
つ。以前、巴山氏にその理由を尋ねると、
「こういった研究はお金にならないから」
というミもフタもない返答が返ってきた。
ただし、現在では結晶学の分野において、
立体を空間に充填してゆく「空間充填」
の研究が進んでおり、その投影である平
面充填への知見も蓄えられているそうで
ある。もちろん、デザインの世界においても、
昨今、タイリングを用いた「デジタル的」
なモチーフに注目が集まりつつあるのは、
野老朝雄氏がデザインしたオリンピック
／パラリンピックのエンブレムなどをみて
も明らかである。

　タイリングは、一部を平行移動しても
重なる部分がある「周期タイリング」とそ
うではない「非周期タイリング」に分けら

れる。ほぼ全てが解明されている前者で
すらエッシャライゼーション（画家エッ
シャーの手法）によって無数のバリエー
ションを得ることができる。さらに、後者
の代表的なものに2種類の菱形によって
構成されるペンローズ・タイリングがある
が、これを高次元の立体の投影と捉え、
二次元に投影する「カット＆プロジェクショ
ン」という手法を用いることによっても無
数のバリエーションが得られるという。「建
築に使えそうな幾何学は出尽くしている」
と思っていた筆者にとって、まだまだ可能
性を感じる内容であった。

　巴山氏のインテリア作品には、前述の
ペンローズ充填形やエッシャライゼーショ
ンを応用したシェードがある。また、建築
については、筆者のプロジェクト「笠覆寺
信徒会館」に対してコンサルティングを
してもらったこともある。氏からは、
「Ammann-Beenker 充填形」を構成する
四角形をそれぞれ2つの三角形に分けれ
ば、折り紙のように折っていく事が可能
であり、建築に応用できるのではないか
とのサジェスチョンを頂いた。その幾何学
は、最終的に広間の天井として、音響的
な最適化を行うためのベースとして使わ
れている。

　初めて会ったとき、氏はアーティストと
としての活動は既にされていたものの、
数学は「食うための手段」と割り切ってい
て、数学と作品との関連はほとんどなかっ
た。その後、幾何学を応用した作品に取
り組むようになり、その心情の変化を聞
いてみると「アートよりも数学の方がよほ
どラジカルかなと思うようになった」との
ことだった。筆者もまた、門外漢ながら
も数学や幾何学のラジカルさに魅せられ
ているところだ。

JIA 愛知発 研修委員会

タイリングの建築
ー電脳設計論壇　#09 巴山 竜来 氏

巴山 竜来 氏

零三工作室
東福 大輔 （JIA 愛知）

ペンローズ充填形

カット＆プロジェクションのアニメーション

ペンローズ充填形を応用したシェード

エッシャライゼーションを用いたシェード

笠覆寺信徒会館：施工風景
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野々川 光昭 （JIA 愛知）

NCARB建築家・登録建築家・建築士の比較表　

業務許可（実務をおこなう場合は州の許可、詳細は州ごとに異なる）
〇業務許可・更新にはCPDが必要
〇組織の建築家支配が業務許可条件（過半の州）
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〇登録条件として第三者性・自律性の立場（専業設計事務所に所属）
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業務の条件 
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〇法定定期講習が必要

資格登録
（個人帰属・生涯有効）

資格認定
（個人帰属・生涯有効）

免許登録
（個人帰属・生涯有効）

実務上の条件・職能上の効力成立

NCARBは登録⇒業務許可、これは登録建築家制度の認定⇒登録に該当
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一級建築士　資格制度関係の改定案が 10月5日本
部理事会において承認されました。主な
改定内容は、昨年度の改定時に積み残し
ていた次の事項です。
〇更新申請に必要なCPD単位数の緩和
条件（傷病・出産・育児）に介護を追加

〇再登録申請に必要なCPD単位数の緩
和条件に傷病・出産・育児・介護を新設

〇認定の取り消しを規則第 28条に新設
（一級建築士免許取り消し処分の場合
は認定を取り消す）

※詳しくはJIAホームページの「登録建築
家」申請説明書を参照ください。

　9月の理事会審議時に、六鹿会長か
ら「認定と登録の二つあることがわかり難
い」および「ゼネコン設計者は認定すべき
でない」との指摘がありました。このこと
については以下の説明になります。
【認定と登録の 2段階となっている理由】
　登録建築家はUIAアコード（以下ア
コード）に準拠した制度で、公益寄与、
公益保護を目的に、専門教育から始まり
実務訓練を経て試験により認定され、登
録後は継続職能研修により建築家として
の能力・責務を社会に対して保証するも
のです。
　アコードを実践している米国では、NCARB
（National Council of Architectural 
Registration Boards）が建築家資格登
録を行っています。NCARBの制度のも
とで各州が建築家資格認定を行っていま
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する継続職能研修（CPD）の取得、なら
びに就業形態や所属する組織の業務形態
も法令に適合したものであることが求めら
れます。アコードでは法人の場合 2/3以
上がその国の建築家でなければならない
とあります。

【ゼネコンの設計者は審査に合格すれば
認定されるが登録はされないという誤っ
た解釈】
　「専業・兼業が曖昧化されている」と一
部の方々から聞きました。 本制度はアコー
ドに準拠しており、建築家としての第三
者的、自律的立場（専業事務所所属）の
業務経験がない方（ゼネコンのみの経歴
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資格化することは難しい。」という意見を
聞きます。最近の委員会で次のような話
がありました。「建築家は、家がつく小説家、
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を使い続ける選択肢も持つといった経済
活動だけにとらわれない立場である。」こ
の建築家の志ともいえるものは、資格制
度と別のものではなく、すべてアコードの
建築家の条件などに包摂されていること
を改めて確認しました。（以下アコードの
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維持・活用・発展に努める。

〇加盟団体に対して公共の利益のため、
CPDを会員の義務とするように求める。

〇建築・都市環境の発展や、社会や文化
に不可欠な専門知識、技術、才能を社

会に提供する。
〇建築家の義務は社会に意を尽くすこと
で、建築家の個人的利益や依頼者たち
の利益に勝る。ここに定める規範を満
たす建築家こそが、社会の利益を最大
限に守ることができる。
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経験を積み、試験を受け、その後の継続
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目指す「道」を共有して成長する者の集ま
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保っている状態だと言えます。
　次年度は、建築家資格制度の将来のあ
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分の JIAの資産として憂いを拭い去るこ
とができるのかを期待しつつ進捗を注視し
ていきます。
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「登録建築家」の今とこの先
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JIA 愛知発 研修委員会

タイリングの建築
ー電脳設計論壇　#09 巴山 竜来 氏

巴山 竜来 氏

零三工作室
東福 大輔 （JIA 愛知）

ペンローズ充填形

カット＆プロジェクションのアニメーション

ペンローズ充填形を応用したシェード

エッシャライゼーションを用いたシェード

笠覆寺信徒会館：施工風景

5ARCHITECT     2021―12



　支部・地域会の皆様には大変ご無沙
汰しております。生存確認の意味もあっ
て今回執筆を引き受けましたので、軽
い話題を提供いたします。
　ちょうど 10年前の東日本大震災の年
に過労で体を壊し、その後 3年の休職
を経て仕事に復帰してから 7年になり
ますが、この経験は私の働き方や生き
方に大きな変化をもたらしました。
　復職後は残業を減らし家族と過ごす
時間を増やしました。健康面ではタン
パク質中心の食事と毎日のウォーキン
グによって自律神経が復活し、ご飯も
美味しく食べられるようになりました。
　ところがこの食欲が問題で、いっと
き痩せた体重がリバウンドしてしまっ
たのです。3食ヘルシーな食事をしてい
るのに太ってしまうのは、夕食の後に

ワインを飲みながらつまみを食べる習
慣がついてしまったからなんです。お
まけに昨年からのコロナ自粛とリモー
トワークでますます。。。
　そこでアホな私が考えたのが「映画ダ
イエット」。夜 2～3時間飲まず食わず
の時間を作ることによって不要なカロ
リー摂取を減らす作戦です。幸い職場
の近くにも自宅の隣にも映画館がある
のです。おかげで夏から 3ヶ月で 5キ
ロ落としました！

　最近見た映画でお勧めなのは『老後の
資金がありません』という天海祐希主演
のコメディ映画です。主人公夫婦が私
と同世代で親は同じく 80代というのも
ピッタリ合致、親の世話や葬儀費用、
住宅ローン、子供の就活や結婚、パー
トの雇い止め、生前葬など今時な話題
が満載。でも進むにつれて家族の絆や
仲間との交流が話の中心になっていき
ます。良い映画です。機会があったら
是非ご家族でご覧ください。

『「動いている庭」と
ジル・クレマンについて』

映画鑑賞会 +基調講演会・ディスカッション

主催：愛知地域会住宅研究会
［日時］12月 4日 （土）

13時～ 17時 30分
　この一年間、自然と対峙するなかで
「造園」と「建築」の関係について考えを
巡らしています。4月に「天使の森」に
て「みんなのトイレ」を製作、6月に庭
木の生産現場を訪ねて「圃場見学」を開
催し、7月には吉村元男先生の案内の下、
近畿支部の企画する名古屋の白鳥庭園
見学会に参加しました。
　今回は映画「動いている庭」を鑑賞後、
映画の中でジル・クレマンのガイドを
務められ、書籍「庭師と旅人」を出版さ
れたエマニュエル・マレス氏を基調講
演に迎え、また、書籍「動いている庭」
の帯文を書かれた造園家の田瀬理夫先
生と対談、ディスカッションをして頂

きます。造園と建築、さらには街、環境、
地球へ、植物の可能性を考える機会と
なればと期待します。

『「住宅等連携会議」から近々のお知らせ』
　本年度より立ち上げられた本部「住宅
等連携会議」では、昨今の変わりゆく社
会、環境、経済等に対応すべく、小規
模事務所を中心とした情報の共有と社
会へ向けての発信の取組みの準備を進
めています。
①『建築基準法ほか関連法規の改善へ向
けてのアンケート』として、現行法と
現状の矛盾点について考え、今後の
議論へ展開するきっかけとなること

と考えています。アンケートは、メー
ル配信、12月 JIAマガジン掲載。

②年明け、当会議体ホームページを開設
し、各支部の活動、建築家の知識を生
かした作品、時事、地域情報等を掲載
する予定です。
③来春、国土交通省が「業務報酬基準の
見直し（告示 98号改正）に対するア
ンケート調査」を実施します。アン
ケート作成に対し JIAはじめ設計三
会から意見し、現在準備段階です。
令和５年改正法施行予定。

自作自演 247 え、映画ダイエット！？

お 知 ら せ

㈱日本設計
鈴木 達也 （JIA 愛知）

h ＋ de-sign /architect
西村 和哉 （JIA 愛知）

映画『「動いている庭」とジル・クレマンについて』

エマニュエル・マレス 田瀬理夫
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●XYZ の 3 次 元

で空間を捉える

事に慣れすぎてし

まった身にとって、

高次元で語られる

電脳設計論壇の

記事には毎回驚

かされる。デザインの変革は何時の時代もその

道の専門家の発想では限界があり、数学など

異分野からの参入が必要なのであろう。さて

小生も保存情報の執筆を時 担々当しているが、

年代を経ていない20世紀に輝いたモダニズム

建築群が都市から失われていくのが無念であ

る。後世に、何も残さなかった世代といわれる

に違いない。防火建築街区の連載で思い出

すのは、かつて学生の設計製図にて名古屋

市内長者町の街区再開発をテーマとしたこと

があるが、歯抜けになった街区の幾つかの空

地に耐震性の強い建物を新築し、それらの建

物を使って既存の建物群を補強するという提

案を指導した経験がある。構造系の先生から

も賞賛されたが、共同して建て替えるという絆

が蘇られなければ難しいであろう。 （谷口 元）

●今月号のEssay、鳥居さんの[前川國男「東

京海上ビルディング本館」が持つ意味 ] は興

味深い内容でした。日本初の超高層をクライ

アントとの信頼関係を得て、不屈の志と行動

力により計画許可を受けるに至った経緯に改め

て敬意を表すると共に、社会やクライアントで

ある官・民の思考や要望にどのように対峙し

て当時提案建設されたのか、建築家の思いや

メッセージ性を解読再評価する事の重要性を

再認識させられます。日本では経済効率や商

業性、機能、安全性ばかりを理由に後世に

残すべき価値ある建物の解体が後を絶ちませ

ん。建築家の根源的な姿勢であるアイデンティ

ティーや発信するメッセージの大切さを解体さ

れる前川作品が訴えていると感じました。

ワクチン接種率の高いEUでは激増、日本で

は沈静化した最近のコロナ感染者状況ですが、

JIA活動の正常化を望む日々 です。

 （伊藤 彰彦）

　川原田家住宅は南山の丘陵地の地形を
活かした住宅地に昭和 12 年に個人宅とし
て建てられた。設計は丹羽英二建築事務所。
施工は平松組。
木造 2階建　入母屋桟瓦葺一部銅板平葺
腰壁縦羽目板張り一部杉皮桧桟押さえ
上部モルタル掻落し
建築面積：149.22㎡　延面積：205.45㎡
　玄関脇に洋室（応接室）を付加した典
型的な折衷型住宅で、細やかな設えや職
人の丁寧な造作が残っている。また当時の
設計図書や建築許可証、造園図面など資
料が現存し、大きな改装・改築も無く建
物の手入れが行き届き良い状態で残されて
いる。

　大きな敷地を所有する造成地であるが
ゆえ周辺はマンションが立ち並び、環境が
変化しつつある中で、川原田家住宅は昭
和初期の邸宅の趣を伝える貴重な建物と
して、住宅 1棟　表門及塀 1棟　裏門及
塀 1棟　石垣 1基が、景観を寄与する文
化財として2020年登録された。
　現在は、古民家で色々なイベントやワー
クショップを開催し、多くの方に知的な刺
激と心地よいひとときを提供されている。
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【概　要】
住　　所：名古屋市昭和区南山町 25番地 4,25 番地 5
所 有 者：川原田 淳
登録番号：23-0542　川原田家住宅主屋 1 棟
　　　　　23-0543　川原田家住宅表門及び堀 1 棟
　　　　　23-0544　川原田家住宅裏門及び堀 1 棟
　　　　　23-0545　川原田家住宅石垣 1 基

Liv設計工房
川口 亜稀子 （JIA 愛知）

外観 南外観 洋間

N

地下鉄鶴舞線

地下鉄鶴舞線

153
圦中

いりなか駅

川原田家住宅

南山高等学校南山高等学校

南山教会南山教会

南山大学
附属小学校
南山大学
附属小学校

八事小学校八事小学校
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都市のメッセージ
　時代の考え方を背景に建築が成り立つ

ものだとすれば、現在目にしている建築

からはそれらが計画された当時の価値観

や規範を知ることができる。それは建築

物に託された未来のイメージだったり、時

代の変曲点に立ち会った建築家の思想

だったりする。都市の至る所から発せられ

ているそうしたメッセージを我々は見落と

してはならない。

丸の内の来歴
　東京丸の内地区は江戸時代の大名屋

敷が建ち並んでいた時代を経て、明治に

なって市街地化され陸軍省用地が民間に

払い下げられた後、街区の基礎ができあ

がった。グリッド状に整備された直交する

街路パターンは、明治から時代を経るに

つれオフィス街としての都市的機能を高め

ていき、多くの一流企業がこぞって進出

するだけのポテンシャルを有していた。

　そうした土地の歴史性を携えて、皇居

と東京駅を結ぶ行幸通りの北側に前川國

男氏の「東京海上ビルディング本館」（以

降、東京海上本館）は、1974 年に高さ

100ｍ、地上 25階という規模で竣工した。

この敷地にはもともと曽根・中條事務所

設計の東京海上ビルディング旧館（1918

年～ 1967 年）が建っており、その建て替

え計画として前川氏は東京海上本館の設

計者として指名された。

　前川氏は1964 年から始まる東京海上

旧館の建替え計画を進めるにあたり、丸

の内地区の開発の経緯を踏まえ、この地

の将来性を超高層に見出していた。

超高層の原型
　チューブ構造による構造躯体の内側に

ガラスサッシを設置し、柱、梁を外部に

出し、格子状の立面構成にファサードを

単純化した設計思想は、後の超高層がそ

の複雑化するシステムを外壁パネルやガ

ラスカーテンウォールでパッケージする手

法とは、明らかに発想を異にしている。

さらに鉄骨躯体を赤い打込みタイルのPC

版で被覆し、被覆された柱梁が水平垂直

に交差する端正でプリミティブな建築的

構成こそ、陰影と奥行きを伴った前川氏

の超高層としてのアイデンティティであった。

　それは弘前の木村産業研究所が日本の

モダニズムの原点であったり、国立西洋

美術館がコルビジェという近代の原点で

あったように、東京海上本館は日本の超

高層としての原型だったのだ。

美観論争
　それまで 100 尺（31ｍ）の高さ制限の

あった丸の内地区は1963 年の法改正に

よってその高さ規制が撤廃され、1000％

の容積率規制へと法が変わった。前川事

務所はこの改正法をもとに 127ｍ、30階

の超高層計画を東京都に提出したが、建

築主事は大正期の条例である「美観地

区」を引っ張り出し皇居を前にした建築

の在り方として相応しくないとして、申請

を却下した。これに対して建築界は都に

対する猛烈な反対運動をおこし、美観論

争の中、いまだに語り継がれるほどの騒

動に至る。結局、都知事が革新系の美

濃部知事に代わったこともあって、都は

建築審議会の措置を破棄し100ｍ、25

階の修正案を通した。その後 38 条の構

造認定書が旧建設省に送られ、都から国

竣工当時（1974年）の風景　新建築 1974年 6月号より

竣工当時（1974年）の航空写真
中央に東京駅から皇居に至る行幸通りが通る

新建築 1974年 6月号より
チューブ構造による格子状の立面構成

ウィキペディアより

前川國男
（1905～1986）
日本のすばらしい
建築物ブログより
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へと判断が委ねられた。さらに国会へと

飛び火し、佐藤栄作首相が答弁に立つ

事態にまで発展したが、最終的に国の許

可が下り、4年かかった論争に終止符が

打たれた。

　これこそが日本の超高層の始まりであ

り、しかし同時に終わりでもあった。なぜ

ならこの後にも先にも、超高層と建築性

が同時に成立した事例を見る事は難しく

なったからだ。

経済社会の中の超高層
　すでに解体が決まっている前川氏の東

京海上本館は今や丸の内のどこに建って

いるのかもわからないくらいに「高さ」の

中に埋没している。かつての美観論争の

末に決着したはずの 100ｍというオリジ

ナルの高さは、それよりもはるかに高い

超高層によって取り囲まれ、その景観は

「丸の内」の表情となって流通する。現在

の超高層は都市開発の常套手段として

100ｍをはるかに超える技術の平準化に

よって、経済が回り社会が成り立つ。

　実はこれと同じような現象を、我々は

かつて経験している。近代建築の非装飾

性があっという間に工業化の生産システ

ムに飲み込まれ大量に生産されることに

よって、モダニズムが文化や芸術の域を

飛び越えて社会の生産体制と結び付いて

商業化したあの現象である。そこでは、

デザインは瞬く間に流通し、消費され、

資本主義、情報化によって、オリジナル

の存在さえわからなくなった。

モダニズムが持つ民主性
　こうして建築家前川國雄は、この東京

海上本館の設計によって、結果的には「丸

の内」という敷地に潜む未知なる都市の

状況（問題意識）を掘り起こした。それは、

容積率と特定街区の割増し規定がオート

マティックに超高層建築を誘導する「イ

メージなき都市の姿」であり、皇居という

実体を前にして「美観」という抽象概念

で押し切ろうとする東京都や国の建築文

化の不毛さであり、さらに認可権を持つ

権力と建築家の職能との折り合いの付か

ない文化論であったのだ。

　このような権力や国家に対して前川國

男は、モダニズムの民主性に内包される

批評的精神でしか、問題を決着させる方

法論を持たなかった。それは、何か問題

が起きれば関係あるあちこちの組織がむ

くむくと顔をもたげ、関係者が次々に現

れては、その体制を批判し、最終的には

政治決着で終わらせてしまう現代の悪し

き民主制（ザハ・ハディドの国立競技場

と某首相の白紙撤回のことは記憶に新し

い）とはあまりにかけ離れた、信じがたい

建築家の社会との真剣なる闘いがあった。

と同時に、施主である東京海上が建築家

に寄せる強い思いと信頼関係で建築家の

背中を 10 年以上も押し続けた事実が、

最終的にこの超高層を実現させたことを

忘れてはいけない。

解体
　前川國男は、明治以降のコンドルや辰

野金吾に代表される国家主義的な建築と

土地の歴史を持つ丸の内において、

1500 坪あるその 2/3を自由広場として

開放し、広場には光と風を通わせ、芸術

との出会いのために流政之氏の彫刻を布

置した。つまり丸の内のこの場所は、前

川氏の超高層（市民に立脚する民主性）

を読み解く場として、その存在自体がモ

ダニズムであり、輝く都市であり、建築

が切り拓いた市民性の象徴だった。

　「解体」の結論は、過去の歴史が繰り

返してきたように、またしても経済的な原

理の下に思想的背景が握りつぶされたと

の思いが強い。モダニズムという社会の

ムーヴメントは結局は社会における生産

体制だけを世に残したものに過ぎず、次

代につなぐものとしての民主性や市民性

はわかりやすい商業性や経済性によって、

使い続けようとする保存さえも否定された。

輝く都市
　今、我々の立場からできるのは、建築

の専門家として近代やモダニズムの思想

を間違えることなく次代の回路に接続す

る事だと思う。コルビジェが、前川が、

吉阪が、坂倉が本当に伝えたかった事とは、

市民性を伴って、湧き上がるような文化

性の下に、民主的にモノを作り上げるフ

ラットな体制であった。今のコンペやプロ

ポーザルの官庁の発注を見ていると、官

庁自ら市民性や自主性さらに審美眼や建

築的価値観さえ放棄して、民間の力が集

中する特異な場所へとプロポーザルやPFI

の名のもとに建築を落とし込もうとしてい

るように思えてならない。

　国家と経済との間に立って建築という

「概念」で丸の内を解こうとした前川國男

に見られる職能とは、結局は施主や発注

者との価値観の共有であったのだろうと

思う。いい意味で施主を巻き込んで、無

理やりでもよいから建築をわかってもらっ

て、機能の処理だけで設計を終わらせな

いその姿勢が、建築を社会へと導き、開

くことになったのだと思う。

　前川國男は一貫して「輝く都市」を確

信していたに違いない。密度と開放が調

和して日差しが通り風が吹き抜ける、誰

もが共有できる都市空間があって、市民

の活動が生き生きと現れる都市の姿で

あった。そんな民主性や市民性が、議論

に上がらない今の経済都市において、現

代の建築家はその職能をどこに見出し発

揮すべきであろうか。モダニズムの意味を

もう一度問い直してみたい。

企業組合 針谷建築事務所
鳥居 久保 （JIA 静岡）

広場に布置された流政之氏の彫刻
千代田遺産 HPより

超高層ビルに囲まれた現在の風景
東京新聞 HP TOKYOwebより

コンピューテーショナルな構造デザイン
ー電脳設計論壇　#05 田村 尚土 氏
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