や省エネの方法を、理解の段階（しっている）から行動の段階（して
いる）に迫ることを目標に置き、新校舎のクールヒートトレンチの仕

建築文化週間2009開催報告（本部主催）
日本建築学会建築文化事業委員会

組みを理解しながらこれまでの学習を統合するプログラムがつくられ
た。

建築夜楽校2009

これまでの実践の紹介に続き、後半のディスカッションではこのプ
ログラムを担当した小学校教員、学校と地域を結ぶ役割の学校教育

テーマ：データ、プロセス、ローカリティ――設計プロセスから地域
のアイデンティティを考える

コーディネーター、杉並区職員、学会メンバーがそれぞれの立場から
これまでの成果や課題を語り合った。主な指摘を以下に整理する。
①学校の教員から
･環境学習の必要性としての「理」から入り、
いかに環境と付き合うか、
利用するか（がまんから上手に協調）という「利」への意識付けを重

関連企画
「データ、プロセス、ローカリティ――設計プロセスから地域のアイ
デンティティを考える」展
去る2009年10月1日と8日、建築会館ホールにて「建築夜楽校

視した。

2009『データ、プロセス、ローカリティ』
」と題したシンポジウム

･エコスクールとなって技術的に複雑になり、学校側でもその内容や

が開催された。建築設計のCAD化が進んだ1990年代以降、設計技術

活用方法は必ずしも十分に理解されていない。

の「情報化」が叫ばれ、コンセプトレベルではコンピュータ･アルゴ

･学会メンバーの建築関連の知識や技術的サポートは、建築への理解

リズムをはじめとする設計プロセスに関する議論が盛んに行われた

を深め、また授業内容の種明かしなどでとても有効だった。

が、実務レベルでの応用が難しいとされてきた。ところが近年、設計

･建築の専門家集団である学会のサポートがなくなったときの継続性

環境のグローバリゼーションにより、実務レベルで3次元CAD、BIM

への懸念から、どの教員でもできる教材の開発や学習プログラムを体

の導入が盛んになされてきており、技術的な前提の変容に伴って設計

系化する必要がある。

プロセス論は再び転換期を迎えていると言える。他方、社会学等でた

･環境学習プログラムを生かすため、他科目との調整も重要。

びたび指摘されているように、地域社会の空洞化に伴う地域アイデン

②学会メンバーから

ティティの喪失＝「郊外化」は著しく、風景の固有性はますます失わ

･学生も参加しての学習の時間は、子どもと学生双方にとって刺激的

れつつある。これらの変化は共に90年代以降の重要な社会的変化で

である。

あることは認識されつつあるが、両者の関係を具体的に論じた建築学

･学習内容や説明がわかりにくいと子どもたちの反応も悪い。子ども

的な議論はあまり見られない。

たちは学習者だけでなく、
プログラムの開発者であり評価者でもある。

そこで本シンポジウムでは、
「データ」
「プロセス」
「ローカリティ」

･建築に通じた教員は少ないことから、竣工後の広い意味での学習機

をキーワードに、
「情報化」を「郊外化」の原因として遠ざけるので

会（Post-Occupancy “Education”）は有用ではないか。

はなく、情報化によってもたらされた知見を郊外化に対抗するための
コンセプトとして捉え直すことで、建築の新たな社会的役割について

学校での環境学習プログラム開発･実践の意義

考えることが目指された。

報告会を通じて次の3点を意義深く感じた。まず、これまで休日や

第1日目、建築家の中山英之氏、小嶋一浩氏、山梨知彦氏から設計

長期休暇時に子ども向け建築･まち学習が各地で行われてきたが、意

プロセスに焦点を当てたショートレクチャーが行われた。中山氏の処

欲的な参加者に対するプログラムであり、個別的で限定的であった。

女作「2004」は、ゴールイメージを描かないスケッチの連続によっ

小学校の授業として実施されたこのプログラムは、人工環境学習の普

て設計されたという。続いて小嶋氏からは「宮城県立迫桜高校」と「ス

遍化や体系化への第一歩といえる。

ペースブロック･ハノイモデル」を例に、設計がさまざまな外的要因

次に、これまで学校建築についてはオープンスクールなど教育や学

を消化しながら濃密に進化していく集合知的プロセスを、最後に山梨

習の内容･方法を建築がいかに有効に支援するか、子どもたちの生活

氏からは「ヒューリスティック･アプローチ」と題してBIMを駆使し、

空間として学校はどうあるべきかという議論や実践が長年蓄積されて

大量の変数を効率的に扱い、創造的な枠組みを抽出するための方法論

きた。しかし、学校建築自体を学習教材として如何に利活用するかと

を披露して頂いた。後半の討議は、コメンテータに情報論の江渡浩一

いう実践や検証はあまりなかった。
「コンクリートと人」の持続的共

郎氏と建築家の難波和彦氏、モデレータに情報社会論の濱野智史氏に

存のための新機軸として、建築を教育的に利活用することはすぐに実

加わって頂き、
「データとプロセスの関係」
、
特に設計の情報化をめぐっ

践可能である。同時に、その成果が次世代の建築やまちづくりを担う

て「個人」や「経験」をどう位置付けるか、について密度の濃いやり

スマートな市民や専門家を育てるという点からも、建築学会の重要な

取りが交わされた。

課題ではないか。

第1夜が基礎編だとすると、
第2夜は応用編であった。五十嵐淳氏
（北

さらに、この環境学習プログラム開発は教員、行政関係者、コーディ

海道）
、家成俊勝氏（大阪）
、井手健一郎氏（福岡）という、明快な設

ネーター、専門家の共同プロジェクトとして実施されている。学校教

計論によって場所の固有性を浮かび上がらせる方法を持っている建築

育、学校建築、学校支援を統合して新たな協力関係を構築する試行に

家が登壇し、それぞれの実践を披露した。後半の総括討議では、建築

もなっている。

の設計プロセス論をより大きなコミュニケーションのためにどう使う

今回は中間報告であったが、プログラム終了後には、その成果を検
証した最終報告会を開催する予定である。

か、というより社会的な議題が討議された。そのトピックに最も近い
ところにいる建築家のひとりが積極的にユーザーを巻き込んで数々の
公共建築を実現している建築家の古谷誠章氏である。他方、建築の物

杉並区エコスクール推進に伴う荻窪小学校環境学習開発･実践特別委

理的限界を乗り越えるための方法論として、WEB上の数々の出来事

員会

に詳しい社会学者の鈴木謙介氏や情報社会論の濱野氏（1夜目に続い

委員長 村上美奈子

てモデレータを務める）の見解が刺激を与えた。

委員 上野 淳、大島 晃、大原一興、古賀誉章、鈴木一徳、須永修通、

「建築家はどれだけの人とコミュニケーション可能なのか」と鈴木

高口洋人、田中稲子、谷口 新、野中朋子、古野 博、松川厚雄、望月

さんはあえて基本的かつ挑発的な問いかけをし、対して建築家側から

悦子、吉田暁子

は設計をオープンエンドに保つことや設計者と使用者が融合して行く



小松 尚／名古屋大学、子ども教育事業委員会委員長

イメージなどが語られた。当初、WEB側（鈴木氏、濱野氏）の追求
に対して建築側はやや劣性に見えたが、建築という意思決定システム
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建築夜楽校2009

第1夜

建築夜楽校2009

第2夜

をWEBのように再編成し、ローカリティをあぶり出す装置として読

「データ、プロセス、ローカリティ」展

出展：五十嵐淳、井手健一郎、柄沢祐輔、小嶋一浩、dot architects、
徳山知永、中山英之、難波和彦、藤村龍至、山梨知彦（日建設

み替え、コミュニケーションのプロセスとともにローカリティを立ち

計）

上がるという建設的な見解と課題が示されて討議は終了となった。
討議の先に見えてきたシナリオは、以下のようなものである。建築



藤村龍至／藤村龍至建築設計事務所

は本来、その物質性ゆえにWEBと比較してもコミュニケーションの
メディアとしての力が高く、人を動かし、一体感を生み出してしまう

東京ウォッチング2009

力を潜在的に持っている。建築実務の経験者なら、規律訓練によって

テーマ：王子･飛鳥山

完全にコントロールされた緊張感のある工事現場の様子を思い浮かべ

10月22日（木）街歩き向きの好天のなか、旧古河邸正門前に参加

るだろう。WEBの遍在性、流動性は魅力的ではあるが、建築の構築

者約40名が集合。講師は斉藤理氏（上智大学･東北芸術工科大学非常

性もまた力である。建築設計のプロセスを積極的に読み替える試みに

勤講師、建築史）と小笠原で担当。正門前にて概要を説明後まずは庭

よって、WEB以上にWEB的に機能するコミュニケーションのプラッ

園へ。バラ園で知られる西洋庭園の構造と庭から見た旧古河邸のデザ

トフォームを構築することができるもできるのではないか。

インについて斉藤講師から解説しシンメトリーを巧妙に崩しているコ

本シンポジウムと時期を同じくして、隣接する建築博物館ギャラ

ンドルの意図について参加者らとのディスカッションとなる。そして

リーでは、
「データ、プロセス、ローカリティ――設計プロセスから

庭園の石段を降り日本庭園へ。外部からは全く伺い知ることのできな

地域のアイデンティティを考える」展が開催された。温度解析や風解

い廻遊式庭園を一周しつつ見学。
モミジの時期には早かったのが残念。

析など、さまざまなデータを統合する設計プロセスのイメージ（小嶋

洋館前に戻り文化財としての建築の保存活動やその手法について小笠

一浩氏、山梨知彦氏）や単体の作品を超えたシリーズ型の作品群にみ

原から紹介し、今後の時代の変化と市民の意識についても指摘する。

るフィードバック･プロセス（難波和彦氏）
、ローカリティとの関係

本郷通りを移動し現在東京に唯一残る一里塚の紹介。知らなければ

（五十嵐淳氏）など、
「データ、プロセス、ローカリティ」に焦点を当

通り過ぎてしまう風景の中の貴重なポイントについて解説する。神社

てたキュレーションによって、夜楽校のトピックを視覚化し、議論を

にて休憩後、裏路地を抜け飛鳥山公園内の渋沢史料館へ。まず渋沢が

より立体的に開こうとした。

書庫、接遇の場として使用していた青淵文庫へ。この日は写真資料の
展示を行っており参加者と渋沢の由来ある建築等の資料を拝見。晩香

第1夜：データとプロセスの関係について考える

廬ではその洋風茶室という名の通りの繊細な作りと調度品の美しさに

日時：10月1日（木）18:00～20:30（開場17:30）

皆目を留める。その後渋沢史料館本館へ移動し見学を行う。公園内高

パネリスト：中山英之（中山英之設計事務所）

台からは東京都電について解説。東京をネットワーク化していた昭和

小嶋一浩（CAt･東京理科大学）

30年代当時の都電の姿を現在残る姿からイメージしてもらうべく学

山梨知彦（日建設計）

生スタッフが苦心して説明を行う。

コメンテータ：難波和彦（東京大学･界工作舎）
江渡浩一郎（産業技術総合研究所）
モデレータ：藤村龍至（藤村龍至建築設計事務所･建築文化事業委員）
濱野智史（日本技芸）
第2夜：プロセスとローカリティの関係について考える
日時：10月8日（木）18:00～20:30（開場 17:30）
パネリスト：五十嵐淳（五十嵐淳建築設計･北海道）
家成俊勝（dot architects･大阪）

旧古河邸

王子稲荷神社

井手健一郎（rhythmdesign･福岡）

王子駅へ下る傾斜を足に感じつつ石神井川へ降りる。江戸の構造の

コメンテータ：古谷誠章（早稲田大学･NASCA）

中における王子の位置付け等斉藤講師から説明。王子稲荷神社では宮

鈴木謙介（関西学院大学）
モデレータ：藤村龍至（藤村龍至建築設計事務所･建築文化事業委員）
濱野智史（日本技芸）

司様のご了解を得て平日は安全上閉めている鳥居側の門を空けていた
だき、参加者とともに石段を登り本殿へ進む。登りきり振り返ると真
向かいには東北新幹線の高架線が走る。中世以来の歴史と近代的土木
構築物の対峙する風景は面白い。王子稲荷の由来や地域的意味等を説

建築夜楽校2009関連企画
「データ、プロセス、ローカリティ――設計プロセスから地域のアイ
デンティティを考える」展

明するとともに江戸時代以来の門前のくず餅屋についても紹介し散会
となった。
不況の声が高まるなか、歴史･文化としての建築や都市の風景の位

会場：建築博物館ギャラリー（東京都港区芝5-26-20）

置付けけも難しい局面を迎えることがあるが、街を歩き地域を知る中

会期：10月1日（木）～15（木）9:00～19:00

から次なる知恵が生み出されるということを参加の皆さんにはご理解
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いただいたものと考える。

きたかについて、コンペからのプロセスを含めて興味深く語られた。



煉瓦や軌道レールを主要な建築言語として用いたことについての説明

小笠原 伸／早稲田大学WABOT-HOUSE研究所客員講師、都市論

建築文化週間2009開催報告（支部主催）
日本建築学会

も、入念なリサーチを踏まえた上での判断であり、十分に説得力のあ
るものであった。一般市民、JR、岩見沢市という三者を横断しながら、
まちの人々の意識と駅舎を結びつけて「モノ」へと結実していったこ
と。ちなみに西村氏は、竣工後の現在も岩見沢に通ってまちと関わり

北海道支部

続けている。従来の建築家という職能の枠組みを問い直すと同時に、

テーマ：みんなで始める地震防災対策

地方都市が抱える問題の深さも再認識させられる講演でもあった。

2009年10月3日に厚真町総合ケアセンターを会場に標記事業が開



山田 深／北海道建築賞委員会

催された（参加者53名）
。厚真町は、2003年十勝沖地震によって公
共施設等が被災したことを契機に地震防災対策に取り組んでおり、

東北支部

2008年に耐震改修促進計画を策定している。

テーマ：建築を知る環境講座「建築を知る環境講座～共に建築を考え
る～」
福島支所では、2009年の建築文化週間事業として、10月10日に
福島市で「建築を考える環境講座」を開催いたしました。また、当講
座に先立ち支所総会を開催いたしました。
当支所において11回目を数える建築環境講座ですが、今年度は「日
本盲導犬総合センター」で2009年日本建築学会賞作品賞を受賞され
た建築家で東京大学准教授の千葉学氏をお招きして、
「そこにしかな
い形式」と題し、講演会を開催いたしました。高校生や大学生等の参

住宅の簡易耐震診断の体験の様子

加を得て、当初予定していた定員を上回る方々のご参加をいただき、

北海道支部長（代理：草苅敏夫都市防災専門委員会主査）の開会挨

盛況のもとに開催することができました。

拶に続いて厚真町長宮坂尚市朗氏の挨拶があり、
支部学会員による
「地

講演の中で千葉氏は、周辺環境やプログラムなど一回性の条件を建

震と建物の耐震性の話」
「耐震診断の話」
「室内の安全対策の話」があっ

築として成り立たせるルールを「そこにしかない形式」と称する一方

た。この後、四グループに分かれて町内の住宅を対象に簡易耐震診断

で、そのルールがさまざまな事象を受容する普遍的なルール、すなわ

および家具の配置状況調査を行った。小学生（16名）の参加者は、

ち「そこだけではない形式」でありたいという想いをテーマに込めて

防災カルタの後に住宅の耐震診断に加わり、室内の壁をたたいて調べ

語られました。

る方法などを学んだ。会場に戻ってから、厚真町に予想される震度に

講演では、まず世界各地の農耕風景やマイケル･ハイザーなどの地

対する建物被害状況および家具転倒による居住者の負傷危険度の診断

形を題材とした作品を示され、人間が自然に手を加えることでその土

を行い、それらの診断結果を基にグループ毎に住宅と室内の地震防災

地のポテンシャルを引き出すことを説明された後、同じ様に建築する

対策について話し合った。その後、百円均一ショップで揃う非常持出

ことによってどれだけ土地のポテンシャルを引き出せるか、自身の作

し品の紹介があり、炊飯袋を用いた避難食や婦人団体協議会の協力に

品とそれぞれの「そこにしかない形式」を通じて、エピソードを交え

よる地場産材を使った避難食を試食しながら災害時の食事や地震の備

ながら楽しく、わかりやすく話されました。

えについて話し合った。講評では、高井伸雄（北海道大学）から

「Studio Gotenyama」では、奥行きのある窓枠のステンレスに混沌

2003年十勝沖地震時に厚真町で大きな強震動記録が得られたことが

とした街並みを映し出すことで虚像と実像を造り、周辺環境との新た

紹介され、地震に対する備えの重要性が述べられた。最後に厚真町建

な関係性を形作ったことなどを話されました。
「日本盲導犬総合センター」では、各諸室を蛇行する回廊で繋ぐと

設部西尾茂主幹から感謝の言葉があった。


南 慎一／北海道立北方建築総合研究所

いう形式が、実施案に至るまで変わりゆく諸条件を柔軟に受容しなが
らも、その有効性を失わないことや、結果として蛇行する回廊が富士

テーマ：第34回北海道建築賞（2009年度）授賞式･記念講演会

山の登山道と同じ形状であることなどを話されました。

2006年度から建築文化週間のイベントとして始まった北海道建築

講演の最後には大多喜町役場庁舎プロポーザルで最優秀者に選ばれ

賞授賞式･記念講演会も4回目となった。今年度も恒例となった遠友

たプレゼンテーションを披露していただいたり、講演後には質疑や作

学舎を会場として、10月30日（金）に開催された。北大キャンパス

品集へのサインにも応じていただくなど、特に高校生や大学生など建

の北の一角に位置する遠友学舎は、本格的な冬の到来を前にした木々

築を志す若い方々にとって、大変有意義な機会であったと感じており

に囲まれ、心地好い厳かさと親密さのある、このイベントに相応しい

ます。

空間であるように思える。夕刻の18時には一般市民や学生も含めて

最後に、福島支所では、地域の学校や関係各所との連携･協働によ

約50名が集まり、授賞式が始まった。星野政幸北海道支部長の挨拶

り、事業や活動のさらなる充実と継続的な展開を図っていきたいと考

に続いて北海道建築賞：
「岩見沢複合駅舎」の設計（西村浩君）が発

えておりますので、引き続きご指導･ご協力をお願いいたします。

表され、支部長より表彰状とブロンズ彫刻の副賞が手渡された。北海



大和田光将／福島支所事務局

道建築賞委員会からの審査経緯および受賞理由の説明の後に、受賞者
である西村浩氏の記念講演会が行われた。
受賞作である岩見沢複合駅舎は、4年前のコンペ時から建築界のみ

テーマ：第20回東北建築作品発表会
平成21年10月10日（土）にせんだいメディアテーク7階スタジオ

ならず広い関心を集めたものである。1時間あまりの西村氏の講演は、

シアターにおいて「東北建築作品発表会」を開催しました。本作品発

単なる「箱モノ」は求められていない現在の地方都市において、建築

表会の目的は「東北地方における優れた建築活動を広く人々に知って

家がどうあるべきであるかを問うものであったように思う。駅舎とい

いただくこと、それを記録し、設計者および建築関係者の相互の研鑽

うひとつの建築の設計を通じて、いかに建築がまちの「過去･現在･

の場とし、もって東北地方の建築にとっての共通課題の探求にあたる

未来」と接続していくことが必要であり可能であるのか、また、具体

こと」です。

的な「モノ」を設計するという立場を超えていかに設計者が行動して

今年度は、小規模建築物部門4作品、一般建築部門15作品の計19
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作品の発表が行われました。これらは過去5年間に東北地方に建設さ

て説明を行った。“まゆ”のイメージを構造的要素としてすべて取り込

れたものであり、設計者･発注者･施工者が自信をもって世に送り出

むのか、構造はシンプルな計画にしたうえで、外装でそのイメージを

した建築作品と言えます。発表会では、1作品につき8分の持ち時間

具現化するかについての説明が明確になされた。両氏のプレゼンテー

で設計者から作品のコンセプトやアピールポイント、地域との関わり

ションを通じて、“まゆ”のデザインコンセプトがより明確に示された。

などについてのプレゼンテーションがあり、その後、3分という短い

トークセッション
トークセッションはテーマ1とテーマ2に分けて行った。テーマ1に

質疑応答の時間ではありましたが、活発な意見交換がなされておりま

関しては会場内の学生から木造の接合方法に関する質問があり、古来

した。
このように内容的には非常に充実した発表会ではありましたが、応
募作品数が昨年度の2/3に減少し、参加者も約100人と若干少ない状

にある手法をいかにしてオリジナリティーを持たせるかの説明が佐藤
氏より行われた。
テーマ2に関してはデザイン（形状）と構造部材の配置に関しての

況でした。今後、広報活動に力を入れ、より多くの皆様にご応募･ご
参加いただけるよう努めて参りたいと思います。なお、本発表会の作

意見交換がなされた。

品は日本建築学会東北支部発行の「東北建築作品集2009」に収録さ

また、
クライアントが同じでありながら全く異なるデザインであるが、

れておりますので、是非ご覧ください。

その設計的アプローチについては共通点があることは非常に興味深い



ものであった。

西田哲也／社会･文化担当常議員

パネリストからの意見交換では、部材を製作するにあたり、コスト
関東支部

を踏まえたうえで合理化をどこまで進めるべきか、それは作る建築物

テーマ：第15回構造デザインフォーラム「技術と感性の融合 ～話

の大きさによるものなのかなど、やり取りがなされた。
最後に本フォーラムのモデュレーターである斎藤公男氏（日本大学

題プロジェクトの構造デザイン～」
1．フォーラム

名誉教授）より各々パネリストに共通しているのは、本フォーラムの

概要

テーマである「技術と感性の融合を見事に果たしている作品を世の中

本会関東支部構造専門研究員会（WG-D）主催の構造デザインフォー
ラム「技術と感性の融合～話題プロジェクトの構造デザイン～」が

に生み出していることである」と述べられた。


城戸隆宏／山下設計

10月15日（13時30分～18時）に行われた（参加者59名）
。本フォー
ラムは毎年、主に若手構造家にスポットをあて、自らの設計作品をも

テーマ：見学会「木材会館」

とにデザイナーとのやりとりやメーカーあるいは施工者と協同の中で

「木材会館」は東京木材問屋協同組合100周年記念事業となる会館

のプロセス等をプレゼンテーションしてもらう場であり、今年で15

移転のプロジェクトであり、㈱日建設計の設計、大成建設㈱の施工に

年目を迎える。

より建設され2009年7月に竣工した。内外装にふんだんに国産木材

本年は例年よりもフォーラムの時間枠を大幅に拡大し、以下の大き

を使用し、都市部の近代建築においてどこまで木材を使用できるかに

な2つのテーマをもとに計5名のパネリストによるプレゼンテーショ

対して強いメッセージを表現した注目すべき建築である。今回その全

ンが行われた。

貌を設計者である日建設計の勝矢武之氏の解説を交えながら見学する

テーマ1：建築家とのコラボレーションの中から

会を、2009年文化週間の企画として実施した。

パネリスト 佐藤淳氏（佐藤淳構造設計事務所）
、小西泰孝氏（小
西泰孝建築構造設計）
テーマ2：超高層建築の新たなデザインをめざして
パネリスト 山脇克彦氏（北海道日建設計）
、高橋良典氏（丹下都
市建築設計）
、南公人氏（アラップジャパン）
それぞれのプレジェクト紹介
【テーマ1】
佐藤氏は①地域資源活用総合交流促進施設、②ヴェネチアビエン

会館内風景

木材会館

ナーレ、③某企業ギャラリーのプロジェクト紹介が行われた。①にお
いては120mmの扁平な集成材を相欠きという接合方法にて36mのス

当日は38名の参加者があり、建築的なコンセプトから、木材を都

パンを掛け渡す体育館のプロジェクトで、実際に部材実験を行い、今

市部において特殊な法的措置によることなくいかに使用できたかなど

までに例のないノンプリベンディングの手法をとっていることが特徴

の事情も含め、一つ一つ丁寧に興味深い解説をいただいた。外観にお

的であった。

いては、木の持ち味と存在感を生かした使い方として、105Ｘ105の

小西氏は神奈川効果大学KAIT工房に関するプロジェクト紹介が行

いわゆる一般的な木材を組み合わせてデザインをしたこと、層間区画

われた。林間学校のイメージを薄い平鋼による透明なBOXの構造形

のためにコストのかかる木材の不燃化が必要な部分を最小限にしたこ

式を採用することで、見事にそのイメージを実現している。特に柱部

となどの説明があった。内部においては木材を線材だけではなく面と

材の座屈に対する制御として、施工中にプレロードを行い、引張力の

しての扱いも可能性を模索しながら自由に展開した1階ギャラリー、

プレストレスを計画しているところが大きな特徴である。

外部と連続したテラスのような廊下空間、使いやすい矩形で無柱のオ
フィス空間を実現した平面構成と構造、構造と一体化的にデザインし

【テーマ2】
山脇氏はモード学園スパイラルタワーズに関するプロジェクト紹介

た設備ダクトなどの工夫がある基準階のテナントオフィス、ダイナ

が行われた。洗練されたプレゼンテーションによりその概要説明が行

ミックな大スパン木構造を採用した最上階の多目的ホールなどを見学

われた。一件複雑な形状でも構造的には力の流れ方がわかる、シンプ

し、外部内部にわたり随所に固定概念に縛られることのない技術の追

ルな設計を心がけているという姿勢が良く理解できた。部材が集約す

求や自由な表現に触れることができた。

るノード部にはむやみに鋳鋼品を採用するのではなく部材形状の画一

参加者からもデザイン、法規、工法、ディテールにいたるまで、活

化やプレート構成による製作簡易化など工夫が随所にみられている。

発な質問が見学しながら飛び交う充実した見学会となり、改めて建築

高橋氏･南氏はモード学園コクーンタワーに関するプロジェクト紹

が好きな人たちのエネルギーを感じた。最後には、40名の参加だけ

介が行われた。高橋氏がデザインコンセプトを南氏が構造計画に関し

ではもったいない、定員があるために参加できない人も多かった、何

110
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回か行って欲しいなど、うれしいクレームもいただいた。

造資料館、大聖寺駅周辺の建物として錦城中学校（安藤忠雄氏設計）
、



県立九谷焼美術館（象設計集団設計）
、北前船の船主邸宅であった蘇

関野宏行／佐藤総合計画･事業企画検討委員会

梁館、実性院について見学ました。参加者は一般7名を含む23名で午
前9時から午後6時までの見学会でした。

東海支部
テーマ：建築･町並みウォッチング「歴史的町並みと水運を活かした
まちづくり最前線」
2009年度建築文化週間における東海支部主催の建築･町並みウ
オッチングが、2009年10月17日（土）に開催された。今回は、
「歴
史的町並みと水運を活かしたまちづくり最前線」と題して、伊勢市の
伊勢河崎商人館（国登録有形文化財）を会場に、NPO法人伊勢河崎
まちづくり衆理事兼事務務局長の西城利夫氏を講師に招いて、参加者
12名のもとで実施した。
前半は、河崎地区の町並みとまちづくりへの取り組みについて解説

金城中学校見学

空とこども絵本館見学

があった。西城氏の自己紹介の後、河崎地区のまちづくりの歴史を理

小松市芦城公園周辺には最近改修の終わった建物があり、まちづく

解するうえで欠かすことができないものとして、
「わが町 伊勢河崎

りの拠点施設となっています。絵本館ホール十九番館は登録文化財で

の変遷」
（長尾正男氏制作）というまちづくりの記録映像作品を上映

あり、旧加能合同銀行の建物で現在はホールとして利用可能になって

して頂いた。この映像を通して、1974年の七夕豪雨後の勢田川の河

います。また、2000年に開館した宮本三郎美術館と旧教育庁舎の外

川改修に伴い、町並み保全運動が始まったこと、国による河川改修は

観を保存し改修された空とこども絵本館があり、この界隈は近代的な

最終的にはとめることができず右岸沿いの町並みが立ち退きに伴い取

様相が残されています。

り壊されたこと、などの状況が理解できた。その後、市民参加による

また、大聖寺駅周辺は県立九谷焼美術館が市立図書館に隣接し、親

伊勢市都市マスタープラン（1997年）において、河崎地区が歴史文

水公園を要して周辺の景観をつくっています。北前船の寄港地として

化交流拠点として位置付けけられたことを1つの契機としてまちづく

重伝建地区に指定されている橋立港から移築された蘇梁館に近く、昔

りが再び動き始め、旧小川酒店が伊勢河崎商人館として再生され、ま

ながらのまちなみも少なからず残っています。川沿いを歩いていくと

た近接して川の駅が整備されるなど、水運を生かしたまちづくりの拠

錦城中学校にたどり着き、ここでは建物内も見学させていただきまし

点が誕生して現在に至っていることについての解説があった。

た。
当日は天候にも恵まれ、現代建築はもとより、近代建築を生かした
まちづくりや景観保全の様相について学ぶ機会になったかとおもいま
す。


村田一也･森原 崇／石川高等専門学校

テーマ：
「こどもたてもの探偵団」にみんな集まれ！
子どもの頃から建物や街並みへの関心を深めることを目的に、小学
西城利夫氏による伊勢河崎の解説

伊勢河崎商人館

後半は、西城氏のガイドのもと、河崎地区の町並みウオッチングに

生を対象とした街並み探検のワークショップである「第5回 こどもた
てもの探偵団にみんな集まれ！」を、去る2009年10月10日（土）
に富山県高岡駅前のウイングウイング高岡を拠点として実施した。

出かけ、勢田川の河川改修、川の駅、伊勢春慶デザイン工房、南町体

いつもの見慣れている建物をデジカメで切り取って持ち帰り、
「反

験の家、世古（路地）
、環濠などの見学ポイントを訪れた。最後に伊

対の感じのする一組のたてもの」を「対になる言葉」とともに発表す

勢河崎商人館に戻り、主屋の茶室を見学した後に解散とした。

る内容で、1チーム5人の地元の小学生が参加した。例年5～7チーム

このウオッチングを通して、高度経済成長期の頃の公共事業による

が参加していたが、今年は9月に富山大学内で新型インフルエンザ罹

歴史的町並みの取り壊しやそれに対する町並み保全運動の背景や経

患者が発生し、行事の中止も一時考えたりしたため小学校への案内が

緯、その後の市民参加によるまちづくりの場を通しての歴史的町並み

遅れたこと、なるべく街中の行事には参加しないよう指導している小

の再評価などの一連の河崎地区のまちづくりの特徴について理解を深

学校もあったこと等が、参加チーム減少の原因と思われた。

めることができた。全体的に西城氏の丁寧な対応のおかげで、充実し

5人の子どもたちは ｢たてもの探し｣ のため、9時30分に高岡駅前

た町並みウオッチングとなり、参加者から好評を得ることができた。

から郊外に向かう路面電車「万葉線」に乗って元気に出発。各チーム

ご協力頂いた西城氏をはじめ伊勢河崎まちづくり衆の皆様には、この

には､ 安全確保と写真撮影補助のため､ 学会員と学生アルバイトが

場をお借りしてお礼を申し上げます。

付き添っている。子どもたちは、
「たてもの」がありそうな場所を地



浅野 聡／東海支部常議員

図で探して近くの停車場で降りては、青空の下、高岡の街並みを観察
しながらパチパチ写真に撮り、また路面電車に乗って次の探検場所へ

北陸支部
テーマ：加賀の建築
北陸支部石川支所では、去る2009年10月10日（土）に2009年建
築文化週間「加賀の建築」として、石川県の加賀方面に点在する近代
･現代建築および歴史的建造物の見学会を開催しました。
当日は金沢駅を出発し、講師の解説を交えながら、獅子吼高原、小
松駅周辺、大聖寺駅周辺を主な見学地とし、獅子吼高原の獅子ワール
ド館（内井昭三氏設計）を始まりに、小松芦城公園周辺のまちづくり
の様子として、修復された近代建築および本陣記念美術館（黒川紀章
氏設計）の見学、中谷宇吉郎雪の科学館（磯崎新氏設計）
、大日盛酒

写真1――万葉線の中から気になる建
物を探す子どもたち

写真2――昼食を食べながら「たても
の探検」について語り合う子どもたち
とアルバイト学生
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されるが、ダイビルはその勢いを体現し、堂島川に映る姿は水都大阪

移動を繰り返した（写真1）
。
昼にはウイングウイング高岡に再集合し、昼食を取りながら（写真

の象徴でもあった。1938（昭和13）年には東側に白タイル貼のモダ

2）
、子どもたちは学生アルバイトと協力して持ち帰った建物や街並み

ンな新館が建設された。1997年、隣接地も含めた共同開発事業が開

の写真をワイワイガヤガヤしながら「反対の感じのする一組のたても

始され、日本建築学会は2005年に保存要望書を提出したが、今夏、

の」を「対になる言葉」とともにまとめたパワーポイントのスライド

残念ながら解体決定の回答を受けた。図らずも今回は最後の見学会と

作りを行った。今回は仲がよい小学生5人1チームであったため、非

なったが、解説者として山形政昭氏（大阪芸術大学）を迎え、37名

常になごやかな雰囲気であった。作業が終わった時点で、スライドを

の参加者とともに、その歴史的意義の再確認と歴史的建造物の保存再

スクリーンに写しながら、一人ひとりが「たてもの」の説明と感想を

生に関する意見交換の場となった。
まずダイビル東側に新築された中之島ダイビル内の会議室において

発表し、子どもたちが緊張する場面となった。この発表に対して、功
績を称える探偵団賞を授与して午後4時にワークショップを終了した。

山形政昭氏の解説が行なわれた。
「渡辺節作品集」
や
「建築と社会」
「
、新

帰り際、子どもたちから「来年も必ず参加するから、またやってね」

建築」に当時掲載された図面や写真資料によって、ダイビルの概要と

と言われたときは、やってよかったとしみじみ思いました。

特色、歴史的･建築的意義を解説していただいた。引き続き見学会が



行われた。まず屋上からその立地性を再確認し、下りながら主要な部

堀江秀夫／富山大学･北陸支部富山支所

分の見学が行なわれた。竣工時8階には倶楽部や食堂が設けられ、イ
テーマ：講演会「幕末から現在まで――北陸の和風建築の流れ」

ンテリアは素晴らしいものであった。その部分は事務室として大きく

文化週間事業の講演会は10月31日（土）13:30-16:00、富山県民

改変されていたが、多くの痕跡やオリジナルな意匠が残っていること

会館701号室にて、60名の参加者で盛況のうちに終えた。以下に、

を確認できた。クラシックな雰囲気の旧館のみならず、アール･デコ

概要を報告する。

風のモダンな意匠をもつ新館部分も、昭和戦前期のビル建築の質の高

テーマ：
「北陸の建築文化と宮大工」

さをよく表していた。
見学後、参加者からは歴史的価値に関する質問とともに、やはり今

主旨：北陸地域では中世以降は真宗王国として社寺建築が盛んであり、
優れた建築技術者いわゆる宮大工が多く輩出した。ここで、宮

後の計画に関心が寄せられた。ダイビル（株）担当者矢田豪男氏より、

大工に焦点を当て北陸3県における宮大工の実態や建築につい

事業の経過説明をいただき、まだ具体的ではないがダイビルの歴史遺

て考えてみることにした。

産をできるだけ継承していきたいとの回答があった。またかつて渡辺
建築事務所に勤務した経験をもつ安達英俊氏にもお話をいただき、充

講演：三部構成
（1）講演1：
「若狭美浜出身の木子棟斎と木子家について」
吉田純一
（福
  

実した見学会の締めくくりとなった。


井工大教授）

橋寺知子／関西大学･本会近畿支部近代建築部会主査

幕
 末から現代までの建築については、木子一門の役割が
大きいとして､ 創始者木子棟斎の人物像･建築観を紹介

中国支部

し、彼以降の技術継承について鋭く分析し解説した。

テーマ：ヤングジェネレーションと考える建築構造技術と地震防災

（2）講演2：
「石川の近代寺社建築に携わった宮大工」田中徳英（石
  

川県文化財保護指導員）

い世代に対し、建築構造の面白さと建築防災の重要性について若手研

加
 賀の名工と建築について語った。なお、名工は、岩城

究者･実務者が平易に解説する講演会を、日本建築構造技術者協会中

庄之丈、松井角平、中川政乗、柴田真次､ 天日仁太郎、

国支部との共催、ならびに広島県･東広島市教育委員会･NHK広島放

真柄要助、の6氏である。

送局･中国放送･中国新聞社･広島県建築士会の後援を得て、10月17

（3）講演3：
「技術･心得の伝承について」酒井仁義（酒井匠四代目棟

日（土）に広島大学･東広島キャンパスにおいて実施した。参加者は、
学生･建築構造技術者等、合計86名であった。

梁）
  

建築構造と地震防災をキーワードに中･高･大学生を中心とする若

生
 い立ちを語った。そのなかで職人は、技だけではなく、

まず、以下の5名から、各30分程度の講演があり、広島大学･神野

心が大事であり､ その意味で心技体と一帯になって初め

達夫氏の講演：
「地震の揺れを見る」は、地震の活動期と静穏記･地震

て、大工職人であるといえると強調した。

発生のしくみ･中国地方における地震の被害･建物のモデル化と応答

討議では、宮大工の人なり･建築観なりに関心のある方が多く、宮

スペクトル、ならびに地震動の性質と建物被害等の内容であった。続

大工の起源や、寺院建築の住職と宮大工の関係について質問が集中し

いて、広島工業大学･玉井宏章氏の講演：
「実構造物の振動破壊実験（

ていた。

E-Defence ）
」では、E-Defenceの紹介があり、実構造物の振動破壊
実験に関連して、実験計画から実施に至るまでの綿密な検討や、目的
とする所を実際に「壊す」ことの意味等、興味深い内容であった。広
島大学･松本慎也氏の講演：
「建築構造解析の醍醐味」では、地震時に
発生する建築関係の被害の内、木造建築物に焦点を当て、被害の実例
から破損の形態について説明があった後、実験結果と解析結果（モデ
ル化）を対比させながら、
構造解析の意味についての解説がなされた。
福山大学･寺井雅和氏の講演：
「建築構造実験の面白さ」では、構造物
講師の皆様

講演会の様子

全体と部材実験、ならびに実大実験と模型実験についての基本的な原
理･原則がわかりやすく解説され、実際に建築構造実験を担っている

近畿支部

大学院生に対するインタビュー形式で苦労や面白さが語られ、非常に

テーマ：見学会「ダイビル（旧大阪ビルディング）
」

臨場感のある内容であった。最後の大旗連合建築設計（株）･藤田聖

9月29日（火）
、日本建築学会近畿支部建築文化週間事業の一環と

了氏の講演：
「身近な耐震補強」では、歴史的な地震被害と耐震規準

して、大阪市北区中之島のダイビル（旧大阪ビルディング）の見学会

の変遷の説明の後、耐震診断を行うことの意味、各種の耐震補強工法

が開催された。ダイビルは1925（大正14）年に竣工した鉄筋コンク

の特徴、ならびに強度や靱性の確保と補強方法との関係について明快

リート造8階建ての建築で、渡辺建築事務所（渡辺節）が総力を傾注

な解説がなされた。

した歴史的なオフィスビルである。大正末の大阪は「大大阪」と形容

112

以上の各氏の講演後、全体討議･質問の時間では、地震の発生確率
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･再液状化問題･被害を受ける建物と受けない建物がある理由･耐震補

午後、以下の二つのプログラムとして実施した。

強の効果･部材実験におけるスケール効果等、非常に多くの質問や討

建築探検「子に語り継ぐ佐賀の建築物語」
市民の公共建築に対する興味･関心を深め、空間リテラシーを高め

議があり、予定の終了時間をかなり超えるほど盛況であった。


山本春行／中国支部構造委員会委員長

ることを目的に、約50年のあいだ親しまれ続けている佐賀県立図書
館（設計：内田祥哉＋第一工房）において、親子を対象とした建築探

四国支部

検を開催した。普段は立入れない書庫や屋上などの見学のあと、携帯

テーマ：建築とリノベーション―日土小学校の保存と改修工事の

電話による写真撮影大会を行い、建築空間に潜在する過去現在の記憶

意味するもの

の断片を収集した。地元の親子連れなど12組27名が参加し、開館当

「八幡浜市立日土小学校」は、松村正恒（1913～1993）の設計に

時の高校生から現在の小学生まで幅広い年齢層が集まった。

より、中校舎は1956年、東校舎は1958年に竣工した木造モダニズ

撮影した写真は携帯電話でEメール送信してもらい、
「親の語り継

ムの建築である。1999年にはDocomomo20選に選定され、その前

ぎたいベストスポット」
「子の聞いてみたいベストスポット」を、そ

後から保存再生の活動が学会四国支部や地元保存会を中心に始まっ

れぞれのブログにリアルタイムでアップしていった。ブログ上に収集

た。その後、紆余曲折を経て、最終的には市の英断により、2006年

した写真はスクリーンに投影し、さまざまな視点を共有することを試

に保存再生の方針が決定され、2009年6月には保存再生のための改

みた。

修改築工事がようやく完了した。完成記念の報告講演会および見学会

参加者は関心を持った場所を報告し、建築にまつわる想いを語り

は、既に8月1日に八幡浜市内で催され、大勢の見学者･聴講者で賑わっ

合った。親の参加者からは、開館当初は本の貸出しに長い行列ができ

た。

るほどであったこと、子ども時代は階段あたりをよく探検していたこ

今回のシンポジウムはそれに引き続くものであり、保存改修工事の

となどが語られ、子の参加者からは、素朴な疑問が多く挙げられた。

意義を、再度検証するとともに、実施設計を担当した和田耕一、武智

参加者の写真のなかには螺旋階段など設計者の想い入れと重なるもの

正臣両氏による再生計画並びに改修工事の報告に加えて、関係者以外

もあり、設計者の内田祥哉氏はシンポジウムにおいてそのことを嬉し

の、強いて言えば第3者による改修改築の評価をも求めるものとなっ

そうに語られていた。
参加者からは、佐賀県立図書館により一層の愛着が湧いた、他の建

た。曲田清維の進行で2009年10月31日（土）に愛媛大学総合情報
メディアセンターで開催、参加者は140名であった。

築も意識してみるようになったなどの声が寄せられ、今後も活動を継
続していく重要性を再認識した。
シンポジウム「佐賀の建築50年とこれから」
内田祥哉氏（東京大学名誉教授）のご講演にくわえ、建設当時の自
治体担当者や県内で活躍する建築家、研究者に佐賀の建築への思いを
語ってもらい、佐賀での「経験」や建築文化を一般の人々そして次世
代に伝えることを目的にシンポジウムを実施した。参加者は163名で

熱心に聞き入る聴衆［撮影：北村 徹］

再生日土小学校の川側景観
［撮影：北村 徹］

あった。
まず基調講演として内田祥哉氏に「佐賀の建築と私」のテーマで、

第1部の基調講演では、鈴木博之東京大学名誉教授による「日土小

佐賀と有田にある同氏設計の建築作品を当時と現在の写真を使って

学校保存改修工事の意義」が内外の諸事例の紹介とともに明らかにさ

語っていただいた。講演中はパワフルでありながらもどことなく柔ら

れた。日土小学校の改修工事を含めて、歴史的建造物の保存再生には

かいトークで、作品を丁寧かつ熱心に語られ、スタッフもそれに圧倒

「オーセンティシティ＝真純性」が重要であることが強調され、日土

されて時間を忘れて聞き入ってしまうほどであったが、現在の建物の

小の改修工事はこれらを慎重にクリアーし、その歴史性が保たれ、重

様子だけでは知ることのできないような部分をうかがい知ることがで

要な文化財としての価値を維持したものであることが示された。

き、大変貴重であった。

第2部は、鈴木博之、青木淳（建築家）
、花田佳明（神戸芸術工科
大学教授）による鼎談となった。話題の中心は松村の「丁寧な仕事」
と細部にわたる「仕掛け」であり、松村設計の「文法」並びに「言葉
使い」が解読されるとともに、今回の改修改築の質的コントロールの
巧みさが高く評価されたものとなった。
さて、開会に先立って、松村の多くの資料（写真や図面ほか）が妻
の妙子氏から建築学会四国支部に寄贈されたことに対して、林支部長
から感謝状が贈られた。数々の資料は真純な改修に大きく寄与したと
ともに、今後の松村および松村建築の解明に役立つであろうことも忘
れてはならない。


曲田清維／四国支部常議員

建築探検を楽しむ子どもたちと内田祥哉氏

その後は丹羽和彦氏（佐賀大学）がコーディネーターとするパネル
九州支部

ディスカッションを実施し、大石榮氏（元佐賀県土木建築課技術監、

テーマ：佐賀の建築50年――建築探検とシンポジウムが明かす佐賀

県立図書館建設当時担当者）
、清水耕一郎氏（アルセッド建築研究所

建築の半世紀

佐賀事務所所長）
、久保山博幸氏（尚建築設計アトリエ代表）
、渕上貴

佐賀は戦後の落ち着きを待って佐賀県立図書館、市村記念体育館、

由樹（筆者）をパネラーとして、佐賀の建築50年間とこれからにつ

佐賀県立博物館を竣工させ、地方都市にありながら当時の建築界を

いてディスカッションした。各氏ともに佐賀の建築の「これまで」の

リードしたといえよう。これらの建築はすでに半世紀もの時間を地域

思いを強く語られたため、
「これから」の討論は時間不足でやや残念

の人々の中に生き、現在は次世代への継承を託されている。こうした

ではあるものの、この半世紀の思いを聴衆の方々と共有でき有意義で

建築にまつわる多くの「経験」を共有し、佐賀における建築の役割や

あった。

建築文化の可能性を考えるため、2009年10月18日（日）の午前と



渕上貴由樹･田口陽子／佐賀大学・九州支部佐賀支所
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総括
建築の道を歩み始めた学生にとって、学校の建築教育では近いようで遠い『1/1』というスケール。
その『1/1』に対して、構造、素材、施工、スケール、プレゼンテーション、クライアントといった建築の要素に正面から目を向け、
『1/1』
を実際に作り上げるまでの道のりを通して、建築のリアルな部分を探ることを私たちは考えました。
それを達成するために、今回のワークショップはプレワークショップ／ 24 時間耐久ワークショップ／野点コラボプロジェクトの３部構成
で行いました。
プレワークショップでは、『1/1』のスケールの空間を身近な素材を用いて制作することで、素材の特性と構造について学びました。
２４時間耐久ワークショップでは、学生からプロになる過程での設計に対する考え方の変化、意匠家と構造家の作品を生み出すまでのアプ
ローチの違いに触れたのち、野点空間ライブ制作、仮眠空間制作という２つの 1/1 制作のワークショップを通じて、
『1/1』の空間を実際に作
り出しました。それらを踏まえて、『1/1』に対して精力的に取り組んでいる建築学生と、それぞれ世代の異なる建築家とを交えて議論するこ
とで、ワークショップ当日限りの経験にとどまらず、今後の自分の設計に何を活かせるのか、建築という行為には何ができるのかといった、
建築学生にとっての建築のリアルを深く考察する機会が得られたと思います。
野点コラボプロジェクトでは、銀座でのお茶会の実施作品を募集する「1/1 コンペティション」を開催し、最終的にコンペ受賞者が江戸千
家、武者小路千家の野点空間を制作する機会が得られました。このお茶会は銀座の東芝ビルにて実施され（実際は中央通りでの実施予定でし
たが当日は悪天候のため室内での実施となりました）
、実際に学生の建築作品を一般の人に体験して頂く機会を得ることができました。
また、一連のプログラムに関して、twitter や USTREAM（インターネット TV）といった web ツールを積極的に利用しながら配信していく
ことで、Archi-TV 2009 で行われている出来事をその場にいない方にも体験して頂けるような機会を創出しました。
今回のワークショップで行われた一つ一つの企画を通して、私たちが日頃建築という分野を捉えていた側面だけではなく、見落としがちな
数多くのリアルな部分の存在に気づき、私たちが今後経験していく建築の領域を大きく広げる機会となりました。Archi-TV 2009 のプロジェ
クトに関わったことで、参加者一人ひとりが建築という領域を深く見つめ直す場となったことを、私たちは強く望んでいます。

Archi-TV 2009
Archi-TV 2009 は首都圏の建築学生が集まり、５日に１回の
ペースで定期的に会議をしながら企画を進めました。
メンバーの多くは修士１年で、その他に学部の１年生から４
年生までの学生が協力しながらワークショップを行いました。

Archi-TV 2009 は web 上にて幅広い広報活動を行いました。
ArchiTV09 website

http://architv2009.net/

ArchiTV09 blog

http://architv09.jugem.jp/

Tumblr

http://architv2009.tumblr.com/

Twitter

http://twitter.com/ArchiTV2009

USTREAM

http://www.ustream.tv/architv2009

posterous

http://archi-tv2009.posterous.com/

Archi-TV 2009 STAFF
代表

：村山圭（東京理科大学）

副代表：越光晋（横浜国立大学）

・

下大園将人（日本大学）

赤瀬玲央奈
（日本大学）

赤津成紀 （日本大学）

上田宗平 （工学院大学）

大澤篤史 （東海大学）

小川武士 （芝浦工業大学）

菅家信

（千葉大学）

北見友太 （国士舘大学）

木野田千晴（首都大学東京）

栗生えりな
（東京大学）

酒井麻央 （東京理科大学）

佐藤久子 （日本大学）

杉山聖昇 （神奈川大学）

高瀬治郎 （日本大学）

竹村雄一 （千葉大学）

遠山義雅 （神奈川大学）

中邑真路 （日本大学）

中山由稀 （東京理科大学）

野上広幸 （国士舘大学）

花輪貴一 （芝浦工業大学）

針貝傑史 （東京理科大学）

廣瀬賢人 （東京理科大学）

藤代健介 （東京理科大学）

御供秀一郎（横浜国立大学）

三橋正典 （日本大学）

向井正伸 （横浜国立大学）

村松佑樹 （東京理科大学）

森匠

山本直

吉澤健太 （東京理科大学）

米倉夏

（記録）
寺岡徹

/

杉山龍

/

山口貴之

（東京理科大学）

（神奈川大学）

（東京大学）

上記のメンバーに加え、沢山の方がサポートスタッフとして参加して
くださいました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
Archi-TV 2009

STAFF 一同
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