ては実際に「現場」に住み、ワンクッション置いたときに問題意識を

えた。三浦氏は、複数の施策をヨコにつなげるビジネスモデルをどん

立て直すことが重要である、と述べた。そのうえで、裏磐梯の早稲沢

どん提案できれば面白い、とコメント。その後、縮小型のヴィジョン

におけるレジャー開発とそれにともなう住民の行動、意識の変化につ

を市民の理解を得て展開していくためのコミュニケーション戦略が議

いて紹介し、開発に対してその地域に暮らしている人達の考え方、生

題とされ、大野氏は「都市の議論には生産の話が欠けやすい。働く老

活をどう生かせるかが問題だとした。しかしながら、研究者の外から

人のための都市を考察するべき」と提言。森市長も「高齢者でも働く

の声はなかなか地域には届かず、地域を動かす「横柄さ」について、

ことのできる都市」を目標のひとつに掲げた。さらに三浦氏は、どの

研究者としてのジレンマを示した。さらにまとめとして、その地域で

都市でも高速道路や空港、新幹線、さらには病院もショッピングセン

生活するとき、構造的な要因、必然的な条件があるなかで、どのよう

ターも欲しいと主張する時代は終わり、
「消費は事業仕分けの時代に

に自分たちの生活を再生産するのかが重要であり、それができた地域

入った」と指摘した。

とできなかった地域の差は露骨に出てくる、と述べた。

第2夜は「郊外化／ショッピングモール化／多様化」をテーマとし
た。ライターの速水健朗氏は近年の都市構造を決定づける要素として
ショッピングモールに注目し、1950年代のハワイ・アラモアナセン

ディスカッション
三橋氏（前掲）からは、伝統的技術や知恵とその新しい継承の方法

ターを起点に、ディズニーワールド、ミネアポリス、ヒューストン、

について質問がなされ、中島氏は、バイオマス等を例にあげ、従来の

ウォーターフロント、テーマパークなどを縦断しつつ、都市空間の

知恵と技をもって対応できる余地のあるものが出てきているが、伝統

「ショッピングモール化」を指摘。続くコミュニティ・デザイナーの山

へのハイテクの対応も進んでおり、現在は転換期であり、勝負所でも

崎亮氏は、いきいきとした公園を維持する「パークマネジメント」の

あると回答した。さらに、今後は、もっとプリミティブな段階などの、

仕組みをつくってきた経験をまちづくりに生かす試みを紹介。第1夜

未分化の部分が出てくる可能性があると述べた。

で竹内氏より紹介された「マルヤガーデンズ」ででは、階ごとに広場

また糸長浩司氏（日本大学）からは、農村、山村の日本人は「ブリ

を設け、地域のコミュニティによるワークショップを開催し、ビルの

コラージュ的」に生きてきているが、都市の人は全部マニュアル化さ

利用方針を策定したり、企画を行う仕組みを提案したという報告が

れたものしか使えない状況である。大学でもブリコラージュできない

あった。さらに、建築家の八束はじめ氏は「BYNND THE ISM」と題

学生がほとんどである、というコメントがあった。さらに、農民の強

し、2050年に世界の人口は2、30億人増え、日本の人口は2、3千万

みはそれができることであり、今後は発展的ブリコラージュに力を入

人減少する際に、急激な人口増加を許容できなくなった発展途上国の

れるべきであると指摘した。

人々が先進国になだれ込む可能性を指摘した。

最後に、伊藤庸一氏（日本工業大学名誉教授）により、
「与えられ

後半の総括討議では、コメンテーターに三浦氏と同じく消費社会の

た状況、環境の中で何をするか、その場所がもっている資源、力をど

分析を手がける批評家の東浩紀氏を迎えた。東氏は、日本やアメリカ

れだけ読み取れるかが農村の資源、財産につながる。しかし、その気

だけでなく、ドバイや香港など、世界各国のショッピングモールに同

風は現在かなり冷えつつある」との総括のコメントがなされ、本研究

じ風景が広がっており、本当のグローバル言語とはショッピングでは

会は終了した。

ないかと問題提起し、ショッピングモールを新しい都市モデル、公共



川口友子／農村開発企画委員会

建築文化週間2010開催報告（本部主催）
日本建築学会建築文化事業委員会

空間のモデルとして考える必要性を指摘した。
議論は次第に東京と地方都市の関係性へと展開した。東氏が「 国
土の均衡な発展は難しい。 大都市と地方の格差はグローバルに進み、
言語の壁がクッションにはなるが各国の大きな都市どうしがつなが

建築夜楽校2010

り、地方はそこから断絶していくのではないか」と述べると、八束氏

都市構造転換の時代を考える

もまた「東京と地方で同じものを提供することは難しい」と指摘し、
どちらかを選択し、移動できる社会を設計するべきであるとの認識を

関連企画 「 都市構造転換の時代」展

示唆した。
両日の討議を通じて、縮小社会における新たな都市設計のヴィジョ

去る2010年10月、建築会館ホールにて「建築夜楽校2010『 都市
構造転換の時代を考える』
」が開催された。人口減少社会を迎えたわ

ンが、よりグローバルな、国土計画のレベルで必要とされているとい
う認識が共有されたのではないかと思う。

が国では、地方都市を中心として都市構造は再び大きな転換を始めつ

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

つあり、そこでここでは、主に2000年代の郊外化の現象、政策、提

リーでは、
「 都市構造転換の時代」展が開催された。大野秀敏氏らに

案を検討することによって、現代の都市設計のために必要な想像力に

よる「ファイバーシティ」
、八束はじめ氏らによる「東京計画2010」

ついて分野を超えて討議することとした。

を中心に、都市に対する具体的な提案に焦点を当てたキュレーション

第1夜は「シュリンキング／コンパクトシティ／低成長時代の建築」
をテーマとした。建築家の大野秀敏氏からは、縮小時代の都市戦略で

によって、夜楽校のトピックが視覚化され、同時代性も意識される展
示となった。

ある「ファイバーシティ」のコンセプトの紹介と、その実践例である
新潟県長岡市での提案についての紹介があり、
「縮小か拡大か」では
なく、縮小は不可避である、という問題提起があった。続いて富山市
の森雅志市長からは、富山市の中心部に設定された「まちなか居住地
区」と郊外地区をつなぐLRT（ライト・レール・トランジット）システ
ムの整備、およびそれによる着工件数の上昇、高齢者の病院や施設、
アルコールを提供する飲食店の増加等、地方都市におけるコンパクト
化について数字や事例をもとに詳細な報告があった。さらにみかんぐ
み竹内昌義氏からは、鹿児島市の中心部にある旧三越百貨店のビルを

建築夜楽校2010

第1夜

建築夜楽校2010

第2夜

コミュニティを巻き込んだ商業ビルとして再生させた「マルヤガーデ

第1夜：10月1日（金）18:00～21:00

ンズ」の事例について紹介があった。

テーマ：シュリンキング／コンパクトシティ／低成長時代の建築

後半の討議は、コメンテータに消費社会の分析を行う三浦展氏を迎

挨拶：中谷正人 イントロダクション：藤村龍至
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1. 大野秀敏（東京大学大学院／アプルデザインワークショップ）
2. 森 雅志（富山市長／富山ライトレール社長）
3. 竹内昌義（東北芸術工科大学／みかんぐみ）
休憩・配置変え
討議 コメンテータ：三浦展（カルチャースタディーズ研究所）
質疑応答（会場）
第2夜：10月8日（金）18:00～21:00

文部科学省中庭にて外堀石垣を見る

日本水準原点標庫にて

テーマ：郊外化／ショッピングモール化／多様化
挨拶：中谷正人 イントロダクション：藤村龍至

としていることを説明し終了となった。
国会議事堂前から環状二号線まで、現在残るものは多くない中を起

1. 速水健朗（ライター）
2. 山崎 亮（Studio-L）

伏を感じつつ歩く少々ハードルの高い企画であったが、参加者からは

3.八束はじめ（芝浦工業大学）

例年以上に満足したとの声が多く上がった。単なる建築の見学会では

休憩・配置変え

なく都市を見つめ考える「東京ウォッチング」としてさらに展開して

討議 コメンテータ：東 浩紀（早稲田大学／東京工業大学）

ゆくことを考えている。

質疑応答（会場）



「都市構造転換の時代」展
会場：建築博物館ギャラリー（東京都港区芝5-26-20）
会期：10月1日（木）～15（木）9:00～19:00

小笠原伸／早稲田大学WABOT-HOUSE研究所客員講師

公開シンポジウム
「世界の中での日本の建築～ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の現
場から～」

出展：東京大学大野研究室「ファイバーシティ」
、みかんぐみ／

日本建築学会が主催する建築文化週間のなかで、2010年ヴェネチ

Studio-L「マルヤガーデンズ」
、速水健朗「ショッピングモーライゼー

アビエンナーレ国際建築展の報告を、
渡辺真理氏をモデレータとして、

ション年表」
、芝浦工業大学八束研究室＋今村創平＋菊地 誠「Tokyo

日本館コミッショナーの北山恒、そして出展作家である塚本由晴氏、

Metabolism 2010」
、山本理顕「地域社会圏モデル」
、HODC（広島

西沢立衛氏によっておこなった。当初は今年のビエンナーレのディレ

デザインシャレット）
、浜松建築会議

クターを務められた妹島和世氏も出席の予定であったので、この報告



会のタイトルとした「世界の中での日本の建築」が主題になるはずで

藤村龍至／東洋大学、藤村龍至建築設計事務所

あった。しかし、妹島氏が体調不良で欠席となったため、急遽、日本
館の展示内容を中心に報告することとなった。

東京ウォッチング2010

日本館の展示はTokyo Metabolizingとした。1960年の世界デザイ

「霞ヶ関」
10月18日（月）
、街歩き日和のなか、憲政記念館前に参加者約40

ン会議の東京大会で提出されたメタボリズムという思想と同根の言葉

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勤講師、

を使っているが、ここでは現在進行している都市の変容を展示してい

建築史）と小笠原で担当。国会前庭にて概要説明し今回は事前告知の

る。日本は戦後、税制や土地所有のシステムに民主的手続きをとるこ

とおり少々野心的な企画であることを伝え、見えないものを見ること

とが要請され、大地主が解体されて土地が分けられ、個人が自由に自

に意識して欲しいと説明する。

分の土地に家が建てられるようになった。日本館で展示したものは、

かつて陸軍参謀本部であったことから国会前庭に残る、佐立七次郎

東京という都市のなかで公共空間とは無関係な住宅地で起こっている

による日本水準原点標庫を見学し菊の御紋と「大日本帝国」の文字の

出来事である。小さく土地が細分化され都市計画とは無縁な木造密集

残る明治期の貴重な建築であることを紹介。さらに高台から日比谷、

市街地と呼ばれる既存住宅地のなかで、豊かな人間関係を生成し豊か

銀座方面を見つつここが広く東京の中心部を眺めることができる場所

な外部空間を生成しているそんな建築状況を展示している。

であることを指摘、明治期の東京計画から現在に至るまでの都市改造
を歩く一日であることを理解してもらう。

現代の東京が生命体のように変化し続け、細分化された土地所有に
よって変化しやすい都市構造をもつ。そこでは公共空間という概念が

桜田門から法務省前を通り文部科学省へ。旧庁舎1階の「情報ひろ

希薄であるため公私の区分は構造化されていない。そして内外の空間

ば」にて霞ヶ関の歴史や地域性などを学生スタッフと講師、そして広

が相互に貫入し、日常生活が公的な空間に浸透している。生活様態の

報の方からも説明を進める。外堀の遺構を持つかつての水辺空間であ

変遷と共に、東京ではこのような都市状況を自覚的に意識し、それを

ることや霞ヶ関の地盤の悪さ、エンデ、ベックマン以後のさまざまな

空間の操作対象とする〈新しい建築〉が出現しつつある、という展示

東京構想が霞ヶ関にも多様な影響を及ぼしてきたことなど紹介する。

内容の報告である。

旧庁舎ではかつての講堂が再整備されており内部を見学し、旧大臣室

出展作家にほぼ同年代の塚本由晴氏と西沢立衛氏に参加していただ

ではかつての調度など見ると共に許可を得て大臣席側のスペースにも

いた。40歳代半ばのこのふたりは将来の日本の建築を主導すると目

入れていただいた。外壁や廊下や窓部分にも当時の意匠が多々残り、

される建築家である。対称的な建築のアプローチを示しているが、東

理解しつつ改修保存した文部科学省の意図が伝わる。
文部科学省中庭に保存される外堀の石垣を見て旧外堀部分を東へ進
み日比谷公園。日比谷公会堂の重厚さとともにこの地域の貴重な資源
としての存在についても紹介し、かつての位置付けを取り戻すべく支
援する人々がいることについても紹介。
日比谷通りを南下し西新橋に入ると突然街並みが切り取られた空間
が出現したところで西側へ。環状二号線の工事現場をその道路脇から
見つつ、左右の異様な広がりに参加者が皆飲み込まれる。参加者の多
くが都心部で大工事が行われていることをご存じなく、石川栄耀以来
の長年の懸案でもあったこの道路が2010年代にやっと出来上がろう
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京という都市状況のなかで同様の反応を見せているように思えた。
ヴェネチアの会場では、その作品「ハウス/アトリエ・ワン」
「森山邸」
によって東京で発見されている〈新しい建築〉を紹介した。
建築会館でこのような報告を行った。この日本館だけでなく、本年
度のヴェネチアビエンナーレ国際建築展会場では多くの日本の建築家
が参加しており、多大な注目を集めていた。日本の建築界のレベルの
高さはヨーロッパでは良く知られている。このなかで、石上純也氏の
金獅子賞の受賞、および故篠原一男氏がレム・コールハースとならび

桟橋からみた臨海実験所

太田屯田兵屋の見学風景

記念金獅子賞を受賞したことは私たちの誇りを高くするものであっ
正行寺（国指定重要文化財）
、太田屯田兵屋（北海道指定有形文化財）

た。


北山 恒／北山 恒＋architectureWORKSHOP主宰

建築文化週間2010開催報告（支部主催）
日本建築学会

であり、最後は太田村の由来となった太田紋助の碑で締めくくった。
なお、今回は一般には開放されていない厚岸臨海実験所を訪れてい
る。所長の話によると近く改修工事を予定しているそうだが、所長自
身どのような中身になるのかはまだわからないとのことであった。い

北海道支部

ずれにせよ、実験所の今ある姿を大勢の参加者らが共に見学できたと

テーマ：みんなで始める地震防災対策「地震防災体験学習inななえ」

いうことは、貴重な共有体験であった事に間違いない。

2010年10月2日に七飯町において標記事業を開催した（参加者66

当日は天候が大きく崩れることもなく、予定どおりの見学をするこ

名）
。七飯町は、北海道南西沖地震を経験しており、また函館平野西

とができ、バスから降車してゆく多くの参加者からは感謝の言葉をい

縁断層帯による地震被害が予想される地域である。町では、今年度に

ただいた。移動を含め8時間程の長時間ではあったが、有意義な見学

耐震改修促進計画を策定し、
地震防災対策に積極的に取り組んでいる。

会として終えることができたようである。
最後に、見学会に当たって協力いただいた厚岸町教育委員会、なら
びに見学の場を提供いただいた関係者の方々に記して感謝申し上げま
す。


西澤岳夫／釧路工業高等専門学校

テーマ：第35回北海道建築賞（2010年度）表彰式・記念講演会
建築文化週間のイベントとして始まった北海道建築賞表彰式・記念
講演会は5回目を迎え、11月5日（金）の夕刻、恒例となった「遠友

室内の家具の配置を検討する子どもたち

学舎」で開催された。北大キャンパスの北の一角に建つ遠友学舎は、

体験学習は、角幸博北海道支部長の開会挨拶と中宮安一七飯町長の

例年より遅い紅葉を背景に刻々と深みを増す濃い紫の暮色に包まれ、

挨拶で始まった。続いて、
支部会員による「地震と建物の耐震性の話」

北の建築を讃える格好の場となった。三々五々と一般市民や学生たち

「耐震診断の話」
「室内の安全対策の話」があり、その後、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および家具の配置状況調
査を行った。一方会場では、
小学校低学年は防災紙工作や防災クイズ、

が集まり始め、定刻の18時には70名を数え、予定どおりに表彰式が
始まった。
角幸博北海道支部長の挨拶に続いて、北海道建築奨励賞：山内圭吉

未就学児は親と共に防災紙芝居や防災カルタに参加した。診断を終え

君・作品「白のコラージュ」の設計、同じく北海道建築奨励賞：久野

て会場に戻ったグループは、七飯町で予想される震度に対する建物被

浩志君・作品「熊谷邸」の設計が発表され、角支部長より両君にそれ

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を行い、それ

ぞれ表彰状と副賞のブロンズ彫刻が手渡された。北海道建築賞委員会

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対策について

からは主査からの審査経緯と審査結果、小篠隆生・山田深両委員から

話し合った。その後、百円均一ショップで揃えられる非常持出し品の

それぞれ「白のコラージュ」
「熊谷邸」についての審査講評が報告さ

紹介、炊飯袋を用いた避難食の試食を行った。各グループの今日から

れた。

始める対策として、家具の配置の点検や非常持ち出し品の用意などが

応募14作品から書類審査で8作品に。現地審査を経て8月26日（木）

挙げられた。最後に七飯町箱田課長からお礼の言葉があった。

の最終審査会、多角的視点からの3時間を超える熱い議論を通して達



した結論である旨が紹介された。審査を通した全体的印象として、大

南 慎一／北方建築総合研究所

型プロジェクトでは表層的表現が目立ち論理的説得力に欠けていた
テーマ：歴史的建造物の見学「建築散歩〜厚岸編」

が、住宅作品では設計者とクライアントが納得ゆくまで話合い、新し

主催：北海道支部歴史意匠専門委員会

い空間での新しい住まい方に果敢に挑戦する作品が多かった。そんな

日時：10月9日（土）9:00〜17:00

中、今年度受賞の二作品は、計画地の空間環境を都市的日常生活の視

これまで当委員会では歴史的建造物に関る見学会やシンポジウムを

点から相対化し、建築体に変換される空間と残りの既存空間を等価の

開催してきたが、本年度は北海道東部の港街である厚岸を中心に市民

環境空間として捉え、再構築する手法が新鮮でそれぞれがクリエイ

の方々と建築を訪ね歩く機会を得た。定員は貸し切りバスの都合で

ティブな住宅建築作品として結実した。

40名としていたが、幸い共催の厚岸町教育委員会の協力により伴走

会場準備のための小休憩を挟んで受賞者による記念講演会に移っ

車がつくことになり、48名での建築散歩となった（応募総数62名）
。

た。山口圭吉君から作品「白のコラージュ」久野浩志君から作品「熊

参加者の構成は、釧路市在住の一般の方々で多くを占め、その他数名

谷邸」について、それぞれコンセプトの構築からデザイン表現におけ

の研究者と学生らがこれに名を連ねた。

る試行、最終決定へのデザインプロセスとその意味など、スライドを

集合場所である釧路駅前から目的地の厚岸町までは1時間程の道の

見ながらの解説で興味深く、作品への理解を深めることができた。続

りがあり、この移動時間は見学先に関するガイダンスにあて、現地で

いてシンポジウムに移り、素材とディテール表現、地域性としての北

は適宜説明を加えることとした。見学先を順にあげると、北海道大学

海道らしさ、その意識と建築とのかかわり等々会場からの質問を挿み

厚岸臨海実験所（DOCOMOMO JAPAN 115選）
、国泰寺（国史跡）
、

ながら、和やかな雰囲気のうちに20時半の予定時間を過ぎ余韻を残
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し、以下の3名パネリストによるプレゼンテーションが行われた。

しながらの散会となった。


大萱昭芳／北海道建築委員会主査

・山我信秀氏（NTTファシリティーズ）
・森部康司氏（昭和大学）

東北支部

・山田憲明氏（増田建築構造事務所）

テーマ：
「建築を想う環境講座～共に建築を考える～」

それぞれのプロジェクト

福島支所では、2010年の建築文化週間事業として、10月16日に

山我氏からは朝日放送新本社屋のプロジェクト紹介があった。L型

福島市で「建築を想う環境講座」を開催いたしました。また、当講座

平面を持つ建築計画に対して、当初はEXP.Jを設けることで高層棟を

に先立ち支所総会を開催いたしました。

制震構造に、低層棟を耐震構造にすることを考えていたが、基礎底の

当支所において12回目を数える建築環境講座ですが、今年度は「岩

レベルに応じた免震装置の配置、基礎免震と柱頭免震の組み合わせな

見沢複合駅舎」で2010年日本建築学会賞作品賞や2009年グットデ

どコストを低減する工夫をすることで、EXP.Jを設けない一体的な免

ザイン大賞等を受賞された建築家の西村浩氏をお招きして、
「建築は

震構造の採用が可能になった。
スタジオが主な用途であることに対し、

まちを救えるか？ ～岩見沢複合駅舎のこれから～」と題し、講演会

大スパン梁などをはじめとしたさまざまなフレーム計画のケーススタ

を開催いたしました。高校生や大学生等の多くの方々に御参加いただ

ディも行い、詳細な部分まで自らの設計思想を反映していることが見

き、盛況のもとに開催することができました。

られた。
また設計を行いながら、
コスト計画にも傾注しながらプロジェ

講演のなかで西村氏は、まず、建築・土木・インテリア・グラフィッ

クトを進めていく重要性が説明されていた。
森部氏はJFEケミカル研究所、Stone Roof、T-musiam、6556フォ

クを例に時間のスケールの違いによってモノに込める価値観や耐久性
が変わることや建築と土木のスケールの違いを「蟻の目線、
鳥の目線」

リーのプロジェクト紹介があった。6556フォリーは厚さ2.3mmのラ

と称して説明された後に「建築と土木の両方の視点をもってモノづく

ワンベニアにより構成されたトンネル状空間で、学生の手によって作

りをすることが街に対して有効な手段」と語り、3つのテーマ「変わ

られたものである。実際のスケール感を意識して、模型のような何百

りゆく街・変わらない街」
「
、岩見沢複合駅舎」
「
、これからのまちづくり」

分の一の世界では気付かない、さまざまな建設上の問題点を発見し、

について話されました。

仲間同士で問題を解決していく経験をさせる事を目的としたプロジェ

最初のテーマ「変わりゆく街・変わらない街」では、戦後60年でま
ちがここまで整備されたことに畏敬を抱きつつも、時代の価値に翻弄

クトである。壊れることは教訓となり、力学の基礎を再確認するうえ
での貴重な経験であることを学生に伝えている姿勢が見られた。

された結果、全国各地の地方都市が疲弊してしまった現状や、今後の

山田氏は近代以降の木材と木造建築の歩みを始めに説明し、実際の

マイナス成長時代のなか、変わり続ける価値観に対して将来を見据え

プロジェクトとして大洲城天守の復元と国際教養大学図書館棟の紹介

たモノづくりをする必要性について説かれ、三重県鳥羽市の「カモメ

がされた。前者では仕口部における、構造特性の理論式の採用や実際

の散歩道」を例に、歴史を踏まえた一つのモノづくりが市民の議論を

の仕口の加力実験を行うことで回転剛性や耐力を設計に反映する手法

生み、地域に根ざしたまちづくりなど次の展開につながっていくこと

の説明があった。このプロジェクト紹介では大規模伝統木造における

を話されました。

国産製材使用の課題なども説明がなされた。
後者は放射方向に2重構成の合成梁をハイピッチで架け渡し、円中

次のテーマ「岩見沢複合駅舎」では、コンペ時の課題である「まち
や市民に対して変わらない駅の価値と何か？」に対して「まち再生」

心から放射状に立てた斜柱によって支持した傘状の構造で、中心部の

をコンセプトに、①「鉄道のまち」の記憶を取り戻す（過去）
、②ま

支持構造の工夫により合成梁の混雑部の解消方法について説明等がさ

ちに賑わいを戻す（現在）
、③建築の枠を越えて未来をつくる（未来）

れた。またここでは、
製材の経年変化に対する配慮なども説明された。

の3つを目的として過去・現在・未来をつなぐプロジェクトを進められ



城戸隆宏／山下設計

たことやそのために市民や関係者を巻き込みながら、さまざまなイベ
ントや仕掛けを行い、結果として参加する市民が雪だるま式に増え、

テーマ：見学会・対談「横浜山下町地区第一種市街地再開発事業B1街

まちを支える大きな原動力となる人々のつながりが生まれたことなど

区施設」
「横浜山下町地区第一種市街地再開発事業B1街区施設」は、
「神奈

を話されました。
最後のテーマ「これからのまちづくり」では、岩見沢複合駅舎建設

川芸術劇場」を中心に「NHK放送センター」と一体的に整備された

の過程で行われた市民協働プロジェクトで感じた「建築の力」やさま

建物で、
2011年1月のオープンを目指している。設計は、
香山壽夫（香

ざまな分野の人々がそれぞれの枠を越えて連携することの大切さにつ

山壽夫建築研究所）＋アプル総合計画事務所＋アプルデザイン設計が

いて話され、最後に、個性を失った地方都市に対して、
「日々の生活

担当し、施工は鹿島建設が行った。今回は、建築文化週間2010の企

のなかで地方の独自の風景やまちが生まれるような社会づくりや社会

画の一貫として、神奈川芸術劇場の見学を行うと共に、設計を担当し

のあり方を再生していくことが建築家としての大きな役割ではない

た香山壽夫氏と、劇場コンサルタントとして関わった草加叔也氏との

か」と仰って講演を締めくくられました。

対談を行った。

講演のなかで西村氏が語りかける言葉からは、建築やまちに対する

本施設は1300席のホールを中心に、大・中・小のスタジオおよびア

熱い想いが感じられ、地方で建築やまちに携わる一員として大いに共

トリエを備えた充実した施設内容となっている。特にホールは1階席

感すると同時に、自らの建築やまちに対する想いを改めて強く感じた

の勾配を変えることにより、2階席と一体化することができるという

講演でした。

大胆な客席可変システムを備えており、そのユニークな発想には驚く



大和田光将／福島県土木部建築住宅課

関東支部
テーマ：第16回構造デザインフォーラム
概要
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
計作品をもとにデザイナーとのやりとり中で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16年目を迎える。
今年も斎藤公男日本大学名誉教授をモデュレーターとしてお迎え

94

大スタジオギャラリー

ホール
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ばかりである。ただ当日客席が動くところを実際に見ることができな

加者と学会会員の交流としても意義深い見学会となりました。

かったのは残念である。また大スタジオは、可動席や組床方式の舞台



飛田 潤／東海支部常議員

を備えており、小ホールとしての機能を併せ持っている。
全体の施設構成としては、中央のアトリウムを挟んで西側のスタジ
オゾーンと、
東側のホールゾーンに明快にゾーニングされており、
ホー

北陸支部
テーマ：石川の文化財建造物と近代建築

ルホワイエの特徴的な表情がアトリウムに顔をのぞかせて、変化のあ

北陸支部石川支所では，10月16日（土）に建築文化週間企画「能

る空間を創りだしている。また、階段とエスカレーターにより、アト

登の建築」として石川県の能登地域に点在する草葺民家を巡る企画を

リウムを回遊しながら5階のホールメインロビーへと導く動線も魅力

実施しました。
能登の民家は、能登型といわれる民家型を有しそれはさらに3つの

的な演出である。
対談のなかでは、香山氏より劇場は人間が集団で活動する建築の原

型に分類されており、今回の企画では能登I型、能登II型、能登III型に

点であり、公共建築の中でも特別な物という思いで取り組んでいるこ

分類されるそれぞれ民家と近世木造民家の到達点を示すとされる2つ

と、また見る・聞くだけでなく、共に体感する空間を目指しているこ

の民家を巡り、その実際的な比較のなかから能登固有の民家形式につ

となどが語られた。一方草加氏からは、年代別に見た劇場建設数の推

いて見聞を深めました。見学にあたっては、村田、森原を講師とし、

移や、多目的劇場から専用劇場へ、さらに物を作る意思を持った創造

一般5名、学生10名の15名が参加し、北陸支部の田中徳英先生にも

支援型劇場へと、劇場スタイルが変化してきていることなどが語られ

参加いただき解説等いろいろなお話をお聞きしました。
見学先として、

た。

午前中に、七尾市の飯田家住宅（国登録有形文化財、懐古館）
、座主

当日は38名の参加者があったが、香山壽夫建築研究所のスタッフ

家住宅（国指定重要文化財）
、室木家住宅（七尾市指定文化財、明治

の皆さんのご協力により、スムーズにイベントを進行することができ

の館）を見学し、能登空港で昼食をとった後、午後には、能都町黒川

た。紙面をお借りして感謝を申し上げるしだいである。

の中谷家住宅（石川県指定有形文化財、能登天領庄屋）
、輪島市の上



時国家（国指定重要文化財（建物）
、名勝（庭園）
）
、下時国家（国指

永池雅人／梓設計、関東支部事業企画検討委員会幹事

定重要文化財）を見学し、帰路につきました。
これらの見学建物は、座主家住宅が能登I型、飯田家住宅と室木家

東海支部
テーマ：建築ウォッチング「神宮司庁山田工作場見学会」
平成25年の第62回式年遷宮に向けて準備が進む伊勢神宮に関連し

住宅が能登II型、中谷家住宅が能登III型として分類されており、中谷
家住宅以外はいずれも草葺の民家となっています。能登I型の民家は

て、神宮司庁山田工作場の見学会を平成22年10月16日（土）午後に

勝手が庭に張り出し、表に広間をもち奥に仏間と座敷をもつ形式で、

行いました。山田工作場では用材の工作を行っており、当日は神宮司

座主家住宅は規模がそれほど大きくないがゆえに、その特徴が良く現

庁営繕部神宮技師・宇津野金彦氏に、場内のご案内とご説明をいただ

れた建物でした。能登II型の民家は広間の裏に勝手と納戸が納まり広

きました。

い庭がとられ奥に座敷と仏間をもつ形式ですが、飯田家住宅と室木家

地元の三重支所では、これまでも宇津野氏を招いて講演会を開催す

住宅では建物規模が大きい分、その平面構成を見出すことが難しい状

るなど、式年遷宮への関心が高まっています。今回は東海支部と三重

況もありました。能登III型は茶の間を中心として鍵座敷といわれる構

支所の共催で、一般と学会会員を合わせて募集したところ、当初予定

成をもつ形式で、中谷家住宅でそれが確認できました。また、中谷家

の30名を超えて41名のご参加をいただきました。半数が一般参加、

住宅には輪島塗の土蔵もあります。いずれの住宅も肝煎や庄屋・十村

年齢は高校生から70歳以上まで、また関東からの参加者も数名あり、

役を務めた家の建物であり、その豪壮さに目を奪われることもしばし

関心の高さが伺えました。

ばでした。

当日は、津駅に集合して観光バスで伊勢神宮外宮近くの山田工作場

見学の最後になった上時国家と下時国家は平家の流れをくむ家柄の

に向かいました。天候にも恵まれ、神宮の森に囲まれた広い場内を、

建物で、上時国家は建坪189坪の入母屋茅葺きの邸宅であり、また下

宇津野氏のご説明を伺いながら、約1時間半かけて見学しました。現

時国家は建坪108坪の入母屋茅葺きの邸宅です。使用された材料、梁

在は式年遷宮の各種行事の中間にあたり、来年の建方工事開始に向け

組や細部に至るまでつくり込まれた造作は豪華絢爛であり、往時の風

て用材の準備が進められており、100数十名の職人が携わっていると

情をしのばせるものとなっていました。

のこと。当日は土曜の午後で作業は少ないとのことでしたが、それで
も製材所や加工所の作業の様子を見学することができました。

宇津野金彦氏による御用材製材棟の解説

能登地域固有の民家型を辿ることから、現在にまでつながる生活文
化と密接に関連した住居形式が確認され、今後の住居の在り方につい

加工状況の見学
室木家住宅外観

中谷家住宅の輪島塗の土蔵

用材を切り出す御杣山（みそまやま）について、江戸時代から主に
木曾の木材が使用されてきましたが、神宮の山の植林を進めることで
自前の木材の使用も進み、将来はほとんどをまかなう予定と伺いまし
た。また、職人の育成も進めるなど、将来にわたって継続する取り組
みを強調されていました。そのほかにも専門的な観点から大変詳細で
貴重なお話をうかがうことができました。
一般参加者や高校生からの質問に対しても宇津野氏に丁寧にご説明
いただきました。また学会会員が多数参加していたことから、一般参

下時国家の庭
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て一考する良い機会となったと思います。

中国支部



テーマ：
「明日の住まい・くらし・地域と住生活支援産業 ―30年後の

村田一也／石川工業高等専門学校

中国地域の住宅・住宅地に求められるものは？地域に根ざした展開―」
人口減少、環境資源問題による社会変容のなかで、人々の生活はフ

テーマ：第6回 集合！みんなはたてもの探偵団
2010年10月9日（土）
、2010年度支部建築文化週間事業として、

ロー消費型から「良いものをつくり、長く使う」というストック型社

富山支所が中心となって「第6回 集合！みんなはたてもの探偵団」

会へと転換が求められている。この実現には、住まい手が「長く住み

を、富山県高岡市のウィングウィング高岡を会場にして行った。

続けたくなる」住宅や地域を創出・維持していくことが必要である。

この事業は、小学生を対象とした町並み探検の企画であり、路面電

このことをふまえ、中国支部建築文化週間シンポジウム2010実行委

車「万葉線」に乗って建物探検に出発する小学生が、いつもの見慣れ

員会は、これからの地域住宅産業は、住宅供給のみならず、住まい手

ている建物をデジカメで切り取って持ち帰り、反対の感じのする一組

が豊かな生活を送るための住生活支援を行っていくことが必要である

の建物を対になる言葉とともに発表するワークショップ。身近な建物

という見解のもと、住宅産業関係者、協会関係者、学生らと認識を共

や街並みに興味をもってもらい、生活の気分を左右する日常の風景を

有するために、10月23日（土）にシンポジウムを開催した。当日は

作っている建築の重要性に気付かせる企画である。

85名の参加があった。
シンポジウム第一部は、
住宅産業関係者らによる話題提供があった。

今回の参加者は、残念なことに1チーム4人であったが、昨年も参
加してくれたリピーターであった。天候は思わしくなかったが、参加

まず、地下調氏（国土交通省中国地方整備局）から近年の住宅政策を

者が二度目ということでスムーズに、和気あいあいとワークショップ

めぐる動きについて解説がなされた。その後、中国地方における住宅

を終えることができた。その時の話では、
「来週の学芸会のために台

供給の先導的事例として、蔭山明氏（エルクホームズ）からは地球環

詞を覚えるのに大変な時期であったが、昨年が楽しかったのでまた参

境問題への配慮から取り組んでいるサステナブル住宅の事例紹介、山

加した」とのことであったことから、
来年度事業に向けた反省として、

根誠一郎氏（山根木材）からは住み継がれる家作りとしての事例紹介

開催時期の検討が重要に思えた。

と持続可能な建築資材としての地域木材活用の取り組みについて報告



堀江秀夫／富山大学

がされた。また、住宅コミュニティの維持管理における先導的事例と
して、豊田雅子氏（NPO法人尾道空き家再生プロジェクト）から尾

近畿支部

道市で氏らが行っている空き家再生の取り組みについて報告がされ

テーマ：見学会「大阪府庁舎」

た。そして、
小林（広島女学院大学）が「住生活支援」の概説を行い、

11月4日（木）
、日本建築学会近畿支部建築文化週間事業の一環と

30年後の住まい・くらし・地域を見据えたときの第一歩として関係者

して、大阪市中央区の大阪府庁舎の見学会が開催された。本館は

による認識の共有を訴えた。第二部は、
平野吉信氏（広島大学）がコー

1926（大正15）年に竣工した鉄骨鉄筋コンクリート造地階および地

ディネーターとなり、パネルディスカッションを行った。会場からは

上6階建ての建築で、1922年に実施された設計競技で1等になった平

蔭山氏、山根氏、豊田氏の取り組みについて積極的な質問があった。

林金吾・岡本馨案をもとに、
大阪府営繕課の実施設計による。
建築面積、

また、シンポジウムで取り上げた内容は住宅供給における「最初」と

延床面積とも最大級で、大阪が「大大阪」と呼ばれた勢いある時代を

「最後」に関わることであり、その間にある維持管理に対する視点が

体現する。また、現役では最古の都道府県庁舎でもある。
まず本館玄関において資料の配付と概略の説明を行ない、見学会を
開始した。外観は白色の大判のタイル張りで、シンプルでモダンな印

抜けていることの反省がなされ、今後は学会、地域住宅産業、住まい
手の三者による将来的なビジョンの共有と、豊かな生活の実現に向け
た協働が必要であることが確認された。
最後に、平野氏より、今回のシンポジウムを契機とした中国地域の

象を受ける。しかし正面玄関や中央の3階吹き抜けのホールにはふん
だんに彫刻や大理石を使用し、
装飾性に富む壮大な空間となっている。

住宅・住宅産業を考える場『中国の住まいフォーラム（仮称）
』の立ち

2階の議場は、創建当初の意匠をよく残す。執務室の並ぶ基準階は、

上げが提案され、住生活支援実現のための第一歩を踏み出した。

大正期の官庁建築の雰囲気を伝える中廊下式のロの字型平面である。



小林文香／広島女学院大学

長大な廊下を歩くと庁舎の広さが身をもって感じられるが、現在は
ギャラリーとして絵画等の展示がなされ、市民も自由に楽しめる。5

四国支部

階の正庁は、今は会議室として使用されているが、ステンドグラスや

テーマ：アジアから地域建築へ アジアから地域を見つめてみよう―

ガラス天井、
古典的な壁面の装飾は創建当初の華やかさを示している。

―地域に根ざした豊かな表現を求め、四国の建築の可能性を探る

その会議室で大阪府教育委員会文化財保護課の地村邦夫氏から、
「大

2010年10月2日、徳島県立21世紀館にて、シンポジウム「Back

阪府の文化財保護行政−近年の文化財建造物の指定・登録について−」

to the Future from Asia アジアの視座から地域建築の未来を照ら

という論題で、近年の文化財行政の状況と課題の解説、最近の大阪の

す」が開催された。参加者は160名、
熱気のある5時間の長丁場であっ

指定文化財・登録文化財の紹介をしていただき、文化財に関する知識

たが、懇親会も37名が深夜まで参加した。

を深める機会となった。参加者からは、歴史的価値に富む府庁本館の

シンポでは、現代建築の課題を、①地域の継承すべきコミュニティ

これからに関する質問もなされた。保存の具体的方法はまだ決定され

世界と建築、②歴史的遺産の継承と空間・時間の連続性、③場所や自

ていないとの回答であったが、かけがえのない建築ストックをうまく

然の持続性と地域の生態系に基づく建築システムの三つをあげ、多様

活かした保存再生が望まれる。

なアジアへと広げた視野で地域を見つめなおし、地域に根ざす建築の

最後に、隣接する大阪府公館を見せていただいた。1923（大正
12）年に知事公舎として建設されて以来改修を重ね、残念ながら創

可能性を探ることを目的とした。
滋賀県立大学教授の布野修司氏による基調講演
「今アジアは面白い。

建時の様子はほとんど感じられない。しかし古い建物に手を加え、今

危機の時代に想像力を拡大させる」
、続いて沖縄を拠点にする末吉栄

もさまざまな行事や会合に有効利用する努力が実感でき有意義であっ

三氏の「アジアのなかの沖縄の試み」と、
「土佐派の家」で知られる

た。

山本長水氏の「高知から発する建築資源」の基調報告を行った。その



橋寺知子／関西大学、近畿支部近代建築部会主査

後にコーディネーターを努める新居照和が「あらゆる生き物が生きる
思想が内包するインド建築の経験と作例を通して、地域概念を膨らま
す地域的試みを考える」を発表し、昭和設計の松田善弘氏が上海里弄
住宅地区の保存的再開発の変遷と商業的価値が足元の魅力へと向かう
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2010年10月21日（日）に開催された見学会とシンポジウムでは、

動向が報告され、思考素材を加えた。最後に布野氏、末吉氏、山本氏
をパネラーに、新居と木村政文氏が司会をし、パネルディスカッショ

午前中に専門家の解説による見学会を実施し、午後においては、新た

ンが行われた。

な都市再生の道を探るべく、法政大学陣内秀信教授より、東京での試

布野氏は、
「アジア」とは西洋から出た「ヨーロッパ」という概念

みをご紹介いただき、続いてNPO理事、研究者、建築家を交えて、

の対概念でできたもので、
境界は時代やその後の捉え方により変化し、

北九州が育んできた都市空間のなかに、新たな価値を見いだすととも

固定的な枠組みで捉えるべきでないと前置きしたうえで、
「今なぜア

に、これからの都市再生のあり方を探った。

ジアから考えなければならないのか？」問題提議した。インドネシア

見学会
以下の3コースにおいて見学会を実施した。

のカンポンを事例に、多様な民族やコミュニティ、階層の混住、権利

Aコース：倉方俊輔（西日本工業大学）

関係の重層性があり、
犯罪より伝統的文化保持などサブカルチャーが、
自足的な生活や相互扶助システムがしっかりと働いている特性に触れ

JRスペースワールド駅集合 → 新日鐵東田地区 → 八幡村野建築群 →

た。そこからインヴォリューション（内側に進化する）やシェアード・

北九州市立美術館（磯崎初期建築）→ 西工大小倉キャンパス
Bコース：日隈康喜（建築家、九州造形短期大学）

リソース（資源の共有）を学ぶべきではないかとした。
末吉氏は、自らアジアを意識したことはなく、沖縄はもろアジアに
あり、建築をつくるとアジアの建築になるとする。戦争で多くが破壊

JR門司駅集合 → 鈴木商店穀物工場群 → 安川邸＋松本邸・九州工業大
学近現代建築群（辰野作品＋清家作品）→ 西工大小倉キャンパス
Cコース：市原猛志（NPO法人北九州COSMOSクラブ、九州国際大

された沖縄。その後の長い米軍統治や「日本返還」を終えた今日でさ
え、在日米軍の約7割が集中する。そこから必然的に発生する膨大で

学）

深刻な問題群を抱える沖縄の地で、
その歴史的・文化的・自然遺産を
「建

JR折尾駅集合 → 安川電機本社 → 新日鐵東田地区 → 安田工業八幡工

築」という仕事を通じて、未来へ開こうとする意志と持続的な取り組

場（辰野設計の工場建築）

みを、地域が頻繁に使う学校づくりを中心に紹介した。沖縄の人々の

→ 西工大小倉キャンパス
それぞれAコース13名、Bコース12名、Cコース12名の参加があり、

尊厳を支えきれるほどの建築をつくりたいと語る。
山本氏は、湿気の多い高知の気候風土に近代建築の材料では問題が

専門家、現地の担当者を交えて、近代化遺産の実態を体験した。

あり、水をたっぷり吸って息をする地域の素材を生かすことが、建築
と風景を生かすことになるとし、いぶし瓦、土佐漆喰、杉板、土佐和

講演会「北九州の都市空間を読む−環境の時代の都市再生−」

紙などの伝統的素材を大切にしてきた。百年前の住宅を参考にするこ

まず基調講演として陣内秀信先生（法政大学）より「歴史とエコロ

とで、百年持ち堪える地域独特の仕様がつくれるとし、①地域材を使

ジーからの都市再生」と題して、東京におけるエコロジーの観点から

用②職人の手技の継承③現代の感性の尊重を理念とする
「土佐派の家」

各地で進められている都市再生の試みをご講演いただいた。続いて志

のグループが生まれた。

賀勉先生（九州大学）より「北九州の都市更新と地域再生」と題して、

パネルディスカッションでは、いくつかの論点が挙がった。地球環

これまでの北九州でのまちづくりの事例をご紹介いただいた。
さらに、

境変動のなかで地域の建築の方向性について、高気密・高断熱の手法

末廣香織先生（建築家、九州大学）より北九州の現代建築について、

が押し付けられる違和感や、
地域の特色ある公共建築を生み出すには、

また市原猛志先生（NPO法人北九州COSMOSクラブ、九州国際大学）

建築を生み出す頑張りと知恵で、前例をつくることだという議論が交

より、
NPOの活動についてご紹介いただいた。また、
日隈康喜先生（建

わされた。

築家、九州造形短期大学）より安川家住宅の研究成果について、ご報



新居照和／四国支部徳島支所長

告いただいた。陣内先生は北九州のご出身でもあり、北九州の気候、
風土など体感した経験から、東京での水辺の町づくりとの共通点につ

九州支部

いて、コメントいただいた。会場には110名の聴講者がつめかけ、一

テーマ：北九州の都市空間を読む――環境の時代の都市再生（見学会

般の参加者以外に、学生および大学関係者が多く参加し、北九州が抱

＆講演会）

える問題点を共有するとともに、ポテンシャルについても確認するこ

かつて北九州は、日本を代表する工業都市として、明治・大正の近

とができた。

代化・工業化、戦後の復興・高度成長下の人々にとって輝くユートピア
であった。しかし「環境の時代」をむかえ、工業都市としての機能は
空洞化が進み、かつての繁栄は人々の記憶のなかにしまいこまれてし
まった。

講演会でのディスカッション


Aコース風景

講演会

堀 賀貴／九州大学

Bコース風景

Cコース風景
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Archi-TV とは、日本建築学会主催の建築文化週間のイベントの一つとし

10/03
24:00

て学生の企画・運営によって毎年行われる建築系ワークショップです。
このワークショップは１６年前に始まり、さまざまなプログラムを行うこ
とで建築とは何かを問い続けてきました。今では建築学生にとって恒例の
２４時間耐久ワークショップとなっています。テレビ番組のように様々な
イベントが 24 時間絶え間なく行われるという意味から名付けられました。
2010 年は、文字通り「インターネット TV 局」として開局し、ワークショッ
プ会場である建築会館に加え、
Web 会場として Ustream や Twitter と連動し、
放送という形でも情報の発信を行いました。
今年の Archi-TV2010 は、
「ケンチク学生の主成分」をテーマとして建築

04:00

学生自身を構成するさまざまな要素から『差異と共通性』を考えるワーク
ショップを行いました。

【 Real Time Review!!! 】
ホール

中 庭

10/02
13:00

Archi-TV はワークショップ（以下、WS）を 26 時間立て続けに行う学生主体のイベ
ントである。そこで行われる「物の製作」を WS の 1 次生産性と捉えるならば、WS
13:00-13:30
13:00- 翌 15:00
13:45-15:15

オープニング

の 2 次生産性は「議論の発生」であるとわれわれは考え、Real Time Review!!! では

Real Time Review !!!

議論の発生を誘発しうるように、Twitter での実況、レビューの配信、Web で発信さ

講演会Ⅰ

れた意見の収集を行った。
08:00

【 講演会Ⅰ 】
オープニング後にまず行われたのは、建築家・石上純也さんによる講演会。
自身の近作について、多くの写真やスケッチを用いて講演が行われた。
15:30-16:45

銀茶会 First Review

近年、建築の領域を拡張するような活動を
行っている石上さんの作品を見ることで「建

16:00

築／芸術／自然の差異と共通性」を考えた。
16:45- 翌 6:00
17:00-19:00

野点空間公開施工＋Live!! 構造解析
講演会Ⅱ

【 講演会Ⅱ 】
最初の講演会とは嗜好を変え、建築系ラジオ コアメンバーの南泰裕さん、
北川啓介さん、倉方俊輔さんを迎え、建築学生とともに「建築裁判」を行った。
12:00

「建築の善し悪しについて」（南）、「雑多な
ビルディングをいかに判断するか」（北川）、
19:00-21:00

Archi-Party

「建築家だけがヒーローか」（倉方）といっ
た議題に対し、建築を判断する価値観につ
いて、それぞれの意見が飛び交った。

20:00
【 Archi Party 】
1 日目の講演会後に演壇者、来場者、企
21:00- 翌 5:00

Archi Nude 即日設計

画者を交えて食事会とクイズ大会を行っ

15:00

た。まじめな企画が多い中、Archi-TV2010
ホール

の憩いの場として、また出会いの場として
非常に盛り上がるパーティとなった。
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中 庭

21:00- 翌 5:00

Archi Nude 即日設計 【 Archi Nude 】

各大学の建築学生が 3 人 1 組となって競う即日設計企画。クリティークに建築家の松島潤平さん、
坂東幸輔さんを迎え、自身の学生時代の作品のショートレクチャーを聞いた後に、即日設計がスタート。
与えられた課題は「あなた方 3 人が住むための住宅」で、敷地は会場である建築会館から 5 分のとこ
ろにある空き地。
結果は東京理科大学が松島賞を、東京工業大学が坂東賞を受賞したが、各校ごとに見られる設計プ
ロセスから表現の違いがよく見られた。

10/03
24:00

【 銀茶会 】
昨年から行っている、銀座銀茶会とのコラ
ボレーション企画。昨年はコンペ形式で野点
を制作したが（* 野点＝屋外に設置される茶
室空間）、今年は建築家の原田麻魚さん、寶
神尚史さんを迎えて、1 ヶ月前から野点制作

04:00

ワークショップを行った。男女別の 2 チー
ムに分かれて設計から制作までを行うことで
05:00-08:00

Archi Nude 講評会

「男女による差異と共通性」を見いだすこと
を主旨としている。

【 Live!! 構造解析 】

学生主体のイベ

銀茶会ワークショップで制作する野点空間

えるならば、WS

の構造計算を行った。設計段階より、構造面

e Review!!! では

からみたアドバイスをしていき、当日はアル
ゴリズムによる構造解析や構造実験といった

、Web で発信さ

ライブパフォーマンスを行った。
08:00

【 全国学生団体会議 】

る講演会。

09:00-10:50

た。

銀茶会 お披露目

Skype によって大阪、名古屋、広島、金沢の 4 カ所を中継し、各地の建築学生団体が何をしてるか、
何をしたいかを、建築家の松田達さんを迎えて話し合った。議論は「団体内での情報共有の方法」と「活
動場所・活動資金の確保」といった表面的な事項に終始していたが、途中で「議論が単なる現状報告に
過ぎないのではないか」といった、会議自体に対する批判が出され、今回の会議自体の意義が問われる
こととなった。
最終的には、各団体が一同に会して時間を共

11:00-13:00

全国学生団体会議

有することなど「集まったこと」と「Skype
による同時中継の可能性の実証」に意味が見

裕さん、

出され、今回出来た繋がりをどう継続し活動

を行った。
12:00

に繋げていくのかという議論が交わされた。

13:00-15:00

総括ディスカッション

【 総括ディスカッション 】
最後の企画は Archi-TV 運営側の学生による、建築学生のための総括ディスカッション。USTREAM
や twitter で、今まで接点のない人たちと繋がれたことが良かったと挙げられる中、会場に訪れる来場
者が少なかったことや、web 上で議論が拡張していかなかったことが反省としてあげられた。
建築学生のプラットフォームとして『開局』という新しい試みを行なった今年の Archi-TV が、今後ど
のように成長していくか、またこれに関わった学生が今後何をするかが、Archi-TV2010 の成果なのだ
という結論へと行きついた。

15:00
ホール

今回のイベントでは、twitter での実況、web サイトでのレビュー配信、togetter での意見集約など、

中 庭

絶え間なく情報が飛び交った。各企画の詳細なレビューは現在も公開している。
http://www20.atpages.jp/~architv2010/wiki/
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「銀茶会 × 学生 × 建築家 - サマープログラム -」

TEXT M

What is 銀茶会 ?

TEXT とは、「ケ

論の相関関係を

銀茶会とは毎年、東京・銀座で表千家、裏千家、武者小路千家、江戸千家の各

昨年の茶会風景

そこで浮き彫り

ることで、議論

派が集まる野点大茶会です。

集をし、それら

今年で９回目を迎える銀茶会は、大人から子どもまで、お点前の基本を学び
ながら「和」の心を楽しめると毎年大変好評な銀座の秋のイベントです。本企

このツールは A

画は、銀茶会において毎年設置されている野点による茶室空間を、建築学生の

列上を “ 点 ” と

手によって設計から制作までを行い、実際に銀茶会の茶会を開催する、Archi

有効な “ 道 ” を

−TV と銀茶会のコラボレーション企画です。昨年から始まったこの企画は、

こうしている時

銀座での野点空間を学生自ら提案し制作した作品が、多くの人々に体感しても
らえることで、社会に対する私たちの思いを伝えられる絶好の機会だと考えて
います。

Process
09/02

中 庭

13:00

ホール

WS①

09/16

09/07 茶室勉強会

WS②

09/22 中間報告会

09/18,19 WS③

10/2-3

10/4-26

銀茶会本番に向け手直し

Archi-TV にて施工

10/27 〜 11/02

銀茶会本番
TEXT とは、
「ケンチク学生の
主成分」とは何かを考える上
で Archi-TV2010 が提示する
拡散した議論の相関関係を
視覚化するための新たな
ツールです。
そこで浮き彫りになった差
異と共通性に対する Web 上
での意見に Archi-TV2010 が
積極的に介入することで、議
論の拡散・拡張を促します。
さらに、TEXT を用いて、膨大
に膨らんだ議論や意見の収
集をし、それらの text
（文字情
報）の関係性を可視化するこ
とで
「ケンチク学生の主成分」
を見出します。
このツールは Archi-TV2010
によって生み出された情報
を俯瞰する “ 地図 ” のよう
な存在です。
時系列上を “ 点 ”
として流れゆく情報を拾い、
紙に刻み、ディスカッション
の中で “ 線 ” でつなぎ、何か
有効な “ 道 ” を見出そうと
しています。
こうしている時も、どこかで
情報が生み出され、この MAP
は成長を続けるのです。

WS の様子

Works

男性班 女性班

野点は、まわりの景色や空気と一体になったお茶の世界です。
散水障害範囲

0m
m

配管ダクト

60

一方茶室は、そういった環境の中に、違う世界を作り出します。
僕たちは最初、野点を作るつもりでした。

スプリンクラー

女性の特性とは何だろうか？
女性チームはまず、女性の特性とは何なのかをキーワード

でも、今回みたいに屋内で野点というのもおかしい。

やイメージで絞りだした。

じゃあこの場所に最適なお茶の空間ってなんだろう。
そこで考えたのが、お茶室の境界を取り払うことです。

Section ( 断面図 )

1700

お茶室にある決まり事、にじり口や天窓などの境界を

天板：シナランバーコア合板

304

21

金折金物にて固定
12
660

茶道口
客席

うつろい
1650

つまりこれは、お茶室であり、野点でもあるのです。

断面線

曲線
GL±０

420

Plan ( 平面図 )

弱いものが集合して強くなる

270

すると、お茶室らしくない、野点のような設えになりました。

足部分：シナランバーコア合板 12mm

そんな新しい空間をとりまく布は、揺れたり、光が木漏れ日
みたいに落ちてきたりと、いろんな気持ちいい環境をつくります。

100

21mm

100

全てこの布が受け持っています。

亭主席

不織布の左右曲線は、
土台との接地点で一度
固定してから、
土台下をくぐらせて、
もう片方で
も固定することを考えています。

にじり口

断面図 A
この３つのキーワードから空間へ。

1990.2
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講演会Ⅰ 石上純也氏
オープニング

2

TEXT MAP
TEXT とは、「ケンチク学生の主成分」とは何かを考える上で Archi-TV2010 が提示する拡散した議
論の相関関係を視覚化するための新たなツールです。
そこで浮き彫りになった差異と共通性に対する Web 上での意見に Archi-TV2010 が積極的に介入す
ることで、議論の拡散・拡張を促します。さらに、TEXT を用いて、膨大に膨らんだ議論や意見の収

従来の参加型ワークショップ

集をし、それらの text（文字情報）の関係性を可視化することで「ケンチク学生の主成分」を見出します。
このツールは Archi-TV2010 によって生み出された情報を俯瞰する “ 地図 ” のような存在です。時系

twitter
ustream

列上を “ 点 ” として流れゆく情報を拾い、紙に刻み、ディスカッションの中で “ 線 ” でつなぎ、何か
有効な “ 道 ” を見出そうとしています。
こうしている時も、どこかで情報が生み出され、この MAP は成長を続けるのです。

ustream+twitter
＝ NEW

新しい参加型ワークショップ

中 庭

13:00

ホール

講演会Ⅰ 石上純也氏

16:00

オープニング

講演会Ⅱ 建築系ラジオの皆さま

20:00

24:00
Archi Nude 即日設計

04:00

08:00
Archi Nude 講評会

銀茶会 お披露目

12:00
全国学生団体会議

15:00

中 庭
ホール

総括ディスカッション

銀茶会本番
Archi-TV2010 で

は

USTREAM や Twitter といっ
たリアルタイムメディアを

TEXT とは、
「ケンチク学生の

駆使し、建築会館で起きてい

主成分」とは何かを考える上

るモノとコト
（性・学校・地域・

で Archi-TV2010 が提示する

分野・国による差異と共通性）

拡散した議論の相関関係を

を 24 時間全国へ配信してい

視覚化するための新たな

ます。

ツールです。

Archi-TV2010 では従来の参

そこで浮き彫りになった差

加型ワークショップではな

異と共通性に対する Web 上

かった〈発信者と他者〉
〈建築

での意見に Archi-TV2010 が

会館と全国〉が相互的に関係

積極的に介入することで、議

する新たなワークショップ

論の拡散・拡張を促します。

を実現します。

さらに、TEXT を用いて、膨大
に膨らんだ議論や意見の収
集をし、それらの text
（文字情
報）の関係性を可視化するこ
とで
「ケンチク学生の主成分」
を見出します。
このツールは Archi-TV2010
によって生み出された情報
を俯瞰する “ 地図 ” のよう
な存在です。
時系列上を “ 点 ”
として流れゆく情報を拾い、
紙に刻み、ディスカッション
の中で “ 線 ” でつなぎ、何か
有効な “ 道 ” を見出そうと
しています。
こうしている時も、どこかで
情報が生み出され、この MAP
は成長を続けるのです。

WS の様子

参加大学 ( 順不同 )
東京理科大学
日本大学
横浜国立大学
東京工業大学

n ( 平面図 )
断面線

筑波大学
茶道口

早稲田大学

客席

芝浦工業大学

亭主席
にじり口

工学院大学
法政大学
首都大学東京
東京都市大学
多摩美術大学
千葉工業大学
豊橋技科大学
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