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区域」と再定義できないかとの指摘を受けている。
質疑

質問―長期未着手事業の計画見直しをするとのこと、
何が問題なのか。
回答―長期未着手の問題とは、
都市計画施設の計画決定がされても財
政制約などの理由によりなかなか事業化されず、
規制のみが続いている

建築文化週間2011開催報告
（本部主催）

日本建築学会建築文化事業委員会
建築夜楽校2011

状態のこと。仕組みとしては知事が許可すればどのような建物も建つが、

2011年10月6日
（木）
と14日
（金）をそれぞれ第1夜、第 2 夜として、建築会

厳格に運用されている。一方で、
もう必要ないと判断された都市計画施設

館ホールにて、
恒例の建築夜楽校 2011 が開催された。本年は東日本大震

は見直し、
廃止すればよいが、
本当に必要なものの廃止は難しい。

災が発生した年であることから
「3.11以後の日本」を大きなテーマとし、
活

質問―市街化区域外の資材置き場や駐車場といった非建築的土地利

10月5日
発な議論がなされた。また関連企画として、
（水）
から16日
（日）
に

用の蔓延とそれに対する規制コントロールが弱く、
この問題は市街化区域

かけて、
建築博物館ギャラリーにて「3.11以後の日本」
展が開催された。以

内よりも市街化区域外で深刻な問題と思われる。

下に、
二夜の議論と展覧会の内容を報告する。

回答 ―ご指摘の問題は課題と認識しており、
小委員会でも一定の議論

第1夜は「3.11以後の日本 ― 国土・災害・情報」
（分析編）
と題し、
プ

をした。ただし、
今回の小委員会では、
集約型都市構造化を計るうえで問

レゼンテーターに磯崎新氏
（建築家、
磯崎新アトリエ代表）
、
小野田泰明氏

題を抱えている市街化区域から議論を先行しており、
市街化区域外につい

（建築計画、
東北大学教授）
、
中島直人氏
（都市計画、
慶応義塾大学専任

ては、
その議論を踏まえて応用していく予定。

講師）
、
コメンテーターに五十嵐太郎氏
（東北大学大学院教授）
氏を迎え、

質問

モデレーターを松田が務めた。中島氏は、
復興計画史の紹介とともに国土

―

都市計画は開発コントロールに有効であるが、
町並み保存など

に有効ではない。既存のものに対する社会的ルールが必要ではないかと

志向のポスト3.11の都市計画の可能性について語り、
小野田氏は、
現地で

思う。

の多様な復興活動の経験をもとに「リスク」と
「計画」の統合の重要性を挙

回答 ―確かに現在の都市計画制度は、
今あるものを残すことについて

げ、
磯崎氏は、
廃墟となった南三陸町防災対策庁舎を示しつつ、
「計画」を

はまだ課題があるかもしれない。一方、
関連法として、
景観法や都市緑地

疑い「プロジェクト」を投機する必要性を強調した。

法、
古都保存法、
歴史まちづくり法などの仕組みも整ってきている。
都市計画制度小委員会資料の参照先 HP アドレス

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/city07_sg_000026.html
岩田俊二／三重短期大学

後半は、
建築批評家である五十嵐太郎氏に加わってもらい、
災害とリス
クを考慮した国土的構想がいかに可能であるのか、
五十嵐氏がフクシマを
議論の焦点の一つとして据えつつ、
討議が行われた。
都市計画の専門家で
ある中島氏、
建築計画の専門家である小野田氏に対して、
磯崎氏が計画学
そのものを問い直すという構図が鮮明に現れた。今回の震災によって露呈
したのは、
「計画」を前提に成立してきた
「近代」と
「首都」の限界であった

建築博物館資料正式受け入れ報告

からであるという。国土レベルの復興の必要性とともに、
数十年後、
数百年
後に同じ状況の繰り返しとならないために、
「統治」の機構そのものから考

建築博物館委員会

えなおしていく
「プロジェクト」
的思考の重要性が、
強いメッセージとして打
本会建築博物館にこのほど、
本会設立者のひとりである妻木頼黄
（1859-

1916）
のご遺族
（妻木繁子：妻木頼黄の孫故妻木良郎氏令室）
から
「妻木頼

ち出されたといえる。
第 2 夜は「3.11以後の日本 ―新しい日本の設計コンセプト」
（提案編）

460 点の寄贈を受けた
黄関係資料」
（資料寄贈契約日は 2011年11月10日）
。

と題し、
プレゼンテーターに戸田公明氏
（大船渡市長、
清水建設出身）
、
藻

妻木頼黄は、
明治建築界の三巨頭のひとりとして知られ、
その経歴等は

谷浩介氏
（日本政策投資銀行参事役、
復興構想会議検討部会）
、
蓑原敬氏

「妻木博士を弔ふ」
（『建築雑誌』
第 359 号 1916 年11月）
に詳しい。今回寄贈

（蓑原計画事務所代表）
、
コメンテーターに東浩紀氏
（早稲田大学文化構

を受けた
「妻木頼黄関係資料」は、
妻木頼黄の履歴を裏付ける
「辞令」を中

想学部教授）
を迎え、
モデレーターを藤村が務めた。戸田氏は、
大船渡市

核として、
「履歴書」
「経歴書」類の他、
「工部大学校修業証」
「コーネル大学

の被災状況と、
復興計画の進捗状況を報告、
藻谷氏は、
被災地を回った経

卒業証書」
「学位記」や「（臨時建築局）
秘密建議」
、
美術家等との交流を示

験を踏まえ、
持論である
「人口の波」について問題提起を行い、
蓑原氏は、

す書簡類、
また旗本妻木家の文書類等が含まれる。

長年行政の立場で都市計画に関わった経験から、
多極型の国家像への再

1919 年に妻木二郎
妻木頼黄の関係遺品については、
（妻木頼黄次男）

編成を提唱した。

氏から藏書類が本会に寄贈されており、
現在「妻木文庫」
（目録は『建築雑

後半は、
批評家であり、
小説家である東浩紀氏に加わってもらい、
戸田

1984 年1月に掲載）
誌』
として本会記念図書室に保管されている。また、
妻

氏の実践、
藻谷氏の理論、
蓑原氏のヴィジョンに基づき、
日本社会が今後

木良郎氏からは、
故妻木博士記念事業の一環として製作された
「森鳳聲

の将来像を描くために、
どのような文学的な想像力が必要か、
討議が行わ

作木彫故妻木博士坐像」が本会に寄贈されており、
今回の「妻木頼黄関係

れた。モデレータが参照したのは、
かつて1960 年代から70 年代に掛けて、

資料」の寄贈により、
木彫坐像・蔵書類・文書類の妻木頼黄関係遺品 3 件

丹下健三やメタボリストたちが産業の集中配置を提唱したのに対し、
当時

が本会において一体的に保存保管されることとなった。

の自民党の政治体制が地方出身の議員によって構成されていたことから

「妻木頼黄関係資料」については、
横浜開港資料館において整理され目

折り合いがつかず、
次第に政治の場面から遠ざけられていった経緯であ

録も作成されてはいるが、
本会建築博物館での常時閲覧が可能となる体

る。田中角栄の『日本列島改造論』では格差解消が掲げられていたように、

制整備には時間を要することが予想されることから、
なるべく早い適当な

科学的、
工学的、
経験的に妥当であると思われるアイディアも、
政治的に妥

時期の建築博物館での「妻木頼黄資料展」の開催等を通じて会員への周

当であると判断されるためにはある物語が必要となるからである。

知を図ることとしたい。なお、
横浜市中区日本大通 3 番地所在の「横浜開
港資料館」においては、
本会建築博物館所蔵「妻木頼黄関係資料」の複製
での閲覧公開を開始する予定であることを付記する。
堀勇良／建築博物館委員会委員

建築夜楽校 2011 第 1 夜
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「3.11以後の日本」展には、磯崎 新氏、下河辺淳氏
（下河辺研究 室 主
宰・元国土事務次官）
、豊川斎赫氏
（小山工業高等専門学校准教授）
、

介を行った。
日本銀行本店前では三井本館、
日本橋三越と日銀との建築的な関係、

ArchiAid、
都市計画遺産研究会＋笑顔のかまいし応援隊
（後者のメンバー

さらにデパートメントストアとしての三越の日本橋における意味などを説

は、
秋田典子氏、
遠藤新氏、
角舘政英氏、
瀬田史彦氏、
中島直人氏、
中津秀

明。常盤橋公園へ移動し渋沢栄一銅像前で最後のレクチャー。渋沢が

之氏、
宮本佳明氏の 7人）
（以下、
「研究会＋応援隊」という。
）
の5 者が出展

作ってきた東京の姿、
さらに今回の東京ウォッチングが東日本大震災を踏

した。かつて5 つの全総
（国土計画）
すべてに関わった唯一の人物である

まえた企画で、
関東大震災や東京大空襲、
戦後の開発ラッシュを経験し日

下河辺氏は、
国土計画、
首都移転、
建築家らとの対談など、
自らの発言を

本橋は常に変わり続けてきたことを説明。都市はどのように変化をするか

中心に展示した。豊川氏は、
丹下健三とその関係者らの発言を引用して

が大切であるということを参加者に考えてもらう場となった。

建築家による国土構想への関わりをまとめつつ、
豊川氏自身の提案
（「0

小笠原伸／早稲田大学 WABOT-HOUSE 研究所客員講師

population city 」
）
もあわせて展示した。ArchiAid は、
牡鹿半島で 15 組の
建築家＋学生チームが調査を行ったサマーキャンプでの成果物を展示し
た。研究会＋応援隊は、
種や光を用いた提案などを行っている釜石での復
興計画の現状を展示した。磯崎氏は、
移動式コンサートホールのプロジェ

学生ワークショップ2011
学生グランプリ

クト等とともに、
首都を船に乗せて福島に移転するという、
強い問題提起

今回の学生ワークショップは、
建築の原点に帰り、
イベント主体ではなくモ

を行うプロジェクト
（後に「列島オペラ─〈しま・じま〉
の黄昏」とタイトルが

ノづくりに徹底することになった。そもそも建築はそれ自体が空間として場

つけられた）
を展示した。
入って左手が国土計画の軸
（下河辺氏、
豊川氏）
、

所に存在する最大のメディアである。にもかかわらず、
建築そのものでなく

右手が復興計画の軸
（ArchiAid、
研究会＋応援隊）
として設定され、
奥の

その周辺について語ることが建築行為ととらえる風潮が若い人たちにも広

磯崎氏の展示が両者を統合するという形で会場が構成された。
松田達／東京大学

がっている。3月、
東北の大震災があり、
建築の本来の意味、
世の中に建築
そのものでできることの意義を若い建築家の卵たちに問うことにした。
したがって、
重きを置かれたのは、
テーマに掲げた
「癒し」とは何かとい
うコンセプトを問う抽象への解答ではなく、
自分たちの手作り建築でいか

東京ウォッチング2011

に「癒し」の空間が作れるかという具体の解決である。実際の現代の茶室

「日本橋界隈」

空間を原寸大で作るために、
公募および1次審査を経て選ばれた 4 作品

10月31日
（月）
、
日本橋南詰に参加者約 40 名が集合。講師は斉藤理氏
（山

は、
それを十分理解しているものであった。加えて、
模型段階から実物大

口県立大学准教授、
建築史）
と小笠原で担当。前日の日本橋架橋百周年イ

にする際に、
青木淳氏、
石上純也氏、
車戸城二氏、
永山祐子氏という第一線

ベントの喧騒から日常の風景に戻った日本橋界隈を歩くワークショップの

で活躍する建築家にエスキスをしてもらいながら実現化に向けてさらに研

始まりである。

鑽する場が用意された。これは、
自分たちで選んだ建築家にアドバイスを

学生スタッフから日本橋の紹介。野村證券の大建築南側を移動し、
江戸

いただきながら実作を作るという特別な建築家養成プログラムでもある。

橋にて東京の橋の作られ方と橋詰の意味と公共性の説明。目を三菱倉庫

その結果、
最終審査は完成度の高いものがそろった。普段、
学校教育で

へ向けると改築直前の姿を目に焼き付けるように見つめ、
壁面を撫で、
かつ

トレーニンングしているモデル化された抽象的な思考ではなく、
原寸大の

ての水辺空間の痕跡を残す開口部の解説を聞きながら、
日証館・東京証

リアルなモノの強度や重さ、
工法などがより意識されて、
最終的に選ばれた

券取引所前へ。日本経済の中枢でありながら勤める人でなければなかなか

2 点の銀座での展示では、
茶道関係者のみならず一般の方々にも好評で

来ることはない兜町近辺、
そこに残る優れた建築群の多いことも紹介する。

あった。

日本橋川を北へ。小網神社裏を抜けかつての水辺の痕跡を残すカーブ

金賞の「紙一会」という作品は、
紙の透明感の違いを生かしながら、
大

を通り、
現在は日本橋保健センターと公園になっている水路跡へ。周辺に

胆に空間が大きく伸び縮みし、
開口部のディテールなどよく練られた作品

は江戸時代から続く商店が並び、
江戸の商業・物流の拠点であることを再

であった。
一方で銀賞の「extension sense 」は、
細い線材のみで領域を作り

確認。講師からは江戸東京における水路の役割、
さらに歴史を経ての現在

ながら如庵の写しを試みている。繊細な構成で緻密に作られた作品であ

の日本橋の機能と結びつけた説明を行い、
歴史の中で日本橋界隈が変遷

り、
両者はきわめて対照的であった。

を遂げてきた様子が紹介される。

一見違うように見えてどちらにも共通していられることは、
お茶の世界の

日本橋北詰まで戻り、
今回企画にご協力いただいた三井不動産日本橋

1 対 1という真剣な緊張関係でなく、
さらに他者との関係を持っていたい、

街づくり推進部統括の甲斐竜弘さんより、
日本橋の開発を行ってきた三
井不動産のこれまでと将来像についてレクチャーを頂戴する。三井グルー
プの日本橋への思いと2030 年の日本橋についての CG 映像が上映され、

COREDO 室町など近年活発に進む再開発を続け日本橋を生かしてゆく
ための具体的な像を持ち展開を行っていることが説明された。
三井本館では中央三井信託銀行地下の大金庫の説明をいただき、
金庫
を閉じて施錠するまでを参加者のために実演していただいた。営業室で
は三井住友銀行側へ移動し店内の調度や構造、
昭和初期に世界最先端
の設備をもったオフィスビルとしての機能やデザインについて講師から紹
学生グランプリ金賞「紙一会」

日本橋橋詰にて講師の解説
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ゆるくでもつながっていたいという現代の若い人たちの気持ちであろう。
そ
れを「絆」と呼んでいいものかわからないが、
彼らはそれを欲しているのだ
ろう。
このワークショップを通じて、
年に1 人でも数人でも、
本当に建築の意味
を追求し実践する若い建築家が育ってくれることを願っている。
鵜飼哲矢／九州大学

学生ワークショップ
「建築のおいしい食べ方」

『竹』
作品作成風景

『ペットボトル』メンバー集合写真

日本建築学会主催「建築文化週間」のイベントのひとつとして学生だけに
よって、
「建築のおいしい食べ方」をコンセプトとするワークショップを企画
し、
運営を行いました。
ワークショップ当日の10月1日に、
この企画に賛同して集まった学生 18 名
が、
このワークショップを通してさまざまな建築の楽しみ方を共有し、
お互
いの楽しみ方を転換・発展・整理しました。それはまるで、
食べ物を食べ、
それを体の栄養素に変え、
自身を「成長」させるかのようで、
みんなでそれ
ぞれの「建築のおいしい食べ方」を模索しました。
具体的な企画内容は、
参加者がふたつのグループに分かれ、
それぞれ
が1 種類の材料のみで 1/1 スケールの食事空間を作製するというもので、
その材料のひとつに線の素材として「竹」を、
もうひとつに点の素材として
「ペットボトル」を選びました。これらの素材はいずれも個性的であるため
空間を構成するにあたってさまざまな可能性があり、
また今現在増えすぎ

ワークショップポスター

て困っている物でもあります。
以上のように、
参加した学生らが自ら決めた限られた時間内において相
互にコミュニケーションをはかりながら同じ考えを共有し、
それぞれがひ
とつの作品を作製しました。
中山淳雄／日本大学理工学部海洋建築工学科 3 回生

建築文化週間2011開催報告
（支部主催）

日本建築学会
北海道支部
テーマ：
「地震防災体験学習 in まくべつ」

2011年10月1日に幕別町百年記念ホールを会場に標記事業が開催された
（参加者43 名）
。幕別町は、
十勝平野断層帯による震度 6 強の揺れが予想
される地域である。昨年度に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。
体験学習は、
北海道支部の角支部長の開会挨拶に続いて幕別町施設
課長澤部紀博氏の挨拶で始まった。続いて、
支部学会員による
「地震と建
『竹』作品プレゼンボード

物の耐震性の話」
「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会場近くの住宅を対象に簡易耐震診断を行った。
ま
た、
小学生 13 名は同住宅の室内診断を行った。診断を終えて会場に戻り、
幕別町に予想される震度に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を行い、
住宅と室内の地震防災対策について話
し合った。グループごとの発表では、
耐震診断のポイントが報告され、
ま
た、
今日から始める対策として家具の配置の点検や非常持ち出し品を用意
することなどが挙げられた。その後、
炊飯袋を用いた避難食を試食しなが
ら災害時の食事や地震の備えについて話し合った。最後に共催者の地方

『ペットボトル』
作品プレゼンボード
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独立行政法人北海道立総合研究機構北方建築総合研究所の瀧田裕道

で興味深く作品への理解を深めることができた。続いてシンポジウムに移

所長から閉会の挨拶があった。

り、
建築に対しての取り組み姿勢、
修業時代の師の影響と自分の作風、
場所
南慎一／北方建築総合研究所

テーマ：
「建築散歩〜小樽・積丹編」
歴史的建造物見学会の報告

北海道支部では 2010 年度の「特色ある支部活動」として、
「北海道におけ

（地域、
気候）
の認識、
素材とディテール表現、
等々会場からの質問を挿み
ながら、
建築を取り囲む言説を深く語り合う、
建築文化週間の行事にふさ
わしい雰囲気が醸成され 20 時半の予定時間を過ぎ余韻を残しながらの
散会となった。

る漁業関連施設に関する歴史的研究」が採択された。支部歴史意匠専門

小篠隆生／北海道建築委員会主査

員会委員と越野武北大名誉教授で研究 WG を立ち上げ、
駒木定正委員を
主査として1年間活動に取り組んだ。その成果は 2010 年 7月の北海道支部
研究会にて委員会担当各委員の執筆で報告された。
このような活動の背景にもとづいて今年度の建築文化週間は、
北海道の

関東支部
「若き構造設計者達は今」
テーマ；第17回構造デザインフォーラム

近代漁業を担った建築を中心に歴史的建造物を一般市民の方々とともに

概要

見学しようと企画したものである。

日本建築学会関東支部構造専門研究員会
（WG-D）
主催の構造デザイン

去る10月15日
（土）
、
定員 40 名の企画に対し、
応募締切時には 120 余名

フォーラム
「若き構造設計者達は今」が10月13日
（15 時〜 18 時）
に行われ

の申込みがあった。先着順で 55 名まで参加者を絞ったところで貸切バス

た。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

を大きなものに変更し、
予算の範囲内で定員枠を広げて実施した。
見学先は、
まず余市町の旧下ヨイチ運上家と旧福原漁場を建造物だけ
ではなく、
北海道に特徴的なニシン漁の歴史と文化について余市水産博物
館の浅野敏昭氏から楽しく解説いただいた。次に、
積丹町美国ではヤマシ

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 17 年目を迎える。
本年も斎藤公男氏
（日本大学名誉教授）
をモデレーターとしてお迎え
し、
以下の 3 名のパネリストによるプレゼンテーションが行われた。

メ福井邸の保存修復等に携わる町民ボランティアの方々の協力で修復途

・有山伸之氏
（大成建設）

上ではあったがよく整備された豪奢な建造物内部を十分堪能できた。最

・鈴木啓氏
（ASA ）

後に、
旧茨木家中出張番屋
（小樽市祝津）
では施設として開放展示されて

・大野博史氏
（オーノJAPAN）

いる中で、
地域の市民ボランティアの方々と交流しながら、
調査研究成果

それぞれのプロジェクト

に基づいた建築的特徴を一般参加者たちは十分に知ることができた。

有山氏からはみなとみらいセンタービルのプロジェクト紹介があった。本

以上から、
北海道における歴史的な漁業関連施設の重要性を広く共有、

作品は中間層免震と制振梁のハイブリッドシステムを採用することで、
外

再認識することで建築文化の普及に少しでも寄与できたものと考えます。

周部とコア部に柱断面 400×1400 の壁柱のみで水平力を負担する構造計

末筆に本事業に共催いただいた余市町教育委員会と積丹町教育委員

画を実現した。鉛直荷重支持部材
（PCaPC 梁）
と耐震要素を明確に位置

会、
そして後援いただいた小樽市教育委員会、
日本建築家協会北海道支

付けることで 22.8m×80.4m の無柱空間を可能にしている。PCaPC 梁は

部に感謝申し上げます。

上端と下端に高強度鉄筋をパラレル配置することで PCaPC 梁の最大の弱
中渡憲彦／北海道職業能力開発大学校

点である梁貫通を可能にしている。
鈴木氏はえんぱーく
（塩尻市市民交流センター）
のプロジェクト紹介が

テーマ：第36回北海道建築賞
（2011年度）
表彰式・記念講演会

1.25m モ
あった。本作品は鋼板鉄筋コンクリートの壁柱を耐震要素として、

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

ジュールを基本に配置した鉄骨梁にて床を支持しているシステムを採用し

11月4日
会は 6 回目を迎え、
（金）
の夕刻、
恒例となった
「遠友学舎」で開催

ている。免震構造の採用や、
太径鉄筋
（D41）
を採用することで、
極限まで

された。北大キャンパスの北の一角に建つ遠友学舎は、
例年より遅い紅葉

壁厚さを薄くし、
存在感をうまく処理している。また。建て方を考慮して、
壁

を背景に刻々と深みを増す濃い紫の暮色に包まれ、
北の建築を讃える格

柱のディテールや仮設部材との納まりがよく考えられている。

好の場となった。三々五々と一般市民や学生たちが集まり始め、
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：赤坂真一郎
君・作品「フツウ・ノイエ」の設計、
同じく北海道建築奨励賞：長坂大君・

大野氏はふじ幼稚園増築、
坂下手洗所、CH/air のプロジェクト紹介が
行われた。ふじ幼稚園では記念樹を囲う配置計画として、
根を痛めない基
礎工法の採用や建物の軽量化の実現、
不定形は平面に対して接合部を簡
略化させるための部材配置に工夫が見られた。

作品「岩見沢の家」の設計が発表され、
角支部長より両君にそれぞれ表彰

フィーレンディール形状の組柱で水平力を負担することで、
鉛直力のみ

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からは主査

を負担する柱を極限まで細くしている。フィーレンディール柱の存在感が

からの審査経緯と審査結果、
それに続いて、
「フツウ・ノイエ」
「岩見沢の家」
両受賞作品に関しての審査講評が報告された。
応募 12 作品から書類審査で 6 作品に。現地審査を経て9月1日
（木）
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

感じられない巧みな部材配置がなされている。

トークセッション

トークセッションはモデレーターの斎藤公男氏
（前掲）
を中心に各々の作
品に対する質問と、
主に会場からの質問事項を基に行われた。

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、
地域の環境

最後に斎藤氏より、
各々パネリストに共通しているのは、
「規模の大小に

とどのように向き合い、
その土地でどのような活動をする場としての建築を

関わらず空間の透過性を実現していると共に、
鉛直支持要素と耐震要素

構想するのかという、
根源的とも言える建築に対する立ち向かい方が、
評価

との両面がうまく融合した構造計画が実現されている。
」と述べられた。

の重要な視点であることを改めて実感した。そういう意味で、
今年度受賞
の二作品は、
このような建築を生み出す根源的とも言える行為の中にある
強い意志とその充実度があり、
それが建築としての社会性を獲得している
作品として結集された。最後まで議論になったのは、
都市内に立つ規模の

城戸隆宏／山下設計東京本社構造設計部門
テーマ：見学会
「東京工業大学大岡山キャンパス
（附属図書館）
」
はじめに・主旨

大きな建築作品についての都市的、
社会的意味についてであったが、
作品

東京工業大学大岡山キャンパスに、
この 7月に新附属図書館が開館しまし

のもつ説得力、
設計者の意志の点が、
最終結果を分けた。

た
（設計・安田幸一研究室＋佐藤総合計画）
。周辺には本館をはじめ、70

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た。

周年記念講堂
（設計・谷口吉郎）
、
百年記念館
（設計・篠原一男）
、
蔵前会

赤坂真一郎君から作品「フツウ・ノイエ」
、
長坂大君から作品「岩見沢の家」

館 /Tokyo Teck Front
（設計・坂本一成＋日建設計）
、
現広報センター
（設

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る試行、
最

計・清家清）などがあり、新しいキャンパスの骨格が見えてきました。同

終決定へのデザインプロセスとその意味など、
スライドを見ながらの解説

時に、
開かれたキャンパスが周辺のまちとつながっていく
「グリーンネット
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ワーク構想」も構想されており、
本館正面の桜並木を中心としたキャンパス
内緑地の軸線を核に、
大岡山駅から緑ヶ丘駅、
自由が丘まで、
さらに呑川
沿いの緑が連続するネットワークがあり、
新図書館は、
その結節点に位置
しています。このタイミングで、
新図書館を中心に、
設計者の解説を交えな
がら、
新しいキャンパス像に触れることを企画・実施致しました。

開催内容

2011年10月6日
（木）
見学会当日は、40 名の参加者が集まり、
設計者である

地域冷暖房を熱心に見学される皆様

調整池での質疑応答

安田幸一
（東工大大学院）
教授による建築概要説明と案内中の設計意図
の解説、
前後して同じく共同設計者である鳴海
（佐藤総合計画）
による全
体プログラム説明を行いました。
地下2 階開架スペースでは、
「フラットスラブ」と
「天井高一杯までのアル
ミ棚の開架書架」
「メザニンをイメージしたスリット吹き抜け」と
「創造性が

長さ150m×高さ16m の大規模構造物である。
地下に設置されていることとその規模が大きいことから、
全体像を容易
に把握することは難しい対象であったが、
都市インフラの存在に目を向け
るきっかけになる有意義な見学会であったと思われる。

触発される白レンガ」の構成を確認。地下2 階ドライエリア部分では、
「将来

休日にもかかわらず、
案内を引き受けていただきました、
東邦ガス、
名古

解体想定のデザインよう壁」
「藤江和子さんのデザインによるテーブル・椅

屋市交通局、
同上下水道局の皆様に感謝申し上げます。また、
運営にご協

子」が演出されています。さらに地下1 階吹き抜け閲覧スペースは緑の丘が

力いただきました事業委員、
環境工学委員の皆様とご参加いただきました

反転した勾配形状であり、
「三角錐のトップライト」や「3 角錐の階段」が巧

市民の皆様、
および、
会員の皆様にも感謝申し上げます。

みに納められています。また、
地下1 階閲覧スペースでは、
試作を含め、
最も

小松義典／事業委員会委員長

検討を要した
「ホワイトコンクリートによる波型 PC 天井」の質の高い完成
度を実感しました。
さらに、
エントランスには寄付者の刻印レンガ
（130 周年記念事業）
があ
り、
随所に、
矢萩喜十郎さんデザインのサインが効果的です。ガラスハウス

北陸支部
テーマ：加賀の建築

の学習室では「東工大オリジナルのグラフィックのセラミックプリント」
「方

北陸支部石川支所では 10月6日
（日）
に建築文化週間企画「加賀の建築」

立てと一体化した太陽光ルーバー」が、
プライバシーや地球環境ノンカー

として石川県の加賀地域に点在する草葺民家を巡る企画を実施しました。

ボン化に配慮しています。
その後、
周辺施設を巡り、
蔵前会館ホールにて質疑応答を受け、
図書館

加賀の民家は、
加賀型および白峰型といわれる民家型を有し加賀型は
さらに 2 つの型に分類されている。今回の企画では加賀 I 型の民家と町家

のデジタル化についての質問に対しては、
本館はアナログ志向、
将来別途

型そして、
限定された地域にある白峰型といわれる民家を巡り、
その実際

デジタル図書館の構想があるということとを説明するなど、
盛況のうちに終

的な比較のなかから加賀固有の民家形式につ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、
一般 2 名、
学生 9 名の13 名が参加

わりました。
終わりに

しました。見学先として、
午前中に、
高田家
（県指定有形文化財）
、
平家
（県

1923 年関東大震災によって大きな被害を受け、
東京工業大学は、
蔵前か

指定有形文化財）
、
野本家
（市指定有形文化財）
、
松下家
（国指定重要文化

ら現在の大岡山に移動しました。本館の建設から始まり、
各時代の背景と

財）
、
山川家
（県指定有形文化財）
、
また野々市町にある喜多家
（重要文化

呼応するように、
キャンパスは成長してきました。今後も、
周辺地域住民に

財）
、
魚住家
（町指定文化財、
町郷土資料館）
を見学し、
道の駅で昼食をとっ

も親しまれ、
街と共に開かれ、
環境や防災にも貢献するキャンパスが展開

た後、
白山麓民族資料館で、
織田家
（県指定有形文化財）
、
長坂家
（県指定

されていくと確信した見学会でした。

有形民俗文化財）
、表家
（県指定有形民俗文化財）
、尾田家
（国指定重要

鳴海雅人／佐藤総合計画、
関東支部常議員・事業幹事

有形民俗文化財）
、
小倉家
（国指定重要文化財）
、
杉原家
（県指定有形文化
財）
を見学し、
帰路につきました。
これらの見学建物は、
高田家、
魚住家が加賀 I 型、
平家、
野本家が能登

東海支部
テーマ：建築・都市ウォッチング開催報告

企画：
「都市を支える地下の仕掛けを見てみよう！」

III 型、
松下家、
山川家、
喜多家は町家型、
織田家、
長坂家、
表家、
尾田家、
小
倉家、
杉原家が白峰型として分類されており、
町家型と魚住家以外はいず
れも草葺きの民家となっています。

場所：東桜地区地域冷暖房、
地下地冷導管施設、
大曽根雨水調整池

13:30 〜 16:30
日時：2011年10月15日
（土曜日）
参加者：20 名
（会員 5 名、
一般 15 名）
引率者：5 名
（事業委員 4 名、
環境工学委員会 1名）
見学先：東邦ガス1名、
名古屋市交通局 1名、
名古屋市上下水道局 6 名
概要

都市域では地上部にある建築のみが注目されることが多いが、
地下に設
置され都市を支えているインフラにも目を向けていきたい。今回は、
集住
することのメリットを生かすインフラとして地域冷暖房を、
逆にデメリットで
ある都市災害のなかから都市洪水に備えるインフラとして雨水調整池を
見学した。

加賀 I 型、
高田家住宅

地域冷暖房施設は、
平成 17 年に設置された東邦ガス
（株）
「東桜地域冷
暖房」のプラントと導管施設を見学した。プラントはアーバンネットビルの
地下3 階に設置されており、
同ビルとセントラルパーク、
および、
アネックスビ
ルに冷水と蒸気を供給している。冷水と蒸気の導管の一部は、
市営地下鉄
久屋大通駅構内の給排気施設に設置されている。
次に、地下鉄で大曽根駅に移動し、同駅西駅前広場の地下に設置さ
れている雨水調整池を見学した。同施設は、平成 18 年に稼働した容量

34,000m3 の貯留池である。地下13m 〜 29m に設置されており、
幅 50m×
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残念ながら今回の見学では、
加賀 II 型の民家が見つからず、
見学地には

ルートで収集した写真やヒアリングメモを A0 版の模造紙に地図と共に書き

入れられませんでしたが、
昨年度の能登の建築見学企画と合わせると、
町

込み、
班ごとの防災探検マップを 3 作品完成させた
（写真1）
。そして迎えに

家型と加賀地域の特殊解として白峰型の民家を含めて石川県の民家型が

来られた親御さんたちと一緒に、
防災探検マップを使いながら探検内容の

網羅できたかと思います。

報告を班ごとに行った。①班の作品は写真をふんだんに用いた美しい仕上

今回の加賀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

がりに、
②班の作品は富山消防署等で収集した情報を元にクイズ形式に、

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

③班の作品はヒアリングメモや現地で感じたことを文字で書き込むといっ

いて一考する良い機会となったと思います。

た、
それぞれ個性豊かな素晴らしい作品に仕上がった。最後に富山大学

村田一也、
森原崇／石川工業高等専門学校建築学科
テーマ：第7回 集合！みんなはたてもの探偵団

身近な建物や町並みに興味を持ちながら、
都市の安全・防災・防犯を考
えることを目的に、
小学生を対象とした町並み探検のワークショップ「第 7

芸術文化学部渡辺雅志氏が作成した記念品
（写真 2）
を参加した小学生一
人一人に渡し、
集合写真
（写真 3）
を撮影した後 17 時に成功裏に終了した。
秋月有紀／富山大学、
北陸支部富山支所
テーマ：越前若狭の建築文化探訪

回集合！みんなはたてもの探偵団」を、
去る2011年10月29日
（土）
に富山市

「勝山の民家見学と講演会」
第1回

で実施した。

13 時半〜講演会）
日時：11月13日
（9 時半〜見学会、

10 時に富山駅前 CiC3 階富山市民交流館学習室に集合し、
まず富山市
の町並みや防災対策などワークショップの全体説明を行い、
その後探検を
行う調査地域の特徴や歴史・ハザードマップ・ヒアリングする施設や建物

会場：勝山市
（見学：旧木下家住宅
（国重文）
、
講演：はたや記念館ゆめ
おーれ勝山）
報告

の説明を行った。そして安全ベストを着用後、
デジタルカメラ・筆記用具・

見学会／旧木下家住宅
（国重文）

弁当などを持参して富山市内の 3 箇所に向けて班ごとに出発した。参加し

参加者：20 名

3
た小学生は 4・5 年生の 8 名で、
①東岩瀬の町並み探検
（どらやきチーム）

9 時 30 分、
現地集合。
いろり火の煙が漂う中、
国重文指定に伴う調査を担当

2
名、
②富山県庁〜 JR 富山駅周辺の町並み探検
（四つ葉のクローバー班）

した福井工業大学教授・吉田純一氏
（福井支所長）
が当家の特徴や見どこ

名、
③富山消防局〜富山大学周辺の町並み探検
（CCレモン防災探検隊）

ろについて解説。

3 名に分かれて行動した。それぞれの班には、
安全確保と写真撮影補助の
ため、
建築学会員 2 名と富山大学人間発達科学部学生 2 名が付き添った。

建築関係者や一般の方々、
学生、
子どもたちなどの参加があり、
盛況で
あった。

ヒアリング先の警察署などでは、
地域の安全・防災・防犯にどのように取り
組んでいるか、
子ども達が直接関係者に質問し、
はしご車試乗や消防服着
用などさまざまな体験を行った。当日は天候も良く、
探検時に立ち寄った
カナル運河沿い・富山城址公園・総合運動公園で班ごとに楽しく歓談し
ながら昼食を取った。

13:30 頃に全員が富山市民交流館学習室に戻り、
約 2.5 時間かけて、
探検

はたや記念館ゆめおーれ勝山講演会

講演会＋パネル展示会

会場：はたや記念館ゆめおーれ勝山
参加者：35 名
写真 1｜防災探検マップ作成風景

演題「蘇った古民家 小原古民家修復活動」
講師：吉田純一氏

13 時 30 分〜 14 時 30 分

平成 18 年度から継続中の小原集落の再生・

活性化をめざす ECOプロジェクトにおける福井工業大学生による古民家
修復活動の成果や意義、
教育的効果などについて報告。その後、
今年度活
動に加わった学生たちも加わって会場から質問や意見をもらいながらフ
リートークを行い、
和やかな雰囲気のなかで盛況であった。また講演会に
合わせたパネル展示会も同会場にて行った。
吉田純一／福井工業大学

（筒部分には賞状が入り、
さらに回転させると点灯する懐中電灯にもなる）
写真 2｜記念品

近畿支部
テーマ：見学会
「旧大阪市立精華小学校」

9月29日
（木）
、
日本建築学会近畿支部建築文化週間事業として、
大阪市中
央区の旧大阪市立精華小学校の見学会を、
大阪市教育委員会の協力も得
て開催した。1929
（昭和 4）
年に竣工した鉄筋コンクリート造地上 4 階地下1

1909
階の学校建築で、
施工は松村組による。設計者の増田清は、
（明治 42）
年に東京帝国大学建築学科に入学し、
構造家の佐野利器に影響を受け

1935
た。卒業後、
（昭和 10）
年頃まで大阪を中心に設計活動を展開し、
鉄筋
コンクリート構造の可能性を追究、
大阪の鉄筋コンクリート造小学校建築
（背景のホワイトボードには防災探検マップ 3 作品を展示）
写真 3｜全員写真
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た、
まさに「地域の学校」であった。小学校は 1995 年 3月に閉校されたが、

2004 年には 1 階北側を精華小劇場として
その後は精華学習ルームとして、
改修し、
市民の生涯学習に広く活用されてきた。
まず教室で資料の配付と概略の説明を行い、
屋上から見学を開始し

四国支部
テーマ：地域遺産を活かした地域再生―地域に残る近代期の森林鉄道遺
産をどう活かすか

た。南海難波駅のすぐそばで、
にぎやかな戎橋商店街に出入口をもつ立地

平成 23 年11月5日
（土）
、
高知県安芸郡田野町ふれあいセンターで日本建

条件が、
屋上から体感できる。4 階北側の講堂はダイナミックなアーチ状の

築学会四国支部建築文化週間事業、
「地域遺産を活かした地域再生・地

梁が印象的な大空間である。開口部のアルミサッシへの取替えをはじめと

域に残る近代期の森林鉄道遺産をどう活かすか」と題してシンポジウムを

して、
小学校として長年利用される中で改造部分も多いが、
普通教室の内

開催した。

1 階南側の幼稚園遊戯室
装や廊下側開口部の建具類、
音楽室
（唱歌室）
、

高知県東部の中芸地域は明治時代初期から昭和時代中頃にかけて日

等は、
当初の姿をよく伝えている。地階は、
閉校前は設備関係諸室や給食

本三大美林と呼ばれる魚梁瀬杉の森林資源を伐採搬出し、
官営の森林鉄

室、
倉庫等に使われていたが、
竣工時には特別教室が多く配されていた。

道で海岸域から京阪神に運搬して繁栄した時期があった。森林鉄道は木

今もその面影が残る室があり、
廊下のガラスブロックによるトップライトも

材だけでなく、
地域住民の足として生活にも利用され、
森林鉄道に対する
思いは、
今も多くの人々の心に残されている。平成 21年 6月、5 町村にまた

健在である。
今年 3月で一般利用は停止され、
大阪市は平成 25 年度までに処分する

がる森林鉄道遺産 18 物件が「旧魚梁瀬森林鉄道施設」として国重要文化

計画である。大阪市内の戦前期に建設された鉄筋コンクリート造の学校建

財に指定された。全国初の5 町村広域連携の重要文化財の保存活用につ

築は、
近年急激に減少した。地域の教育への熱意が表れ、
建築的にも数々

いて、
指定物件を活かした地域再生についてさまざまな視点で検討する場

の工夫が見られる精華小学校は、
大阪の近代を語る遺産として、
保存しな

となった。

がら活用することが強く望まれる。見学後の意見交換においても、
精華小

最初に基調講演で北海道大学観光学高等研究センター教授の西山徳

学校ひいてはモダニズム建築の歴史的価値と保存に関する意見が多く聞

明氏から、
「世界遺産に学ぶ文化資源の生かし方」と題して、
ユネスコ世界

かれた。

遺産条約の作業指針から見えること、
人の住む文化遺産であるリビングヘ
橋寺知子／関西大学、
近畿支部近代建築部会主査

リテージとエコミュージアム、
歴史文化基本構想の取り組みへの誘いの内
容でお話があり、
文化遺産を活かした地域活動についての提案があった。
事例報告では NPO 法人 J-heritage 理事長の前畑洋平氏から廃墟という

中国支部
テーマ：
「省エネルギーで快適に暮らすための取り組み― 建築・都市の低
炭素化実現に向けた連続シンポジウム 第二回―」

名の産業遺産の紹介、
ヘリテージツーリズムと産業遺産活用、
産業遺産保
存活用の意義と課題について、
全国に残る遺産の事例を交えて保存と活
用について事例報告があった。阿部経済研究所の阿部智晃氏からは「数

2009 年12 月、建築関連 17 団体は「提言：建築関連分野の地球温暖化対

字で見る日本と高知県の経済」と題して、
日本と高知県の経済を数字で見

策ビジョン 2050」を発表し、2050 年までに、
建築・都市を含めた建築関連

る、
高知県東部の経済を数字で見る、
森林鉄道観光を数字で見るなど普

分野全体としてカーボンニュートラル化を実現することを提言した。それ

段はあまり意識しない数字からの視点報告があり、
今後の四国の方向性

を受けて、
日本建築学会は 2010 年 4 月に「地球温暖化対策アクションプラ

を示唆する内容となった。

ン策定特別調査委員会」を設置し、
ビジョン 2050 実現に向けての行動計
画の策定に着手した。行動計画の策定において特に重要なことは、
その実
行の担い手である各地域が、
いかに主体的にこの問題に立ち向かい、
また
互いに連携を図るかということである。その主旨から、
日本建築学会は、
各
支部を基点とした連続シンポジウムの開催を企画した。

10月22日
中国支部では、2011年度の建築文化週間行事として、
（土）
に
同シンポジウムを開催し、60 名の参加者を得た。はじめに、
基調講演とし
て、
東北大学大学院教授の吉野博氏より、
「サステナブルな建築環境の理
念」と題し、
地球温暖化問題の現状、
日本のエネルギー消費の実態から海
外での対策状況などが説明され、
建築物における具体的取り組みとしてゼ

4 人の講師による地域再生提案

ロエネルギービルの事例が紹介された。
続いて、
中国地域における取り組みとして4 題の講演を得た。広島工業

地
シンポジウムでは、NPO 高知文化財研究所代表の溝渕博彦を交え、

大学教授の清田誠良氏からは、
「広島市の特性とその対策」と題し、6 河川

域観光への導入への方法、
地域遺産観光の運営主体、
今後の地域づくり

が南北に貫流する広島市街地における都市熱環境の特徴が示され、
海風

への提案等の具体的内容でさまざまな実践的提案について3人の講師を

を有効活用する建築・都市空間の提案がなされた。広島県住宅課の猪野

交えた議論となった。最後に地域の若手で林鉄テーマソングを作詞作曲

宏正氏からは、
「広島県のエコ住宅」と題して、
公営住宅の管理の視点か

した単三 withYK が「魚梁瀬森林鉄道

ら、
環境対策を含むさまざまな要求性能について紹介がなされた。また、

た全体の交流で閉幕した。

今日もいく」を発表し、
歌を交え

広島市環境局の江川寛氏からは、
「広島市の地球温暖化対策について」と

地域では少子高齢化と過疎化が進み地域が衰退している。地域の活性

題し、
市役所庁舎を初めとする未利用エネルギー活用の取り組みや、
家庭

化は今後の大きな課題であり、
地域再生に向けての新たな提案が必要で

への教育普及活動が報告された。さらに、
広島県環境保健協会の岩見潤

ある。今回のシンポジウムから地域遺産を活かした地域再生や歴史まち

治氏からは、
「TEAM MATE ひろしまの取り組み」と題し、
住民を巻き込ん

づくりへの活動など、
住民や行政を交えたさまざまな場での提案と実践が

だ草の根的な啓発・普及活動が紹介された。

必要であると感じた。

講演終了後、
吉野氏を除く4 名の講師が登壇し、
筆者がコーディネータと

溝渕博彦／ NPO 高知文化財研究所代表、
四国支部副支部長

なり、
パネルディスカッションを行った。
補助金に頼らない既存建築物の省
エネ改修の方策や、
県と市の取り組みの方向性の違い、
背景にある人口減
少問題などについて質疑が行われ、
最後に研究者の成果が十分に政策に

九州支部

生かされないなど、
環境問題に携わる当事者相互の情報交換の重要性が

テーマ：大分のまちと建築―過去から未来へ

指摘された。

駅高架化にともなう大分駅周辺総合整備事業の進展により、
大分市中心
西名大作／広島大学
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それぞれ固有のまちづくり・都市計画の意図の読み取り方をご講演いた
だいた。続いて島岡
（日本文理大学）
が「大分中心街のまちの歴史と近代
建築」について主として歴史的な補足説明を行った。

見学会で市民へ説明

ないためには、
その歴史を改めてふり返ってみる必要がある。特に、
大きく
変貌した戦後の都市計画の中で、
一見失われたかのような歴史や自然と
の関わりも、
いくつかの重要な場所や建築において再び見出すことは可能
である。

西村幸夫先生とパネリストの先生方

講演会場の様子

このような視点から大分のまちを見直し、
その歴史的変化と近代建築
を、
都市の歴史的生を紡ぐものとしてふり返り、
その未来の可能性を探るこ
とを目的として、
見学会と講演会が 2011年10月29日
（土）
に開催された。
見学会：大分市アートプラザと磯崎新建築コーナー

その後、
パネルディスカッションが行われ、
鈴木義弘先生
（大分大学）
か
らは歩行者空間優先のまちづくりの重要性が、
西村謙司先生
（日本文理
大学）
からはまちのアイデンティティ形成の課題が指摘された。こうした議

60 年代以降大分に建設された磯崎新氏の建築作品と、
現在大分市に集積

論を踏まえ、
西村浩先生
（株式会社ワークヴィジョンズ）
からは、
ご自身が

する氏のアーカイブズの意義を確認するため、
午前中大分市アートプラザと

関わる大分都心南北軸整備事業において提案されている中央通のトラン

3 階の磯崎新建築コーナーの見学会を行った。ここでは、
日本文理大学と

ジットモール化の意義を説明された。また、
西村幸夫先生からは、
都市空

大分大学の大学院生が主体となり、
一般の市民の方々に対し、
大分におけ

間の変化の中で歴史的に継承する仕方の洋の東西の違いのご指摘もあっ

22 名の参加者があった。
る磯崎建築の歴史とその価値の説明が行われた。

た。会場には一般の参加者の他、
学生や大学関係者、
行政関係者など90

まず基調講演として西村幸夫先生
（東京大学）
より
「まちの読み方・歩き

うえで有意義な内容が確認された。

講演会
「大分のまちと建築―過去から未来へ―」

名が参加し、
変貌しつつある大分市中心街の在り方を今後市民が議論する

方―都市空間の読解法」と題して、
大分も含むいくつかの都市における

島岡成治／日本文理大学

好評発売中

2011 年度 日本建築学会設計競技優秀作品集

時を編む建築
A4 判／ 130 頁／定価 2,625 円（税込）
A
ISBN 978-4-7655-2557-2

日本建築学会 編

2011 年度
「日本建築学会設計競技」
の優秀作品集が発売されました。
今回も、391 作品の中から審査を経て入選した優秀作品を、
講評とともに掲載しました。
建築家を目指す若い設計者、学生の皆さんは、
ぜひ参考にしてください。
◆お近くの書店または直接出版社にお申し込みください。
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