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活動レポート
建築文化週間2012開催報告
（本部主催）

松氏は文化首都をつくる際に、
異なる文化の軋轢をまとめるEU の手法に
学ぶべきものがあることを指摘し、
ローマ都市のようなパッケージ化を避
ければ期待が持てると応じた。討議は、
次第に首都と地方という問題を飛

日本建築学会建築文化事業委員会

び越え、
東アジアにおける日本の首都の位置づけという問題にまで至った

建築夜楽校2012

が、
それは 20 世紀における国民国家の首都に対する、21世紀の国境が希

2012 年10月4日
（木）
と11日
（木）
をそれぞれ第1夜、
第 2 夜として、
田町の建

薄化された世界における首都の議論であったからといえよう。八束氏の、

築会館ホールにて、
建築夜楽校 2012 が開催され、
大テーマ「21世紀の首

一点集中された首都機能より、
脳が神経系に拡散された首のない「無頭都

都」のもとに二夜に渡る活発な討議が行われた。また関連企画として10月

市」に興味があるという発言とも連動する、20 世紀的な首都を乗り越える

2日
（火）
〜 10月16日
（火）
にかけ、
建築博物館ギャラリーにて「21世紀の首

議論であった。

都」
展が開かれた。昨年のテーマ「3.11以後の日本」を受けつつ、
さらにそ
れを具体化し発展させる形で浮かび上がってきたものである。

第 2 夜は「21世紀の首都論」と題して、
プレゼンテーターに磯崎新氏
（建
築家、
（株）
磯崎新アトリエ代表）
、
御厨貴氏
（政治学者、
放送大学教授）
、
太

首都をテーマとした背景には大きく三つの理由があった。第一に災害時

田浩史氏
（東京大学生産技術研究所講師）
、
コメンテーターに門脇耕三氏

の首都機能問題。一極集中する東京に大災害が訪れるリアリティが高まっ

（明治大学専任講師）
を迎え、
モデレーターを松田が務めた。太田氏は、
中

たことがある。第二に大阪都構想の可能性。日本における2 つ目の「都」で

小都市で盛んなシビックプライドの概念と重要性を紹介し、
効率性が要求

あり、
「副首都」が生まれる可能性が高まったことがある。第三に建築界に

され、
公共空間の少ない首都東京が、
シビックプライドを持つことは可能

おける1960 年代再考の進展。国家と建築家の関係や、
国土計画の問題が、

か？と問題提起した。御厨氏は、
都知事論に焦点を当て、
これまでのような

ここ数年議論される土壌が出来上がってきた。そこで 2012 年を通して大

文化人都知事や知識人都知事は、
今後、
都の財政が豊かでなくなると務ま

きな問題構成として浮かび上がってきた
「首都」をテーマとして取り上げる

らなくなり、23 区が独立するなど広い東京が解体に向かうだろうことを指

ことにした。

摘した。磯崎氏は、
城壁で囲われた領域を持つ都市国家としての「都市」
、

第1夜は「首都と地方のグランドビジョン」と題して、
プレゼンテーター

城壁を取り壊し外部の領土化を前提とした近代国家の「大都市＝メトロポ

に八束はじめ氏
（建築家、
芝浦工業大学教授）
、
佐々木雅幸氏
（大阪市立

リス」
、
都市化が進行し領土化が終わった時代の「超都市＝ハイパーヴィ

大学教授、
大阪市立大学都市研究プラザ所長）
、
重松象平
（建築家、OMA

レッジ」と都市を分類し、
近代国家が統治のために必要とした首都がメトロ

パートナー）
、
コメンテーターに日埜直彦氏
（建築家、
日埜建築設計事務所

ポリスの終焉とともに存在意義を失ったことを指摘した。

主宰）
を迎え、
モデレーターを松田が務めた。重松氏は、
リニア開通に合わ

後半は、
門脇氏に加わって頂き、
国家論や天皇論も絡む重厚な首都論

せて、
東京 -大阪を一時間で端から端まで移動できる一つの巨大なメガシ

が討議された。議論の大きな焦点は、
首都が強化されるのか解体される

ティとして捉えるという大胆な構想を提示した。佐々木氏は、
グローバルシ

のかという点であった。太田氏は、
首都性が犠牲にしたシビックプライドを

ティに変わる創造都市の可能性を提示するとともに、
アジア版文化首都を

取り戻すため、
東京が解体の方向に向かうべきことを主張した。磯崎氏は、

考えた際に、
東京が東アジア文化圏における文化的首都の役割を果たせ

EU の首都が大国の隙間や小国にあること、
マカオ沖の「海市」がアジア共

るのかと問題提起をした。八束氏は、
自身の「東京計画 2010」を「例外状

同体の首都を目指していたことを挙げつつ、
首都をあえて弱いところ、
揉め

態のメガロポリス」と位置づけつつ、
少子高齢化のような前例のない「例外

ているところに持っていくべきだと唱えた。首都を限定した領域に圧縮す

状態」における思考実験の必要性を唱えた。

る可能性を示唆した御厨氏は、
それが首都強化ではなく、
副首都や首都機

後半は、
建築家の日埜氏に加わって頂いた。日埜氏は、
丹下 - 磯崎 - 八束

能移転とセットになった首都解体の方向性であることを示した。
集積メリッ

という系譜の中で、
次第に首都が空間的なイメージから外れてきたことを

トの放棄により競争力が失われることは危惧されないかと問いを立てた門

指摘しつつ、
首都に対して誰が空間的な構想力を発揮するのかという問

脇氏に対し、
磯崎氏は毎週国会議員が飛行機でブラジリアに通うブラジル

いを立てた。佐々木氏は、
国民国家の首都として生まれた集権的な都市

の例を挙げつつ、
首都の移動こそが再活性化につながると応じ、
御厨氏は

像は、21世紀にはあまり意味がない、
と文化的首都の重要性を唱えた。重

集積のメリットをずっと守るだけではなく、
次の一手として首都の移動を考
える必要性があると論じた。これらの議論を踏まえ、
筆者は今回の夜楽校

20 世
の討議において、
解体する首都、
移動する首都、
柔らかい首都という、
紀的な首都の絶対性を乗り越えるヴィジョンが現れてきたことをまとめた。
「21世紀の首都」
展には、
磯崎新氏、
八束はじめ氏、
御厨貴氏、
太田浩史
氏、
日埜直彦氏、
重松象平氏、
門脇耕三＋南後由和氏
（社会学者、
明治大学
専任講師）
が出展し、
様々な視点から首都に光が当てられる展示が行われ
た。磯崎氏は、
自身による都市の類型を背景に、
福島の移動国会に至る流
れを展示した。八束氏は、
芝浦工業大学とモスクワ建築大学の共同による
建築夜楽校 2012 第 1 夜

建築夜楽校 2012 第 2 夜

メガフロートによる
「バックアップシティ」を展示した。御厨氏は、
首都につ
いて触れた自身の著作を展示し、
太田氏は東京の年表と世界の広場分析
を展示した。日埜氏は、
写真とテキストにより首都への空間的な構想力の
必要性を示す展示を行った。
重松氏は、
「新しいシルクロード」としてアジア
ハイウェイが東京に至り、
さらに被災地に向けて延びる広域ヴィジョンを
提示した。門脇氏と南後氏は「横浜ハーバーシティ・スタディーズ」の成果
を、
首都論の文脈で再解釈した展示を行った。出展者による展示は、
二夜
の議論を視覚的に補足し読み解くものとなり、
シンポジウムと展示が連動
して、
「首都」を建築界の問題として取り上げることとなった。

建築夜楽校 2012 関連企画展
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東京ウォッチング2012
「渋谷駅」

学生ワークショップ2012

10月29日
（月）
、
渋谷駅東口に 4 月に竣工した
「渋谷ヒカリエ」
前に参加者約

2012 年10月6日
（土）
と 7日
（日）
に建築会館にて、
学生ワークショップ 2012

40 名が集合。 講師は斉藤理氏
（山口県立大学准教授、
建築史）
と小笠原

が開催された。5月に関東近郊の建築学生有志によって運営委員を組織

で担当。徐々に形を変える渋谷駅東口の様子を見ながら東京ウォッチング

し、
秋の本番に向けて様々なイベントを企画、
開催した。今年はモノづくり

開始である。

に重点を置いた昨年を引き継ぎつつ、
「2012 年の茶室」と題して募集した

今回は東急電鉄の協力を頂き渋谷ヒカリエ内会議室にて東急電鉄樺幸

茶室コンペを中心に、
学生へのフィードバックを意識した企画を行った。

世氏より渋谷の街の紹介と同社による渋谷駅周辺の開発状況更に今後の

最初の企画として、7月9日に「Arts & Life：生きるための家」で最優秀

地域的可能性についてミニレクチャーをいただく。そして上層階へ移動し

賞を受賞した山田紗子氏と403 architecture
［dajiba］
の辻琢磨氏をお呼び

企業フロアの見学とそこから周辺の地域を見下ろす。豪華な設備と眺めに

して、
「自力建設／茶室／批評性」と題してレクチャーとディスカッションを

参加者から感嘆の声。

行うプレイベントを開催した。また 8月9日には、
茶室コンペの一次審査を

東急東横線との接続工事が続く地下鉄副都心線渋谷駅を抜け 13 年 3

公開審査で行った。通常のコンペでは作品を応募しても、
一次審査に通過

月末での営業終了が決まっている渡辺仁設計の東急百貨店東館へ。外観

しなければ、
作品に対するフィードバックを制作者が得られずに終わるこ

を斉藤氏が解説、
竣工当時の姿が残る階段室を通り屋上へ。東館、JR 線、

とが多い。そこで今回は、
一次審査から公開審査にすることで、
全ての応募

地下鉄銀座線との交錯する関係を紹介する。

者に何かしらのフィードバックがあるように企画した。また一次審査後に学

渡り廊下を経て西館内へ。かつての玉電ビルの説明やそこに増築され

生イベントとして、
ワークショップ形式で全作品に学生がコメントを付ける

た旧東横劇場の空間が現在食堂街となっているのを確認、
南館屋上へ移

学生イベントを行い、
そこで学生賞を決定。全てのコメントは制作者に渡す

動。渋谷駅西側の風景やすり鉢状の地形が再度確認できる。西館 2 階の

予定だ。作品数も昨年の約三倍である32 作品が集まり、
充実したイベント

JR 玉川口改札前では旧玉電の痕跡残る名称を指摘、
井の頭線や銀座線

となった。その後、
一次審査通過作品と学生賞受賞作品は、
スピンオフ企

の連なる軸線を感じてもらう。

画として銀座のART FOR THOUGHT のスペースをお借りしての作品展

ハチ公口へ移動し設置されている東急電鉄 5000 系車両、
通称「青がえ
る」
前にてしぶちかの説明。道玄坂の位置関係と都市の姿の変遷がイメー
ジしてもらうにいいポイントでもある。
そして渋谷東急プラザ前から坂倉準三による東急百貨店西館増築の様
子と南館を見つめる。山手線で駅の東西を同一資本の百貨店が展開する
事例が渋谷駅のみであり、
東急電鉄の歴史的な経営の経緯によるもので
あることを小笠原から指摘、
坂倉の渋谷計画の意味がここに至り理解でき
るようになる。駅内部を抜け東口にて渋谷駅デザインとヒカリエの説明、
さ
らに渋谷川について。川の上に東急電鉄東横線渋谷駅と東急百貨店東館
が建設されていることをデッキの上から体感してもらう。
日本初の公営分譲マンションとして知られている宮益坂アパート前へ移

2012.6.25
日本建築学会文化事業委員会
担当委員 藤村龍至
田中元子
学生委員委員長 清水岳

2012年度建築文化週間
学生ワークショップ
プレイベント企画

自力建設／茶室／批評性
日本建築学会では、毎年10月に建築会館を舞台に開催される
「建築文化週間」にて、建築を学ぶ学生を対称とした「建築文化週間ワークショップ」
を企画しています。今年度は自力建設可能で、茶室としての機能を備え、2012年の建築として批評性を備えた
「2012年の茶室」をテーマに作品を募集しますが、

「自力建設／茶室／批評性」について話し合うための議論の場を設けます。
今回はそれに先立つプレイベント企画として、若手建築家をお招きして
日時：2012年7月9日 18:30~21:00

開場18:20

場所：建築会館（港区芝5-26-20）
対称：誰でも参加可

建築会館
ローソン
ローソン

事前申し込み不要／無料／定員50名程度

都営浅草線三田駅

田町駅西口

18:30~
18:40~
19:10~

学生ワークショップとコンペの主要説明
403 architecture[dajiba] 辻琢磨氏
山田紗子氏によるレクチャー

19:40~

学生ワークショップ委員による茶室見学会報告

20:00~

ワークショップ１：グループ・ディスカッション

20:30~

ワークショップ２：オープン・ディスカッション

21:00

終了

首都大学東京

終了後、希望者で懇親会を行います

動。古ビルに見えるが端々にモダンなデザインが残りかつての高級アパー

辻琢磨

恕庵

Takuma Tuji

1986年生まれ
2010年横浜国立大学建築都市スクールY-GSA修了
403 architecture共同主宰

トの名残が各所に見える。

山田紗子

Suzuko Yamada

1984年生まれ
2005-2006 Department of Environmental Design, University of California, Berkley
2007年

慶應義塾大学環境情報学部卒業

2007-11年

ヒカリエに戻り参加者と意見を交わしながら最後に総括。非常に狭いエ
リアにこれだけのストーリーが隠れておりそれを読み解くだけでも大変な
分量になり刺激的な半日、
鉄道と百貨店という切り口から渋谷のダイナミ

頭陀寺の壁／403 architecture

家族の生きるための家／山田紗子

「小さな建築を1/1で制作する 〜2012年の茶室〜」
http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2012/ws2012.pdf

藤本壮介建築設計事務所勤務

2011年-

東京芸術大学大学院

2011年-

個人の設計活動を開始, SDレビュー2011 入賞

北川原研究室在籍

日本建築学会建築文化週間学生ワークショップ2012
https://www.facebook.com/groups/101049766699930/

プレイベントのポスター

茶室コンペ応募作品展

けんちく体操の様子

ART FOR THOUGHT 展示風景

ズムを知るにいい機会となった。今回の東京ウォッチングでは東急電鉄の
皆様には多大なるご支援を頂戴し、
ここに御礼申し上げる次第です。
小笠原伸／白鴎大学ビジネス開発研究所専任研究員

日本建築学会

建築文化週間

日本建築学会

学生ワークショップ 2012「小さな建築を 1/1 で制作する」

建築文化週間

学生ワークショップ 2012「小さな建築を 1/1 で制作する」

けんちく体操

ゲストレクチャー

身体を動かして、建築を楽しく学ぶ「けんちく体操」ワークショップ！

NOIZ ARCHITECTS

豊田 啓介

「デジタルファブリケーションによる新しい茶室の可能性」
日時

2012 年 10 月６日 ( 土 )
12:30 開場

会場

2012 年 10 月7日 ( 土 ) 10:00-12:00
建築会館ホール （東京都港区芝 5-26-20）
ＪＲ田町駅／都営地下鉄三田駅より徒歩３分

無料／申込み不要

13:00-15:00

13:00 開演

無料／申込み不要

[ その他の企画 ]

13:00-14:00 ゲストによるレクチャー
14:00-15:00 ワークショップ形式のディスカッション

建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20）
ＪＲ田町駅／都営地下鉄三田駅より徒歩３分

入場

[ その他の企画 ]
10/6 18:30- 学生交流会
21:00- 起こし絵図ワークショップ
10/7 13:00-「2012 年の茶室」コンペ 二次審査
（けんちく体操ワークショップ〈企画中〉
）

13:00- 豊田啓介氏レクチャー
18:30- 学生交流会
21:00- 起こし絵図ワークショップ
10/7 13:00-「2012 年の茶室」コンペ 二次審査

日本建築学会では、毎年 10 月に建築会館を舞台に開催される建築文化週間
にて、建築を学ぶ学生を対象としたワークショップ「建築文化週間ワーク

DIGITAL TEA HOUSE / UTDA+GSAPP

ショップ」を企画しています。今年度は「2012 年の茶室」というテーマで
日本建築学会では、毎年 10 月に建築会館を舞台に開催される建築文化週間

作品を募り、実際に 1/1 の小さな建築を制作する機会を提供しています。

豊田啓介 ｜ Keisuke Toyoda

にて、建築を学ぶ学生を対象としたワークショップ「建築文化週間ワーク
学生企画として、チームけんちく体操の皆さんを講師にお招きしての「けん

ショップ」を企画しています。今年度は「2012 年の茶室」というテーマで

１９７２

千葉県生まれ

ちく体操」ワークショップを開催します。けんちく体操とは、建築物を模写

作品を募り、実際に 1/1 の小さな建築を制作する機会を提供しています。

１９９６

東京大学工学部建築学科卒業

１９９６−２０００

する体操です。
学生による関連企画として、ゲストに豊田啓介氏をお招きしてレクチャー

２００２

人々が建物を意識するきっかけとなり、「人々と建物」のより良い関係とよ

をしていただき、参加者との議論の場を設けます。豊田氏は日本における

２００２−２００６

りよい社会を育む「けんちく体操」。これからの建築のあり方に対する新し

コンピューテーションデザインとデジタルファブリケーションの先駆者で

い可能性も感じることが出来るでしょう。第二次公開審査会と合わせて、皆

あり、2010 年 8 月にはコロンビア大学と東京大学の合同ワークショップ

さまの参加を心よりお待ちしています。

「Digital Tea House」の企画・運営をされています。

２００７

安藤忠雄建築研究所
コロンビア大学建築学部修士課程 (AAD) 修了
SHoP Architects (New York)
noiz / architecture, design & planning を共同主宰

現在、台湾国立交通大学建築研究所助理教授、
東京藝術大学芸術情報センター非常勤講師

「茶室」というテーマにとどまらず、デジタルファブリケーションを用いた
建築の新しい可能性についての考える貴重な機会となることでしょう。
日本建築学会建築文化週間学生ワークショップ2012
https://www.facebook.com/groups/101049766699930/

渋谷ヒカリエ
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けんちく体操のポスター

日本建築学会建築文化週間学生ワークショップ2012
https://www.facebook.com/groups/101049766699930/

豊田啓介氏講演会のポスター

2013/01/25

8:47:22

JABS｜vol.128 No.1641｜2013.02

活動レポート

067

文庫蔵、
土蔵、
作業所
（RC
明治 40 年代の木造の高砂酒造事務所・住宅、
造 3 階、
昭和 4 年 /1929）
を見学した。最後に旧国鉄旭川車両センター跡地
の旭川合同庁舎
（SRC 造 6 階、
黒川紀章建築都市設計事務所、
平成 20 年

/2008）
、
旧木機乾燥場・旧第 2 木機職場
（煉瓦造平屋、
明治 32 年 /1899）
を
活用した旭川市市民活動交流センター CoCoDe を見学し、
「建築散歩〜
北彩都・旭川編」を総括し解散した。講師の川島洋一委員
（東海大学）
の
解説は歴史的建造物の変遷を軍都として発展した旭川と対比させて有意
金賞「うつろいの間」
（芝浦工業大学チーム）銀賞「Super Flat （
」千葉工業大学チーム）

義であった。旭川の歴史的建物の保存を考える会の皆様には受付、
進行、
写真記録等に大変お世話になりましたので記して謝意を表します。
羽深久夫／支部歴史意匠専門委員会主査

示も行った。

10月6日に Noiz Architects の豊田啓
学生ワークショップ 2012 当日には、

テーマ：地震防災体験学習 in あっけし

10月7日には米山勇
介氏をお呼びしての講演会や学生交流会を開催し、

2012 年10月20 日に厚岸町真龍小学校を会場に標記事業が開催された

氏、
田中元子氏、
大西正紀氏をお呼びしてのけんちく体操と茶室コンペの

（参加者45 名）
。
厚岸町は、
標津断層帯による震度 6 弱の揺れが予想される

最終公開審査会を開催した。

地域である。また、
昨年の東北地方太平洋沖地震津波でも被害が発生し

最終審査会では、
一次審査を通過した 4 作品が1 ／ 1で制作され建築

ていることから、
地震防災対策に積極的に取り組んでいる。

会館のイベント広場に現れた。
公開審査によって金賞、
銀賞が決定し、
受賞

体験学習は、
北海道支部都市防災専門委員会の草苅敏夫主査
（岡田成

10月25日〜 29日にかけて、
した 2 作品は、
銀座三越にて展示され、
実際に

幸支部長代理）
の開会挨拶及び若狹靖町長の開催地挨拶で始まった。続

茶席として使用された。

いて、
支部学会員による
「地震と建物の耐震性の話」
「耐震診断の話」
、
「室
、

1 ／ 1の制作
今年は、
学生へのフィードバックを意識した企画によって、

内の安全対策の話」があり、
その後、
会場近くの住宅を対象に簡易耐震診

を中心に学生が建築を学ぶ場を建築学会のイベントとして提供できたの

断を行った。また、
小学生 8 名は同住宅の室内診断を行った。診断を終えて

10 年前に始まった頃の「Archi-TV」に
ではないだろうか。しかし一方では、

会場に戻り、
厚岸町に予想される震度に対する建物被害状況及び家具転

あった、
かつての賑わいが見られなくなったという意見もあった。今後は、

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

建築を学ぶ場と学生による賑わいという2 つの要素を両立したイベントに

について話し合った。グループ毎の発表では、
耐震診断のポイント、
診断
結果が報告された。また、
今日から始める対策として家具の配置の点検や

なることを期待する。
清水岳／早稲田大学古谷誠章研究室修士 1年

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
た避難食や地元特産品を利用した避難食を試食しながら災害時の食事

建築文化週間2012開催報告
（支部主催）

や地震の備えについて話し合った。最後に共催者の地方独立行政法人北
海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合研究所の大柳佳紀企
画調整部長からの挨拶をもって終了した。

日本建築学会
北海道支部
「建築散歩〜北彩都・旭川編」
テーマ：歴史的建造物の見学

今年度北海道支部企画の歴史的建造物の見学会は、
「建築散歩〜北彩
都・旭川編」というテーマで、
近代以降道北の要所として発展をとげてきた
都市としての旭川の歴史的発展を、
歴史的建造物の展開に重ね合わせて
みるというねらいがあった。10月13日
（土）
は天候にも恵まれ、
朝 9 時 45 分
に JR 旭川駅西口の旧ターミナルホテル前に集合して、
午前中は東旭川町の
旧松浦家養蚕農家
（木造茅葺 2 階、
明治 42 年 /1909）
、9 条 11丁目の旧宮北

室内の家具の安全対策について話し合う小学生

秀吉邸
（木骨石造 2 階、
大正 4-6 年 /1915-17、
市指定文化財）
、
神居 1 条 1丁目
の旧忠別太駅逓第一美英舎
（木造柾葺平屋、
旧上川郡農作試験所事務所
棟、
明治19 年 /1886、
市指定文化財）
をバス移動して順次見学した。午後は

南慎一／北方建築総合研究所
テーマ：第37回北海道建築賞
（2012年度）
表彰式・記念講演会

13 時 30 分に新装なった JR 旭川駅前に集合して、JR 旭川駅舎を見ながら

建築文化週間のイベントとして、
今年も北海道建築賞表彰式・記念講演会

徒歩で移動して、
国登録有形文化財の上川倉庫蔵囲夢
（上川倉庫事務所、

11月2日
18:00より、
が、
（金）
北海道大学の「遠友学舎」で開催された。北大

木造 2 階、
大正 2 年 /1913。大雪地ビール館、
煉瓦造平屋、
大正 2 年 /1913。
コ

キャンパスの北の一角に建つ遠友学舎には、
三々五々と一般市民や学生、

レクション館、
煉瓦造平屋、
明治 36 年 /1903。デザインギャラリー、
煉瓦造

教員さらには建築業界関係者が集まり、
定刻の18 時には、70 名を超える

平屋、
明治 43 年 /1910。リハーサルホール、
煉瓦造平屋、
明治 33 年 /1900。イ

人数が集まった。建築文化週間のイベントになってから7 回目を迎えるが、

ンテリーニ、
煉瓦造平屋、
明治 37 年 /1904。
）
の保存活用事例、
解体された

北海道の晩秋にその年の建築賞受賞作品が表彰され、
受賞者による講演

旧旭川市立日新小学校跡地
（昭和 6 年 /1931 建築、平成 3 年 /1991 解体）
、

会が行われることがかなり定着してきていることが感じられる盛況ぶりと
なった。
岡田成幸北海道支部長の挨拶に続いて、
北海道建築奨励賞：小谷陽次
郎君・作品「陸別小学校」の設計、
同じく北海道建築奨励賞：植田暁君・
作品「TU3」の設計が発表され、
岡田支部長より両君にそれぞれ表彰状と
副賞のブロンズ彫刻が手渡された。
北海道建築賞委員会からは、
主査から
の審査経緯と審査結果、
審査講評の解説が報告された。
応募 10 作品から書類審査を経て6 作品に、
さらに現地審査へ経て、8月

29日の最終審査会において、
評価の視点である
「先進性」
「規範性」
「洗練
度」を視点として長い議論の末達した結論であることが報告された。今回
上川倉庫蔵囲夢における見学風景
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高砂酒造文庫蔵における見学風景

の受賞 2 作品から見えてくることは、
単なる
「空間」ではなく、
建築を使う人
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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。
・福島孝志
（日建設計）
・丸谷周平
（山下設計）
・江尻憲泰
（江尻建築構造設計事務所）
それぞれのプロジェクト

福島氏からは羽田空港のプロジェクトおよび渋谷ヒカリエの紹介があっ
た。羽田空港の紹介では、
設計段階から足場を極力少なくするような構造
計画を提案しており、
学生時代に考えていたことを実現している。また、
渋

表彰式風景

谷ヒカリエでは、3 つの異なる用途が積み重なる建築計画にも係わらず、
心

間が活動する
「場所」をどのように構築するかについての作者のこだわりで

柱および制振部材を上から下まで連層配置することで、
筋の通った設計を

ある。2 つの作品は、
小学校と住宅というジャンルの異なったものではある

試みている。

が、
この「場所」を獲得するために様々な建築技術を洗練させながら用い

丸谷氏からは東部地域振興ふれあい拠点施設の紹介があった。
「省

ている。しかもそれらの技術が、
単に建築性能を達成するためだけに用い

CO2 の先端モデルをつくること」をデザインの骨格としており、
そのため木

られているのではなく、
真に本来、
建築を使う人間にとっての、
人間のため

造を積極的に採用した建築となっている。構造計画は木の温もりが感じら

の「場所」の獲得のために用いられ、
その獲得のためにはどのようであるべ

れるよう鉛直・水平抵抗要素を分離することで、
水平抵抗要素
（外周部）
の

きなのを問いかけているのである。これは、
古典的な命題とも言えるが、
北

木現しが可能となっている。設計者が目指した鉄やコンクリートと同レベ

海道建築賞の評価軸としての規範性の解釈として改めて今回の選考でそ

ルの工法、
一般解としての耐火木造を実現している。

の意味を明らかにすることができた。

江尻氏からは素材と部品の可能性について紹介があった。例えば、
数多

その後、
受賞者による記念講演が行われた。小谷陽次郎君から作品「陸

くある接着剤の特徴を把握するために、
すべての接着剤のせん断実験を

別小学校」
、
植田暁君から
「TU3」について、
それぞれの計画・設計コンセ

行い小建築物への適用を試みたり、
磁石の引張強度を確認し、
接合部に

プトの構築からデザイン表現における試行、
最終決定決定へのデザインプ

それを適用することでリユース可能な仮設建築物を実現している。新たな

ロセスとその意味など、
スライドを見ながらの解説で興味深く作品への理

挑戦として、
竹を用いた住宅を造っており、
今は実験を目的としているが、

解を深めることができた。続いて記念パネルディスカッションに移り、
建

将来どのように発展していくか楽しみである。

築への取り組み姿勢、
地域における公共施設のあり方、
場所
（地域・気候）

トークセッション

への認識、
素材とディテール表現などが会場からの質問も含めて議論され

トークセッションはモデレーターの斎藤公男氏を中心に各々の作品に対す

た。受賞作品を通じて建築を取り囲む言説や課題なども含め、
深く語り合

る質問と、
主に会場からの質問事項を基に行われた。
最後に斎藤氏の経験

う建築文化週間の行事にふさわしい雰囲気が醸成された。

を踏まえ、
「小さなものから大きなものへ挑戦していく過程は非常に重要

小篠隆生／北海道建築賞委員会主査・北海道大学

なことで、
それには常日頃からの想像
（創造）
が欠かせないことである。
」と
述べられた。
中村伸／日本設計構造設計群

東北支部
テーマ：第23回東北建築作品発表会報告

平成 24 年10月6 日
（土）
に、
せんだいメディアテーク7Fスタジオシアターに
て第 23 回東北建築作品発表会が開催された。本発表会は、
東北建築賞作

関東支部
「東京駅、
東京中央郵便局」
テーマ：見学会

品賞応募者に作品についてプレゼンして頂くものであり、
作品賞の1次審

1. 概要

査を兼ねると共に、
学会と地域社会との交流の推進、
建築関係者の研鑽、

・丸の内地区に 2012 年10月に東京駅丸の内駅舎が開業し、2013 年春に東

ならびに東北地方の地域特性に立脚した建築作品の探求を目的としてい

京中央郵便局が開業を予定しています。日本の中心の丸の内地区に歴史

る。本年度は小規模建築物部門 10 作品、
一般建築部門 12 作品の計 22 作

的建築物の保存を考慮した 2 つの注目のプロジェクトについて、
その全貌

品と、
震災の影響もあるかと思われるが例年に比べやや応募作品が少な

を設計者の解説を交えながら見学する会を 10月18日
（13:30 〜 17:30）
に

かった。発表会においては、
まず若井正一支部長より挨拶があり、
その後、

実施いたしました。

小山祐司選考委員長により発表にあたっての注意事項が説明された。そ

・いずれも免震化
（レトロフィット）
で、
保存と最新技術の組合せで、
新たな

1 作品につき8 分の短い持ち時間であったものの、
の後の発表では、
設計

風景をつくりだしています。

者から作品のコンセプトやアピールポイントについて充実したプレゼン

2. 東京中央郵便局

テーションが行われた。質疑応答も2 分という短い時間ではあったものの、

・施設概要・見学概要説明を三菱地所設計宮地弘毅氏と複数のご担当の

活発な議論がなされ、
活気のある発表会となった。比較的参加者も多かっ

方より実施いただき、
その後 2 時間程度で見学を実施しました。オフィス等

たが、
来年度においては、
さらに関係団体、
大学などを通じた積極的な案

は引き渡し済で35F のオフィス見学〜 6F・屋上庭園、4F、2F 低層部分の

内を行い、
より活気のある発表の場にするよう努めていきたい。
姥浦道生／常議員
（社会文化）

1F 〜外部を見学し、東京駅の広場へと移動のスケ
保存部分の見学。B1、
ジュールでご案内いただきました。
・保存部分の外装、
郵便局営業室、
所長室等については、
かつての外装タ
イル、
内部大理石、
木の内装壁等の保存・再利用、
かつての照明器具等の

関東支部
「若き構造設計者達は今」
テーマ：第18回構造デザインフォーラム
概要

新たな制作等、
図面・写真を基にした保存に設計者のご苦労がうかがわ
れ大変感銘を受けることができました。
・保存部門の免震化
（レトロフィット）
による、
新築部との EXP.ジョイントの

日本建築学会関東支部構造専門研究会
（WG-D）主催の構造デザイン

工夫等、
最新の技術による対応策をご説明いただき、
多くの参加者への啓

フォーラム
「若き構造設計者達は今」が11月22日
（15 時〜 18 時）に行わ

蒙ができたと思っております。

れた。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

3. 東京駅丸の内駅舎

作品をもとにデザイナーとのやりとりの中でのプロセス等をプレゼンテー

・施設概要・見学概要に加え、
免震化
（レトロフィット）
に関する施工状況に

ションしてもらう場であり、
今年で 18 回目を迎える。
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
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班毎に出発した。参加した小学生は 3 年生 6 名・4 年生 4 名・5 年生 3 名の
計 13 名で、
①富山市消防局〜南富山駅の町並み探検、
②中分署消防署〜

JR 富山駅の町並み探検、
③富山県庁〜富山市役所の町並み探検、
④五幅
公園〜富山大学の町並み探検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 〜 3 名と富山大学人間発
達科学部学生 2 名が付き添った。ヒアリング先では、
地域の安全・防災・
防犯や町並み景観にどのように取り組んでいるか、
子ども達が直接関係者
東京駅丸の内駅舎

に質問し、
はしご車試乗や消防服着用など様々な体験を行った。当日は天

見学風景

候も良く、
探検時に立ち寄った太郎丸公園・環水公園・富山城址公園・五
幅公園で班毎に楽しく歓談しながら昼食を取った。

場の東京丸の内駅舎内の会議室〜貴賓室〜駅長室から、
オープンしたば

13:30 頃に全員が富山大学に戻り、
約 2.5 時間かけて、
探検ルートで収集

かりのステーションホテル〜外観をご案内いただきました。

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込み、
班毎

・コンコースの GRC 製の天井、
レリーフ等、
図面と写真を基に新しい技術

の防災探検マップを4 作品完成させた
（写真1）
。そして迎えに来られた親

による復元、
外観の煉瓦、
目地の当時の施工方法の再現、
屋根材料の天然

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報告を班

スレート等のご説明がありました。

毎に行った
（写真 2）
。①班のマップは様々なマンホールの写真と防災クイ
松下督／日建設計

ズを盛り込んだものに、
②班のマップは中分署消防局のヒアリング結果を
詳細に報告、
③班のマップは市内にある種々の公共交通を紹介、
④班の
マップは探検ルートで見つけた沢山の建物写真を貼り付けた、
それぞれ

東海支部

個性豊かな素晴らしい作品に仕上がった。最後に富山大学芸術文化学部

テーマ：建築ウォッチング 科学館のひみつを見てみよう！

渡辺雅志氏が作成した記念品
（写真 3）
を参加した小学生一人一人に渡し、

主催：日本建築学会東海支部、
名古屋市科学館

集合写真
（写真 4）
を撮影した後 17 時に成功裏に終了した。

9:00 〜 12:30
日時：10月13日
（土）
会場：名古屋市科学館
対象：一般
参加者：30 名
（大人 24 名、
高校生 1名、
小学生 5 名）
事業委員会委員：
古川
（名大）
、原田
（名市大）
、
羽入田
（鹿島）
、松井
（豊橋技科大）
、梅村
（現

NEDO、
前常議員）
名古屋市科学館：

写真 2｜マップ発表

写真 1｜防災探検マップ作成風景

杉浦
（学芸課課長）
、
梶田
（学芸課主査）
建物説明・引率：
岡田、
墨、
二宮、
田中、
黒田
（日建設計）
内容：
①オリエンテーション・建物概要説明
②科学館建物見学
③プラネタリウム見学

（内部に絆創膏と賞状が入る、
組み立てると赤十字のマークになる）
写真 3｜記念品

建物概要の説明
（学習室 ）

建物見学の様子

古川忠稔／名古屋大学

写真 4｜全員写真
（背景のホワイトボードには防災探検マップ4 作品を展示）

秋月有紀／富山大学・北陸支部富山支所
北陸支部
テーマ：集合！みんなはたてもの探偵団

テーマ：石川におけるリノベーション

11月4日
10:30 〜 17:00 に建築文化週間の企
北陸支部石川支所では、
（日）

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

画として石川県内に点在するリノベーションの先進事例を巡る建築ツアー

えることを目的に、
小学生 3 年生〜 5 年生を対象とした町並み探検のワー

を実施しました。石川県には各時代の様々な魅力的な建築が現存してい

クショップ「第 8 回集合！みんなはたてもの探偵団」を、
去る2012 年10月27

ます。その様な建築的な資産をどのように活用していくかは、
建築物のみ

日
（土）
に富山市で実施した。

ならず、
今後まちづくりの観点においても非常に重要なポイントとなるはず

10 時に富山大学人間発達科学部第 2 棟 211 教室に集合し、
まず富山市

です。近年、
リノベーションにより新たな価値を創出し魅力的な空間として

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、
班毎

再生している建築がたくさん現れてきました。そこで金沢を中心として行

に分かれて探検を行う調査地域の特徴やハザードマップ・ヒアリングする

われている様々な建築の再生事例について見学を行い、
見識を広げると共

施設や建物の説明を行った。そして安全ベストを着用後、
デジタルカメラ・

にこれからの可能性を探る機会を提供する事を目的としました。

筆記用具・弁当などを持参して富山市内の 4 箇所の探検ルートに向けて
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もろみ蔵で説明を受ける参加者

金沢学生のまち市民交流会館

写真 2｜田中先生ご講演風景

写真 1｜会場の様子

学を行いました。水野雅男氏の解説を聞きながら、
地域住民の集まる場と
なっているもろみ蔵や、
アトリエ、
ギャラリー、
店舗など様々なかたちにリノ
ベーションされている蔵を巡りました。次に今年10月に金沢市片町にオー
プンした金沢学生のまち市民交流館を訪れました。この建物は市指定保
存建造物の「旧佐野家住宅」を、
学生のまちづくり活動の拠点、
大学のゼ
ミ、
授業などの学習活動の場、
金澤町家文化の発信拠点として利用するた
めに改修されました。その後、
金沢の中心市街地で多くのリノベーションを
手がける小津誠一氏の案内で新竪町の八百屋や、
店舗と賃貸アパートが

写真 3｜樋本先生ご講演風景

入った鞍月舎などを見学し、
これらの建物が金沢のまちに新たな刺激を与
えている様子を体感して頂きました。同じく中心市街地では、
金沢 21世紀

の評価のためのより適切なツールとなっており、
具体例として京都市東山

美術館 の企画である
「アートプラットフォーム金沢」で、
まちなかにアート

区一帯の重要伝統的建造物群保存地区の地震時火災被害状況の予測シ

を点在させるという狙いをもってリノベーションされたまちやゲストハウス

ミュレーションを示された。また京都府与謝郡加悦町における防災計画の

や KAPO を見学しました。
最後に野々市市にある金沢工大周辺学生アパー

事例を通して、
防火対策・戦略的消火方法の技術的検討の限界を示され、

トのリノベーションの事例を企画、
設計した学生と住人の両者からコンセ

災害対策は高齢者対策などのまちづくりに根ざして始めて機能することを

プトや住み心地などを聞きながら見学しました。参加者は 25 名
（内学会員

言及された。

5 名）
で県外からの参加もあり、
見学中は活発な意見交換なども行われ大
変有意義な建築ツアーになったと思います。休日にも関わらず案内を引き

出席者は建築学会員・富山県庁・富山市役所・富山大学などの関係者
計 86 名であり、
活発な質疑応答が行われながら、
成功裏に終了した。

受けて頂きました講師の皆様に感謝申し上げます。
宮下智裕／金沢工業大学・北陸支部石川支所

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

「嚮陽庭園・茶亭
「松堂庵」
見学会」
第2回

北陸支部
テーマ：防災と建築 火災に強いまちづくり

日時：11月25日
（日）
午後 1 時〜、
午後 3 時〜
場所：鯖江市西山公園内

平成 26 年北陸新幹線の開業により、
首都圏との繋がりが今後ますます増
えて北陸経済の発展が期待され、
新幹線駅周辺を中心とした大規模な複
合用途建築物の開発や、
これまでに想像していなかった大量の人の流動
が予想されている。北陸地方は全国的にみて出火件数の非常に少ない、
火
災に強いエリアであり、
特に富山県は十数年にわたり出火率最下位を誇っ
ているが、
建築火災から人命や財産を守るための火災安全設計について、
改めて見つめ直す時期に来ているといえるだろう。

15:30 〜 18:00、
そこで 2012 年11月9日
（金）
富山県民会館 304 特別会議
室で、
富山県建築住宅センターとの共催により講演会「防災と建築 火災に

1）
強いまちづくり（写真
」
を開催した。講演者として建築防火研究を行って

茶亭「松堂庵」
前に集まる見学者たち

数寄屋建築について語る吉江勝郎氏

いる田中哮義氏
（京都大学名誉教授・立命館大学）
と樋本圭佑氏
（京都大

講師：吉江勝郎
（設計者、
福井工業大学）

学助教）
を招き、
火災安全設計の在り方と伝統的町並における市街地火災

参加者：108 名
（午後 1 時：72 名、
午後 3 時：36 名）

対策について話題提供を頂いた。

2）
「火災安全設計の在り方
（田中氏）
（写真
」
では、
建築基準法の性格や

鯖江市西山公園は、
春季の約 5万株のつつじと秋の鮮やかな紅葉で満た
される市民の親しい憩いの場であるとともに、
「日本の歴史公園百選」の一

防火基準の制定過程および建築物の防火上備えておくべき要件につい

つとしても知られている。そもそも西山公園は、
当地における幕末の 7代鯖

て、
過去の都市・建築火災事例を踏まえながら解説され、
仕様書規定が多

江藩主・間部詮勝が領民のために造成した遊興地「嚮陽渓」に始まること

い建築基準法の防火規定が何を目的とした規定でどんな性能レベルを求

から、
現在当公園内には日本式庭園「嚮陽庭園」がある。今秋、
この庭園内

めているのかについて分かりやすく講義して頂いた。また性能的火災安全

に福井工業大学・吉江勝郎氏設計の茶亭「松堂庵」が完成したことから、

設計の考え方について紹介され、
これを有効に利用するためには、
設計者

今回の見学会が企画された。なお茶亭名の松堂とは、
間部詮勝の号に由

側で火災のリスクに対する健全な判断力が必要であることを言及された。

来する。

また火災安全のための制約をネガティブに考えるばかりでなく、
より良い
社会的資産を形成するという視点を持つべきであるとの提案をされた。

見学会当日は、
終日天候に恵まれ、
晩秋のさわやかな日和のなかで、
多く
の市民の方々が庭園内を散策されるとともに、
茶亭「松堂庵」での午後 1 時

3）
「伝統的町並における市街地火災対策
（樋本氏）
（写真
」
では、
都市地

100 名を超える人々で大いに賑わった。設計者の吉
と3 時の見学会には、

震時の同時多発火災の延焼に関して、
物理的基盤に立脚して樋本氏・田

江勝郎氏は、
この茶亭が嚮陽庭園の落ち着いた風景にすっぽりと溶け込

中氏が開発した市街地火災延焼モデルについて紹介された。この延焼モ

むように、
「庭屋一如」の数寄屋の意匠心でもって制作に当たったことを熱

デルは、
現代の都市における地震火災による焼損リスクとリスク低減対策

く語った。
また伝統木造建築の中でも数寄屋の空間は、
茶事を介した人間
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と建築が深く繋がる場であり、
そして柱・梁・壁・床・窓・床など素材と造
作にきめ細かい表現のあり方を追求していると話す吉江氏に見学者は聞
き入り、
さらに多くの質問が交わされて、
とても充実した見学会であった。
市川秀和／福井工業大学、
北陸支部福井支所

ので、
参加した全員にとって大変、
有意義なものになった。

2日目には、
くにびきメッセで上記テーマによるシンポジウムを開催した。
千代章一郎の司会のもと、
まず第1部で山陰モダニズム建築の報告が行わ
れ、
遠藤勝勧氏が山陰の菊竹作品が生まれた時代性とそれらの精神性、
地域の人々との交流と創作の関係等を報告され、
各作品の特質が浮き彫
りになった。ついで藤木竜也氏が、
自身も関わった米子市公会堂の保存活

近畿支部

動の実際と、
その歴史的・文化芸術的・技術的・景観環境的・社会的価

「京都市考古資料館
（旧西陣織物館）
・本野精吾自邸」
見学会
テーマ：

値について報告し、
村野作品における同建築の特異性や菊竹作品との関

去る10月6日
（土）
、
日本建築学会近畿支部建築文化週間事業の一環とし

係も示された。

て、
京都市の京都市考古資料館
（旧西陣織物館）
および本野精吾自邸の見
学会が開催された。

休憩後の第 2 部では、
近代建築保存に造詣の深い中川理氏が、
国内外
の建築保存の事例を示す中でレプリカ保存や復原の是非を提示して、

京都市考古資料館は、
京都を拠点に建築家やデザイナーとして活躍し

オーセンティシティとはなにかという問題提起をされ、
空間を指向するモ

1914 年に西陣織物館として竣工してい
た本野精吾の設計によるもので、

ダニズム建築こそ全体性の保存が必要であること、
場所にかかわる記憶の

る。外観にも屋内にも、
当時のヨーロッパの最前線のデザインの影響を受

保存が重要なこと等を説かれた。ついで山崎鯛介氏は、
関東の近代建築

けた、
抽象性の高いモダンな特徴を見せる作品である。1984 年に京都市の

保存における近年の動きとして、
戦後 RC 建築の安全性に関する問題、
『日

登録文化財に登録されている。

本近代建築総覧』が戦後モダニズム建築をカバーしていない問題、
学会の

1924 年に竣工し
一方本野精吾自邸は、
同じく本野の設計によるもので、
ている。中村鎮によって開発された中村式鉄筋コンクリート建築
（通称：鎮

良質な建築ストック形成小委員会活動の問題の 3 つを示され、
記録保存や
構造調査のデータ公開と蓄積の必要性を説かれた。

ブロック）
を採用し、
コンクリートブロックをむき出しにした抽象性の高いデ

最後に会場からの質問に答える形で、
機能と芸術性の両立を目指した菊

ザインや合理性や機能性の追求が特徴である。DOCOMOMO Japan に

竹氏と村野氏の作品の歴史的・芸術的・社会的な価値と、
初期モダニズム

よる日本の優れたモダニズム建築 100 選の1つに選ばれている。現在は、

建築の保存のために必要な学術的・技術的な問題の所在が共有化された。

本野精吾の遺族らの努力により建物が保存維持されて、
プライベートな展

藤田盟児／広島国際大学

覧会やコンサートなどのイベントの会場として使われている。
見学会では、
近代建築部会主査である笠原が解説・案内を担当した。
京都市考古資料館では、
外観の見学および解説から始まり、
その後同館副

四国支部

館長の山本氏の計らいにより、
別館の屋上から屋根部分を見学することが

テーマ：四国地方の古民家にみる伝統技術

できた。その後、
内部の見学に移り、
ほぼ竣工当時のまま残されている3 階

四国各地に点在した江戸期から大正期にかけての古民家と農工具が移築

の会議室を見学した。参加者はモダニズム黎明期の抽象化された室内外

された四国村
（正称、
四国民家博物館）
では、
四国地方の豊かな文化遺産

の意匠を中心に熱心かつ丁寧に見学していた。その後、
市営バスに分乗し

が保存され、
伝統的な住まわれ方が息づく環境にある。1976 年に開設され

て本野邸に向かった。本野邸では家主の本野氏の計らいにより、
全員が椅

た四国村は四国に唯一ある野外博物館であり、
約 5万 m の敷地に四国各

子に着席して解説を聞くことができた。参加者は、
特に中村式鉄筋コンク

地から移築復元した建造物 33 棟を見ることが出来る。古民家や民具、
民

リート建築の技術や室内意匠などを中心に、
熱心に見学していた。
これまであまり知られていない建築家の、
かつ普段公開されていない建

2

族資料からは江戸期から大正期にかけての当時の生活の様子をうかがい
知ることもできる。今回は貴重な文化遺産である古民家や農工具に直接ふ

物が含まれていたこともあったからか、
定員 30 名を大きく上回る 40 数名

れることができるこの四国村で学芸員をつとめてこられた斧上紗木氏
（四

の応募があり、
当日は 30 名の参加で見学会を実施した。
東京からの参加者

国村学芸員）
をお招きして講演会を実施し、
四国地方の古民家の伝統技

も複数名見られ、
関心の高さが感じられるものとなった。
笠原一人／近代建築部会幹事・京都工芸繊維大学大学院

13:30 〜
術や、
魅力についての話しを伺った。日時は 2012 年10月13日
（土）
17:00、
参加者は 72 名
（スタッフ9 名を含む）
である。
13:30 からの第1部の見学会では「四国の民家と農工具の見学」と
まず、
して、
斧上紗木氏を講師として四国各地から移設された古民家の見学を

中国支部

行った。参加者は斧上氏の解説を興味深く聞き、
熱心に質問する様子も見

テーマ：山陰モダニズム―菊竹清訓氏の作品を中心に―

られた。うららかな陽気のもと参加者は見学会を大いに楽しんだ様子で

我が国のモダニズム初期の時代に建設された建築は、
近年、
耐用年限が

あった。

訪れたことから、
建て替えや増改築の危機に瀕しており、
学会からも度々

15:30 から四国村内旧久米通賢邸において、
続いて、
第 2 部「四国地方の

保存要望書が出されている。その際の論理的根拠は、
初期モダニズム建

古民家にみる伝統技術」と題して斧上紗木氏の講演会が行なわれた。ま

築の社会的・歴史的な意義や、
良いものを維持活用し、
持続可能な豊かな

ず、
松島学氏
（香川大学工学部教授）
より、
斧上氏の紹介と、
この講演会の

社会を実現したいとする価値観の転換等であるが、
初期モダニズム建築の

主旨が解説された。続いて、
斧上氏から、
四国村の開園時の様子や現在の

意義を改めて検討すべき時期であることは間違いない。

状況などが紹介された。講演の内容は四国地方の古民家に見られる材料

そこで中国支部では、
保存運動が実を結んだ村野藤吾氏設計の米子市

や工法の特性、
香川県と他の四国各県の古民家の違いや特徴など多岐に

公会堂と、
山陰に多くの傑作を残す菊竹清訓氏の作品を中心にして全国

わたる興味深いものであった。また東日本大震災で被災した宮城県南三

各地の報告も交えて、
近代モダニズム建築の保存と活用の際の核心となる

陸町の古民家「遠藤家」を四国村に移築再生する事業についての現在ま

オーセンティシティについて学び、
議論する場を山陰地方で開催すること
にした。

10月13日
プログラムは、
（土）
と14日
（日）
の 2日間に渡り、
初日には菊竹・
村野氏の実作を見学するバスツアーを行い、
菊竹氏の旧島根県立博物館・
同武道館・同図書館、
ホテル東光園、
出雲大社庁の舎、
同神枯殿と、
村野氏
の米子市公会堂を見学した。見学には、
活動初期から菊竹氏と行動をとも
にし、
見学先のいくつかで現場管理もされた遠藤勝勧氏が帯同され、
村野
氏との交流や、
ディテールの神様と呼ばれる同氏らしく各建築のディテー
ルがどのようにして生まれたかなどを実作に基づいて解説していただけた
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での進行状況についての説明がなされ、
貴重な文化遺産であるこの築 300

年11月9日）
と復旧復興支援建築展
（2012 年11月6日〜 9日）
を建築会館

年の被災古民家の移築再生に対して、
四国村としてどのような支援ができ

において開催した。

るのかという文化遺産保存への強い思いが伝わってきた。その後のディス
カッションでは、
多様な質問に対して斧上さんによる丁寧な回答がなされ、
四国地方の古民家の伝統技術に対する熱い思いが伝わってきた。
多くの参加者にとって、
四国の古民家にみられる伝統技術のすばらしさ

シンポジウムの主旨は、
以下である。
「復興まちづくりのために「建築」の果たすべき役割は大きい。しかし、
必ずしもその役割を果たせてはいないのではないか。それ以前に復興計
画は豊かな地域社会を築きあげていく方向に向かっていないのではない
か。一体何が問題なのか。本シンポジウムでは、
被災地の未来を拓くため、

を強く感じる1日となったのではないかと思う。
中島美登子／香川大学

復興まちづくりの問題点について徹底的に議論し、
「建築」の果たすべき
役割、
どのような「建築」がなさねればならないか、
根本的に考えたい。議
論の中心に据えたいのは、
「建築家」が地域社会をささえる
「コミュニティ・

九州支部

アーキテクト制」と仮に呼ぶ仕組みのあり方である。
」

「史」
と
「景」
を活かす
テーマ：都市の

焦点は、
復興支援を担う建築家のあり方であり、
それを支える
「コミュニ

九州支部鹿児島支所では、建築文化週間企画「講演会：都市の「史」と

ティ・アーキテクト制」と仮に呼ぶ仕組みをどう構築するかであったが、
ま

「景」を活かす」を、2012 年10月27日
（土）
に鹿児島大学稲盛会館にて開催

ずはこれまで行ってきた活動を報告してもらい、
何が問題なのかを確認し

した。当日は晴天に恵まれ、
一般参加者の他、
学生や大学関係者、
行政関
係者など県内外から124 名の方にご参加頂き、
盛会のうちに終了した。
報告の前に、
本講演会の目的を引用しておく。
「風景が魅力の都市・鹿
児島には数多くの史跡や文化財があり、
今日
「歴史都市」としても国内外か

たいと考えた。
第一部は「3.11以降、
考えたこと、
試みたこと」と題する、
この間、
「みんな
の家」を各地に建て続けてきた伊東豊雄さんによる基調講演である。伊東
豊雄さんの被災地支援の活動は、
直前に上梓された『あの日からの建築』

らの観光客を集めている。鹿児島市内には、
幕藩期から明治初期の建物

（集英社新書、2012 年10月22日）
にまとめられているが、
冒頭の「1. 批判し

が存在するが、
大正・昭和・平成と、
各時代を代表する建築も立ち並んで

ない、2. 小さなことでもできることから活動する、3. 個を超える」を被災地

いる。また都市の骨格は、
江戸時代の城下町を基盤としながらも、
戦災復

支援の原則としてきたという発言が極めて印象的であった。常に新奇な形

興や、
近年のウォーターフロント開発などによって、
再編されている。鹿児島

態を追い求めてきた建築家と目されてきたから、
この発言は以外でもあり、

は近現代を経て築き直されてきた都市でもあり、
今日も変わり続けている

事実、
批判も受けつつあるという。しかし、
「みんなの家」の建設を通じて被

都市なのである。国内外の「歴史都市」の風景の移り変わり、
近現代におけ

災地に関わり続ける伊東豊雄さんの姿勢は多くの共感呼んできたように

るまちづくりの物語を学びながら、
鹿児島の風景、
建築・都市空間の特徴

思う。提起の中心は、
熊本アートポリスの経験であり、
アートポリス方式によ

を念頭に過去と未来を見据えた建築やまちづくりのあり方について考えて

る復興計画である。釜石市で復興計画のディレクターに就任し、
今後も支

みたい。
」

援を続けるという。コミュニティ・アーキテクト制のひとつのかたちである。

本講演会では、2 題の基調講演とパネルディスカッションを開催した。まず

題なのか」ということで、
陶器浩一、
森傑、
杉本祥文、
芳賀沼整、
竹内泰、
ヨ

基調講演 1として、
中川理氏
（京都工芸繊維大学教授）
に「「歴史都市」の

コミゾマコト、
石原健也、
福屋粧子、
手塚貴晴の諸氏に、
一人 10 分の持ち時

講演会
「都市の
「史」
と
「景」
を活かす」

第二部は、
連続プレゼンテーション「何を考え、
何をしてきたか、
何が問

近代的再編」と題し、
近代京都を例に、
そもそも都市の歴史はどのように作

間で報告を願った。ほんの一部の活動にすぎないが、
陶器浩一グループの

り上げられてきたのかについてご講演いただいた。続いて基調講演 2とし

「竹の会所」プロジェクトをはじめ実に多彩な支援活動が展開されてきて

て、
阿部大輔氏
（龍谷大学准教授）
に「都市の個性を活かす都市デザイン」

いる、
と再確認できた。限られた時間で、
無謀と思えた企画であったが各

と題し、
バルセロナ
（スペイン）
を例に、
現代の都市デザインの実践的な潮

グループの真摯な活動が浮かび上がることになった。並行して開催した復

流についてご講演いただいた。その後、
基調講演のお二人に加え、
福田
（古
川）
真樹子氏
（株式会社アーキ・プラン）
にパネリストとして参加していた
だき、
木方十根氏
（鹿児島大学教授）
のコーディネートのもとパネルディス
カッションが行われた。福田氏から歴史や景観との向き合い方に関して地
元鹿児島の実務者の視点から問題提起がなされ、
まちづくりの素材として
の「歴史」と近現代を経て積み重ねられてきた都市形成の実態との関係
性を主な論点として、
会場からも活発な意見交換がなされた。

パネルディスカッションの様子

境野健太郎／鹿児島大学

『東日本大震災復旧復興支援部会・連続シンポジウム第五回
「復興の原理と
および
『復
しての
「建築」―コミュニティ・アーキテクト制をめぐって― 』
旧復興支援建築展
「建築に何ができるか、
できることとできないこと』

日本建築学会復旧復興支援部会
東日本大震災の復旧復興が遅々として進まない中で、
建築分野の支援のあ
り方を確認し、
さらなる方向について議論すべく、
標記シンポジウム
（2012
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