
扱った音に関する訴訟を説明した。さらに、本会で作成された遮音性
能基準と生活実感との対応状況を調査した結果では、生活実感表現が
性能（L値）別によく対応していると報告した。結論として、遮音性能
基準は生活実感とよく対応しているので、販売者と購入者が理解し易
い表現を工夫する必要があるとの提言があった。

4-3 「音を巡る苦情への対応」大川平一郎（住環境総合研究所）
　入居者から音のクレームが発生した場合、①まず入居者のクレーム
をよく聞く、次に、②発生状況を確認し音源の特定、③評価は何による
かを説明し理解を得て、④建築学会基準による評価を行い、⑤音響性
能に問題があれば、争点が明らかになるので、対策を講じる。すなわ
ち、入居者の主観的な問題を客観的なものに数値化し、評価可能なも
のにする必要がある。さらに、クレーム減のためには、購入時に音は大
丈夫かの確認と販売時の音響性能の説明が重要であると説明した。

4-4 「裁判にみる音の紛争事例」中澤真司（前掲）
　当小委員会で収集した裁判例34件について、概要と分類結果と、そ
のなかの床衝撃音に関する2件を説明した。34件の分類では、屋外か
らの透過音の83％が損害賠償請求事件、床衝撃音では慰謝料請求と
損害賠償請求事件がそれぞれ30％、設備機器稼働音では60％が損害
賠償請求事件である。審理対象の分類では、床衝撃音の80％が歩行音
等、設備機器稼働音の80％が室外機であると説明した。次に、2件の
裁判例は、どちらも床衝撃音遮断性能そのものは争われていないが、
居住者反応として、床衝撃系の騒音が苦情となって受忍限度が争われ
ていた。

4-5「音に関する設計・施工・監理の法的責任」
大森文彦（大森法律事務所）
　法的責任の観点からは、音のトラブルの類型には、契約相手に対す
る責任の「契約責任型」、と全ての国民に課されている注意義務を負
う「不法行為責任型」がある。契約責任では、静けさや遮音性能は、設
計契約における契約内容に基づくが、静けさの要求も絶対的か相対的
か曖昧であり、設計者は善管注意義務に違反した場合にトラブルにな
ると説明した。施工者は、施工のバラツキの問題があるが、設計図書ど
おりすればよい。不法行為責任では、騒音問題は、受忍限度が問題にな
ることが多く、受忍限度の一般的判断基準について、法規制値との関
係、交渉態度などを説明した。

5. 総合討論 進行：井上勝夫（前掲）
　総合討論では、以下の質問等が会場から寄せられ、パネリストとの
間で活発な討論がなされた。①日本建築学会として、品確法の重量床
衝撃音対策等級LH50（5級）よりさらに良い基準を作る予定はある
か、②床衝撃音の訴訟において金銭的な賠償ではなく、補修改修工事
という対策を行った事例があるか、③GL工法による遮音の不具合が
報告されている。本会としてこの工法にどのように対応していくの
か、④事例において、遮音性能基準が管理規約で定められていた場合
に、リフォームを行うことで性能が低下したら不法行為責任でなく契
約責任がポイントとなるか、などである。

6. まとめ・閉会　中澤真司（前掲）
　本講演会の「基調講演」「主旨説明」「主題解説」および「総合討論」
を振り返って総括した。なお、本講演会の内容の理解を深める参考文
献として、本会から、『集合住宅の音環境に係る紛争と対策』が、今後、
刊行される予定である。
 飯田恭一／オフィス K、角陸純一／清水建設

シンポジウム「GISを用いた防災・減災の最前線」
情報システム技術委員会 地域空間モデリング小委員会

　本シンポジウムは、2015年1月23日14:00～17:30に建築会館3階
会議室において開催された。GIS（地理情報システム）の環境情報技
術を主体として、防災・減災に関して、分野横断的、実践的に取り組み
をされ、かつ、それぞれの分野の最前線で活躍されている方々の講演
発表を軸に、多様な分野、立場の参加者の知識共有および議論の場と
なった。講演発表者は以下の7名であった。
　①大内宏友（日本大学）「沿岸域における可視化モデル構築による
計画設計手法」／②矢野達也（NTTドコモ）「社会・産業の発展に寄与
する「モバイル空間統計」」／③足立龍太郎（ゼンリンデータコム）「位
置情報が解き明かす“人の流れ”が社会課題を解決する」／④古橋大
地（マップコンシェルジュ）「オープンな地理データの取得と活用」／
⑤醍醐恵二（浦安市）「東日本大震災でのGISの活用」／⑥五関利幸
（パスコ）「災害マネジメントサイクルにおける地理空間情報の取得と
活用」／⑦大串豊（M & Kコンサルタンツ）「地盤保証の現状と今後の
展望」
　シンポジウムの後半は、講演発表者の方々を中心に、会場からの質
問も交えたディスカッションの場とした。近年、防災・減災技術に貢
献し得る情報が膨大かつ簡便に得られる時代となったことに大きな
期待が寄せられていた。これらの情報から導き出される知見を可視化
することが社会要請として高まっており、これを実現するためのベー
スとなる技術としてのGISの価値が確認された。一方、そういった有
用な情報をさらに活用していくためには、これらをオープンなデータ
として社会で共有・運用していくルールと仕組み作りが課題であると
の指摘があった。これらの情報にはパーソナルデータが含まれてお
り、匿名性を担保しつつもオープンに取り扱われるよう法律が整備さ
れる必要がある。データが利活用される分野やシチュエーションが多
様かつ広範になってきた現代においては、これまでのような大括りの
議論だけでなく、分野や災害時などといった状況に応じた個別の法整
備が必要であるとされた。
　住民の生命を守り、都市地域の災害への抵抗力を向上するために
GISに何ができるのかという観点から分野を横断した議論が展開さ
れ、有意義なシンポジウムになったことをここに報告する。
 藤井健史／立命館大学

建築文化週間2014開催報告（本部主催）
建築文化事業委員会

建築夜楽校2014
　2014年10月1日（水）と9日（木）をそれぞれ第1夜、第2夜として、
田町の建築会館ホールにて、建築夜楽校2014が開催された。「東京オ
リンピック2020から東京を考える」というテーマのもと、二夜に渡り
白熱した議論が繰り広げられた。また、関連企画として 10月1日（水）
から13日（月・祝）にかけて、建築博物館ギャラリーにて同名の「東京
オリンピック2020から東京を考える」展が開催された。本年はさら
に、シンポジウムと展覧会開催にあわせ、『建築夜楽校2014公式小冊
子』として、シンポジウムや展示に関連した関係者のテキストを集め
た冊子を制作し、会場他にて配布した。

◯建築夜楽校第1夜
　第1夜は「新国立競技場の議論から東京を考える」と題して、プレゼ
ンテーターに槇文彦氏（建築家、槇総合計画事務所代表）、内藤廣氏
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（建築家、内藤廣建築設計事務所代表、東京大学名誉教授）、青井哲人
氏（建築史家、明治大学准教授）、浅子佳英氏（建築家、インテリアデザ
イナー）、コメンテーターに五十嵐太郎氏（建築批評家、東北大学大学
院教授）を迎え、モデレーターを松田が務めた。さらに、第1夜は事前の
反応があまりに大きかったことから、建築会館イベント広場を別会場
とし、巨大スクリーンを設けてパブリック・ビューイングを行い、田中
元子氏（mosaki）が実況、森山高至氏（建築エコノミスト）、松島潤平
氏（松島潤平建築設計事務所）が解説を行うことで、シンポジウムを同
時進行で別方向から議論するという、実験的な試みも行った。
　冒頭、筆者は新国立競技場問題の論点を整理し、既にある議論の繰
り返しを避けることを求めた。青井氏は、新国立競技場が国、JSC、審
査委員会ら、複数のステークホルダーの集合的意思として、建設の方
向性が固められてきた経緯を説明しつつ、だからこそ建築学会の場で
は、建築家の職能論など建築が担うべき責任について問うべきことを
述べた。浅子氏は、コンペという手続きを経て選ばれたザハ・ハディ
ド案は建てられるべきこと、特に同業者である建築家が反対運動を起
こすことは問題がある行為であることを主張した。また、現国立競技
場自体が景観に対して暴力的であり、新国立競技場を景観を理由に否
定することへの反対を表明した。槇氏は、監修者、設計者、施工者それ
ぞれに責任が分散している体制を批判するとともに、特に可動式屋根
の技術的な問題点を、複雑な形状、天幕の取替の難しさ、突然の風雨へ
の対処、遮音性、ジャンピング対策など複数の観点からあげた。さらに
コストの問題をあげたうえで、より小規模の無蓋化された対案を提示
した。内藤氏は、審査員としての立場から、つくるのであれば世界に誇
る建築を目指すべきであり、今回の案が挑戦的であるからこそ様々な
問題が生じていることを述べた。コストを抑えつつクオリティや性能
を備えるためには、あまりにも時間がないことも強調した。
　後半は、五十嵐氏に加わっていただき、あらためてすべての問題を
俎上に上げて議論が交わされた。五十嵐氏は、各論者の意見それぞれ
への共鳴点を語りつつ、建設前からこれだけ注目されたプロジェクト
は日本で稀であることを指摘、また 1964年の東京オリンピックが国
家主導だったが、もし今回民意によってオリンピックのプログラムや
新国立競技場案を変えることができれば、戦後初の民主主義のオリン
ピックになるだろうことを述べた。槇氏は内藤氏の意見への反対を表
明しつつ、時間がないわけでなく、今からでも案の変更が可能である
ことを強調した。内藤氏はそれが一年前であれば可能性があったが、
いまは容易でないと応じる。浅子氏はそれでもザハ・ハディド案の可
能性に掛ける可能性をあげた。青井氏は、槇氏の問題提起を引き受け
つつ、監修者と設計者に分裂した設計体制が、日本の設計競技におけ
る因習的問題でもあったことを指摘した。筆者は、新国立競技場建設
に反対するなら、原理的にはオリンピック自体に反対するべきでない
かと問うたが、それへの明確な返事はなかった。五十嵐氏は、復興への
ブレーキもかけかねないオリンピック自体への疑問の提示を行い、プ
ログラムの見直しの可能性を示唆した。
　会場からの質問も複数あり、議論は時に紛糾しつつも、多様な問題
点を浮き彫りにした。内藤氏は案を変更する可能性にも触れつつ、

ニュートラルな意見こそが建築家の社会的信頼につながることを述
べた。槇氏は、多くの人に問題を知ってもらうために、メディアが重要
であることを強調した。浅子氏は、景観を守るよりも、よりよい景観を
つくる議論をすべきことを提起し、青井氏は、この問題に対し、会場に
学生が少ないことへの懸念を示した。五十嵐氏は、メディアが表層的
なデザインの問題だけでなく、背後の意思決定の問題へも踏み込むこ
とへの期待を述べた。以上のように、シンポジウムは多岐にわたる問
題点について議論し、建築が市民社会と対話する必要性を、再確認す
ることになったと言える。

◯建築夜楽校第2夜
　第2夜目は「オリンピック以後の東京」と題して、プレゼンテーター
に市川宏雄氏（都市政策、明治大学教授）、白井宏昌氏（建築家、H2R 
architects共同代表）、為末大氏（プロ陸上競技選手）を、コメンテー
ターに中島直人氏（都市計画、慶應大学准教授）、五十嵐太郎氏（建築
批評家、東北大学大学院教授）を迎え、モデレーターを藤村が務めた。
都市的視点からオリンピックと東京を考えるとして、オリンピック後
の本格的なグローバル競争に向けて、東京はどのような政策を打ち出
し、建築家や専門家はどのようにそれに答えるべきか、オリンピック
以後を見据えた東京の将来像を議論した後、建築家、専門機関、非営利
職能団体の役割について討議を行った。会場からも多くの質問や発言
がなされ、継続して議論していくことが求められることとして、①人
と環境との関係、②エネルギーを経済で考えるか、③東京の都市とし
てのアイデンティファイの継承、の三つの課題があげられた。オリン
ピックに限らず、建築家の都市に対する提案が現実的な政策と関係付
けて行われるべきだという市川氏からの問題提起があった。

◯建築夜楽校関連企画「東京オリンピック2020から東京を考える」展
　「東京オリンピック2020から東京を考える」展には、槇文彦、伊東
豊雄、田根剛（DGT）、森山高至、青井哲人＋明治大学青井哲人研究室、
浅子佳英、門脇耕三、谷尻誠、長坂常、永山祐子、羽鳥達也、松田達、トウ
キョウ建築コレクション、NeXTOKYO（森俊子、森浩生、藤村龍至、古
市憲寿、楠本修二郎、スプツニ子！、梅澤高明）、プロジェクトDGZ（門
脇耕三、川添善行、南後由和、藤村龍至、古澤大輔、松川昌平、水野学）
の各氏・各団体が出展した。
　槇氏は、オリンピック以後に仮設観客席を撤去することにより、
2050年には屋根もなく1万人の観客席しか持たないという、対案を
展示した。伊東氏は、新国立競技場のコンクール応募案と、その後に制
作された改修保存案を、並列して展示した。田根氏は、古墳スタジアム
として外皮一面が緑に覆われた新国立競技場のコンクール応募案を、
模型とともに展示した。森山氏は、現国立競技場をキャラクター化し
たTシャツを展示することで、その個性の視覚化を試みた。青井氏＋
青井研は、新国立競技場の議論をクロノロジカルに整理するととも
に、さまざまな図表とともにスタジアムとしての分析を行った。浅子
氏は、オリンピック選手村の代替案を巨大な模型とともに展示し、複
数のプログラムや対立する概念を混ぜあわせる計画を提案した。門脇
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氏、谷尻氏、長坂氏、永山氏、羽鳥氏、松田は「オルタナティブ・オリン
ピック」というテーマのもと、トウキョウ建築コレクション参加学生
とのチームにより、それぞれ提案を行った。トウキョウ建築コレクショ
ンはその時のワークショップの模様を展示した。門脇チームは、都心
／湾岸への文化的な二極化とその共存関係の予告を表現した。谷尻
チームは、船で世界を移動するスタジアムを、長坂チームは、オリン
ピック時だけの都市のルールを、永山チームは、ベイゾーンの可能性
に着目したオリンピック後の跡地利用を、羽鳥チームは、街で五輪を
開催するという競技場のない未来を、松田チームは、中小都市が連携
して開催可能な文化のオリンピックを、それぞれ提案した。NeXTOKYO
（森俊子、森浩生、藤村龍至、古市憲寿、楠本修二郎、スプツニ子！、梅澤
高明）は、新しい東京の戦略軸「TOKYO-X」や東京湾岸をイメージの
核とした提案を、若手の研究者ら5組を中心としたプロジェクトGDZ
は、「晴海から東京ベイゾーンを考える」と題して実施したシャレット
の成果物を展示した。
　さらに日本スポーツ振興センターの協力により、新国立競技場ザ
ハ・ハディド案（2014年5月修正案）および周辺模型も展示された。
以上のように、関連企画展では東京オリンピック2020に関連して、多
面的な側面からの展示が行われ、シンポジウムと連動しつつ、オリン
ピックを建築、都市的な視点から考える契機をつくったと言えよう。

松田達（建築夜楽校第1夜、関連企画展示）／東京大学、 
藤村龍至（建築夜楽校第2夜、関連企画展示）／東洋大学

東京ウォッチング2014「駒沢」
　10月27日（月）、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場B入
口前に参加者約30名が集合。講師は中谷正人氏（NAKATANI 
NETWORKS、編集者）と小笠原で担当。駒沢オリンピック公園の広場
ではラーメンイベントが開催中でスープの香り漂う中で今年度の東
京ウォッチング開始である。今回は同公園管理事務所の協力をいただ
き、公園内をじっくり歩くというルートである。
　まず、陸上競技場内会議室で概要説明、公益財団法人東京都スポー
ツ文化事業団の高橋博所長からご挨拶と同公園の成り立ちや歴史的
経緯からの区境と施設の不一致の関係など興味深いお話が。そして早
速陸上競技場フィールドへ。日頃外観に目を向けがちであるがその芝
生の養生や管理、そしてトラックの現況など紹介いただきながらスタ
ンドへ。広場からのアクセスの良さや現在に至るまで多様な競技で利
用されつづける駒沢オリンピック公園の理由を実感する。竣工当時の
まま残るトイレの様子を参加者が懐かしげに眺める一コマも。
　陸上競技場から屋外へ。ランニングコース・サイクリングコースと
立体交差を形成している子ども向け公園と小橋などを眺め補助競技場
を見て中央広場へ。管理事務所のご配慮で特別にオリンピック記念塔
下の共同溝や聖火用のガス設備跡などを拝見。50年を経た現在も非常
によく整備されておりその管理者の苦労を感じさせるものであった。
　第二球技場での東京オリンピックのホッケーの話題を挟み硬式野
球場へ。高校野球予選会場としても知られている場所、強打者が登場
すると住宅街に隣接する駒沢オリンピック公園としては近隣にホー
ムランボールが飛び込まないかと冷や冷やしながら運営を行ってい
るという我々とは異なる観点でのご説明をいただく。
　体育館は平成に入り大改修がなされているが芦原義信先生の思想
は現在にもつながるものとして感じられ、またその地下には「東京オ
リンピックメモリアルギャラリー」が開設されており、1964年のオリ
ンピックを東京はいかに待望し迎え運営したかがよくわかる空間に
なっており、その夢は2020年へも受け継がれるのであろう。
　駒沢通りを渡る陸橋を進み取り壊し工事が始まっている屋内球技
場前を特別に許可を得て拝見する。東京オリンピックでは女子バレー
ボールチーム「東洋の魔女」が金メダルを獲得した場所であるが長期

的な東京都の駒沢公園計画の中で新しい機能を担うべく工事中で
あった。
　最後に陸橋上から駒沢通りに沈む夕日の説明を受け、東京ウォッチ
ング終了となった。世間は2020東京オリンピック招致ということで
神宮外苑に目を向ける人が多いが、東京とオリンピックの関係では駒
沢はその重要なポイントとして歴史的に存在している。派手さはなく
とも都市の中で見ておくべき場へ東京ウォッチングはきちんとその
まなざしを向け続けてゆきたい。今回の東京ウォッチングでは公益財
団法人東京都スポーツ文化事業団、駒沢オリンピック公園管理事務所
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ます。
 小笠原伸／白鴎大学

全国建築学生ワークショップ2014
「shrinking Japan, expanding Architecture」
―21世紀型建築学生セッション―
　2014年9月27日（土）、28日（日）に建築会館にて、全国建築学生
ワークショップ2014が開催された。今年度より全国の建築学生団体
を集め、建築学生による祭典を企画することを目的とした本企画は、
北は北海道、南は九州と、全国各地の29団体が田町に集結し、それぞ
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取り壊し中の屋内競技場

オリンピック記念塔



れの建築に対する想い・活動を知り、さまざまな議論が交わされた。
　日本の人口や経済が縮退の傾向を見せる一方で、建築家の職能は設
計活動に留まらず、プロダクトデザインからコミュニティデザインま
で、非常に多岐に広がってきている。ゆえに今の建築学生には、「建築」
を軸にあらゆる可能性が開かれており、また自分たちでその領域を拡
大していく強さが求められる。今年度は「shrinking Japan, expanding 
Architecture」―21世紀型建築学生セッション―というテーマのも
と、「今後の建築界を担うまだ何者でもない学生が、建築にとどまらず
様々な分野で活躍するクリエイター（POST-ARCHITECT）と共に
様々な来訪者と、これからの建築、建築することとは何かを考えるこ
と」を目的として、以下のテーマを軸に行われた。
【全国建築学生団体Discussion】
～学生団体のこれまでの活動報告とこれからの発展に向けて～
□日時：2014年9月27日13:00～19:00
　全国の29の学生団体の活動報告、団体年表、活動理念などをA1パ
ネルにして建築会館イベント広場、建築博物館ギャラリーに展示し、
午前中に団体のワークショップも行った。各団体の特色から三つの
セッションに分かれて各地方、各団体の過去と現状を知り、それぞれ
のこれからについて議論した。本企画は各地域の学生団体の活動やそ
の理念について議論することで各団体の活動を全国に広めること、全
国のつながりを作ることを目的とした。ディスカッションでは同じカ
テゴリーの団体同士で議論する場を設けることで、それぞれの活動の
長所を再認識し、それらの発展の方向性を探ることができた。また、こ
の企画に向けてパネルを作成することで、自分の団体やその活動につ
いて根幹やその背景などを詳しく知ることにより、活動の発展を促す
こと、そして形骸化しているイベントなどの活動に時代性を与える
きっかけにもなった。以下、三部構成の議論タイトル。
［第一部］伝統？葛藤？全国有名卒展・コンペ団体大会議
［第二部］POST-ARCHITECT現象は学生にも！？建築学生団体新会議！
［第三部］地域で見る学生の現状と変化！建築学生団体超会議！

【全国建築学生×POST-ARCHITECT討論会】
～建築がもたらす拡がりと多様な生き方について～
□日時：2014年9月28日13:00～18:00
【ゲスト】岩岡孝太郎（FabCafe）、齋藤精一（ライゾマティクス）、田中
元子（mosaki）、豊田啓介（NOIZ ARCHITECTS）藤代健介（prsm）、
松田達（東京大学助教）［音順、敬称略］
　建築を学び、従来のハードを建てるのではなく、新たな方向性、分野
で自分の建築を確立し活躍しているクリエイター（POST-
ARCHITECT）6名をゲストにお迎えし、レクチャーを受けた後、これ
からの建築についてゲスト一人と学生でグループをつくりフラット

な立場で机を囲って議論しあった。最後に、各グループが発表し、6名
のPOST-ARCHITECTの方々にご講評していただき、議論し続けた2
日間は幕を閉じた。本企画では、建築の職能が拡がり続ける現在の建
築業界において、全国各地でそれぞれ様々なことを経験・思考してい
る学生が、新たな分野で自分の建築を確立しているPOST-
ARCHITECTの方々と議論することで、これから各々がどのように建
築を学び、歩んでいくのかを問い直す企画となった。

　今年は、全国の建築学生、さらにはPOST-ARCHITECTが集い、これ
からの建築について議論することで、建築を学ぶ学生にとっては今後
自分が建築とどうかかわっていくのか改めて考え、未来につなげてい
くきっかけとなる場となったのではないかと思う。
　最後に、全国の建築学生が集ったとはいうものの、今回参加できな
かった学生団体があること、学生団体に所属していなくても建築を学
ぶ同士がいること、また議論したことを踏まえ各々がどう活動してい
くのかいうこれからの話がしきれなかったのではないかという意見
もある。しかしながら、そのような意見がでたことで今後も全国の建
築学生が集い建築と向き合うことの意味が示唆された。第1回である
2014年をきっかけに建築に携わる人々がつながり発展していくよう
な活気に満ちた企画となることを期待する。
代表：熊倉卓（東京理科大学大学院修士1年）
【参加団体】トウキョウ建築コレクション2015、esquisse、学生団体
SNOU、建築学生サークル♭、関西建築サークル♯、広島建築団体
scale、wunit design studio、富山大学建築サークルACT、仙台建築都
市学生会議、SDL、卒、15、colors、NAF、デザイン女子No.1 決定戦
2015NAGOYA、Diploma× KYOTO’15、北海道組、東海大学建築サー
クルTAC、けんけん（大同大学）、新人戦2014、建築学生サークル fog、
DECADE、DANWASHITSU、た け と も、卒 業 制 作 合同 展 示 会
TETSUSON、前橋工科大学まちづくりサークルえん、たてものがたり、
糸島空き家プロジェクト、Natural、利根運河シアターナイト［順不同］
【運営】
学生WS2014 実行委員会：熊倉卓（前掲）、吉備友理恵（神戸大学）、
小畑裕樹（東京大学大学院）、川村悠可（東京工業大学大学院）、寺田健
悟（東北大学）、川崎光克（東北大学）、納富洸司（宮城大学）、岡田拓真
（東京理科大学）、福田泰之（東京理科大学）、櫻井祐希（日本女子大
学）、中田匠（金沢工業大学）、白石真穂（椙山女学園大学）、吉田沙耶香
（椙山女学園大学）、陣昂太郎（名古屋大学）、城戸江梨奈（近畿大学）
［順不同］

学生グランプリ2014「銀茶会の茶席」
　今年度の学生グランプリは建築文化週間のイベントとして独立し
て行われた。応募数は35作品であった。8月12日に、建築博物館ギャ
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討論会後の集合写真
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　　　　　現状と変化！？
建築学生団体超会議！



ラリーにて第一次審査会が開催され、第二次審査に進む入選4作品を
選考した。また、審査員は各々審査員賞1作品を選考した。なお、審査
は公開、応募作品の所属・応募者名はブラインドされて行われた。8月
21日に 1/1模型製作説明会が開催され、本阿彌守光（武者小路千家）氏
による茶席のレクチャー、構造エスキスチェックおよび審査員賞の表
彰が行われた。
第一次審査結果
＜入選＞1/1模型製作
薄光庵 末廣康介ほか3名 東京大学、東洋大学
浸透する茶席 伊藤誠人ほか6名 芝浦工業大学
エウレクレイデスの箱 武藤俊介ほか7名 武蔵野大学
存在の目にみえない軽さ 若林拓哉ほか3名 芝浦工業大学
＜審査員賞＞
五十嵐太郎賞
折花－せっか－ 佐々木朋之ほか2名 名城大学
井内雅子賞、濱野裕司賞
“重き”を置く 五寶智美ほか2名 芝浦工業大学
鵜飼哲矢賞、松田達賞
螺旋鏡 吉原侑太郎ほか6名 千葉工業大学

小野田泰明賞、佐藤淳賞、藤村龍至賞
境界の作法 芹田正樹ほか5名 芝浦工業大学
斎藤公男賞
鼓 大竹英明ほか2名 日本大学
細澤治賞
折り紙の茶室 小田島佳彦ほか4名 明星大学
細野佳代賞
薄光庵 末廣康介ほか3名 東京大学
山本豊津賞
茶浮器 片寄健太ほか6名 岡山県立大学

　10月8日に、建築会館のイベント広場にて第二次審査会が開催され
た。第一次審査を通過した4作品の 1/1模型が制作され、公開審査に
よって金賞、銀賞を決定した。
第二次審査結果
＜金賞＞
薄光庵 末廣康介ほか3名 東京大学、東洋大学
＜銀賞＞
エウレクレイデスの箱－錐体卍格子の
 武藤俊介ほか7名 武蔵野大学 
　金賞作品「薄光庵」は実施施工され、10月23日～27日の間、銀座三
越にて銀茶会の茶席として実際に使用された。また、銀茶会のイベン
トとして、コンペ応募者有志によって企画された銀茶カフェ（於：
ART FOR THOUGHT　応募作品の展示、10月20日～11月1日）が開
催された。銀茶会の茶席参加者は510名、銀茶カフェ来場者は500名
であった。
 鵜飼哲矢／九州大学

カルチベートトーク
「学会賞とは何か―日本建築学会賞受賞建築作品集1950-2013の 
刊行記念」
日時：9月26日（金）18:30～20:30
会場：建築書店
登壇者：古谷誠章（早稲田大学教授）、大森晃彦（建築メディア研究
所）、倉方俊輔（大阪市立大学准教授）
モデレーター：五十嵐太郎（東北大学教授）
参加者：33名
　建築会館の書店において、『日本の名建築167日本建築学会賞受賞
建築作品集1950-2013』（技報堂出版、2014年）を監修した古谷誠章、
寄稿した倉方俊輔と五十嵐、編集を担当した大森晃彦によるトークイ
ベントが開催された。小野田泰明委員長（建築文化事業委員会）の挨
拶に始まり、この本に関わった四名が学会賞について、それぞれの立
場から語り、五十嵐が司会となって討議が行われた。当日は学生ワー
クショップの前日であり、学会賞のことをよく知らない学生も多く集
まり、建築文化週間の前夜祭的な雰囲気だった。
　日本建築学会賞（作品）は、戦後すぐに創設された後、これまでに多
くの作品が受賞し、その審査経緯、選評、受賞の言葉などが、60年以上
にわたって蓄積されてきたが、それらを一冊で総覧できる初の書籍で
ある。縮小版のような小さい文字ながら、『建築雑誌』に掲載された関
連ページをすべて収録しているからだ。今回、各執筆者は、時代や社会
の変遷、あるいはテーマ別の切り口から、学会賞を読みといたが、本書
は濃厚な資料集でもあるアーカイブゆえに、ここから議論できる内容
は、将来さらに発掘可能だろう。
　建築会館の書店は、トークで言及した別の本を棚からすぐに探し
て、手にとることができるだけでなく、ほどよい大きさの親密なス
ケール感をもち、心地よい雰囲気だった。また聴衆との距離が近いこ
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金賞：薄光庵

銀賞：エウクレイデスの箱

入選：浸透する茶席

入選：存在の目にみえない軽さ



とから、学会賞をめぐる率直な質疑応答も行われた。出版記念として
はやや遅いタイミングだったが、そのおかげで、ここを本に関する
トークの会場として有効に使える手ごたえを感じることができたの
は大きな収穫かもしれない。
　ともあれ、今回のトークを通じて思ったのは、やはり学会賞（作品）
の審査を通じた膨大かつ多角的な議論が、非公開なのはもったいない
ということ。公開審査がすぐに無理だとしても、（例えば、京都賞のよ
うに）数十年後に全内容が公開されるなどの措置はできないだろう
か。後世の歴史家に貴重な資料を残すことができるからだ。
 五十嵐太郎／東北大学

建築文化週間2014開催報告（支部主催）
日本建築学会

●北海道支部
函館の歴史的建造物の見学「建築探訪～函館市」
　2014年10月11日（土）函館の歴史的建造物「函館探訪～函館市」の
見学会が30名の参加で開催された。集合場所の旧丸井今井呉服店
（函館市地域交流まちづくりセンター）が最初の見学場所である。
1923年（大正12年）、丸井今井呉服店函館支店として耐震耐火性に優
れた鉄筋コンクリート構造により、3階建で建築される。1930年（昭
和5年）4階、5階が増築され、エレベーターも設けられた。その後
2005年（平成17年）から2007年（平成19年）にかけて「外観の保全」

と「安全性の確保」の両立を図るための改修が行われた。東北以北最
古のエレベーターを保存するため、搭屋部分を5階建のまま残した。
最初に建物の歴史の解説を受け、手動式エレベーターを体験した。
2007年（平成19年）から「地域交流まちづくりセンター」として、開
館されている。続いて旧函館区公会堂である。明治43年（1910）木造2
階建、建物の特徴は、ベランダがあるコロニアル・スタイル。玄関とそ
の左右の上部に3連の三角形の破風が付き、唐草模様の装飾で和風の
要素が入っている。2階の大広間は柱が一本もない作りで、当時の最
新技術が用いられている。外壁の塗装は、竣工当時はスカイブルーと
黄色の二色だったが、大正10年代に皇太子（のちの昭和天皇）ご来訪
の際、深緑にオレンジに塗り替えられた。今回は公開してない2皆大
広間の小屋裏を見られるということで、希望者13名が4m余りの猿ば
しごを 登り、小屋組・棟名札を見学した。続いて函館旧ロシア領事館
（旧函館市立道南青年の家）明治41年（1908）煉瓦造、正面1階玄関部
の寺院風唐破風の下で、安政元年（1854年）12月の日露通好条約に基
づき、安政5年（1858年）9月初代領事ゴシケーヴィチ一行が着任、実
行寺に領事館を置いた歴史の話から、設計のドイツ人建築家：リヒャ
ルト・ゼールと、ドイツ人建築家：ゲオログ・デラランデの詳しい講義
を受けた後、内部見学を行った。現在は閉館中で内外共に痛みが進み、
民間団体のボランティアを中心に保存活用を検討中である。昼食を挟
んで次は、谷地頭にある大正神 社建築の傑作と誉れ高い、本殿・幣殿・
拝殿の三つが一体となった権現造りの社殿である。明治末からの函館
の社寺建築はたび重なる大火を教訓にし、当時の地元有力商人が中心
となり鉄筋コンクリートや煉瓦などの耐火素材で本堂を建立したと
いう事例が多く見られたが、こちらは純粋な木造。社殿の背後には函
館山があり谷地頭の住宅地とも距離があるので、耐火対策は必要な
かったと思われる。函館西部地区にある寺社建築の中でも、大正の輝
きを今に伝えるこの社殿は、名建築の一つと言えるだろう。続いて遺
愛学院（遺愛女子高等学校）本館に向かう。遺愛学院は明治期から昭
和初期にかけて建てられた校舎・学校施設が現存し、函館の歴史的建
造物を代表する。全体的にシンプルな印象であるが、本館の校舎 は建
物細部のデザインなどとても凝った箇所が多く見られる。現在も学校
で使用されており、内部も当時とほとんど変わらず使用されている。
敷地内にある宣教師館はピンク色の本館と同じ明治41年に竣工、本
館の設計をアメリカ人建築家のジェームス・マクドナルド・ガーディ
ナーが手掛け、この旧宣教師館もガーディナーの設計である。続いて
箱館奉行所に向かう。直接内部に入り説明を受ける。日米和親条約締
結による箱館開港に伴い、1864年（元治元年）、五稜郭内に箱館奉行
所が置かれた。箱館戦争終結後の 1871年（明治4年）には建物が解体
されたが、平成18年（2006）7月から当時の図面・古写真・文献資料
に基づき函館市による復元工事が着工し、2010年（平成22年）7月
29日に完成した。朝9時から午後 4時の長時間であったが、事故もな
く終了した。見学会は外部を見ることの多い中で、内部を見られ、普段
入れない所に入り、大変見応えがあり充実していた、この様な見学会
をぜひ続けてほしいという要望が多く寄せられた。
 吉村冨士夫/北海道支部歴史意匠専門委員会

地震防災体験学習－地域で進める防災対策－
　2014年10月4日（土）に厚真町総合福祉センターにて表記事業を
開催した（主催：日本建築学会北海道支部、共催：厚真町）。当日は地
域住民、町職員、北海道防災マスターを中心に約50名が参加した。ま
ず、厚真町防災担当、田中氏よりイベントの概要について説明を頂い
た後、森氏（北海道大学／北海道HUG研究会代表）より建築文化週間
について説明をした。
　その後、HUG（避難所運営ゲーム）を定池氏（東京大学）の指導のも
と実施した。まず、HUGの説明を行い、6つのグループを作り、アイス
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ブレーキングを行った（HUGの説明）。続いて、グループごとに会場
（総合福祉センターは実際の避難所である）の下見を行い（避難所
チェック）、その結果をもとに会場の図面上に入口や受付、必要な機能
の配置を行い（避難所開設準備）、その後、HUGのカードに従って避難
者の配置やイベントカードへの対応についてワークショップを実施し
た（HUGの実践①）。なお、HUGは静岡県発祥の防災研修ゲームであ
るが、私たち北海道HUG研究会は寒冷地特有のイベントを加えたり、
寒冷地特有の状況（例えば、避難所となる体育館と校舎の関係やプー
ルの使われ方等）を加えたりしつつ実施しており、毎年、道内の自治
体、町内会で10回程度の研修を実施している。休憩時間には、参加者
の皆様に協力いただき、防災食の準備を行った。防災食はハイゼック
スシートにお米と厚真町の特産物を入れた炊き込みご飯とした。なお、
防災食のメニューの考案、当日の調理については、厚真町の管理栄養
士の方々の全面的な協力により行い、非常においしいものとなった。
　休憩後はHUGを再開し、終了後は各グループの成果をリーダーに
プレゼンテーションしていただき、また、その結果に対して各ファシ
リテーターからコメントをいただいた。その後、避難食を食べながら
定池氏より総合的な講評を行っていただいた。
　厚真町の沿岸部は津波の被害が予想されている地域であり、また、
巨大な火力発電所がある地域であるため住民の防災意識が非常に高
い。定池氏は現在、厚真町の防災コーディネーターとして活躍してお
り、この他にも多くの防災の試みを実施している。そのような中で今
回の建築文化週間を実施できたために、参加者、運営側も有意義なイ
ベントとなった。

1 0:00-  1 0:   1  5 　避難所運営ゲーム（HUG）の説明
1 0:   1   5-  1 0:30 　避難所チェック
1 0:30-  1 0:45 　避難所運営ゲーム（HUG）の実践①
1 0:45- 1   1   :05 　休憩　（食事の準備）
1   1   :05- 1   1   :   1  5 　避難所運営ゲーム（HUG）の実践②
1   1   : 1 5- 1   1   :35 　ふりかえり
1   1   :35- 1   1   :55 　発表と各グループスタッフによるコメント
1   1   :55- 1 2:30 　食事をしながら簡単な講評（定池）
 森太郎／北海道大学

第39回北海道建築賞（2014年度）表彰式・記念講演会
　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
講演会が、10月24日（金）18:00より、北海道大学の遠友学舎で開催さ
れた。遠友学舎は、本北海道建築賞表彰式・記念講演会でずっと使わ
れてきた北大キャンパス内にある市民に開かれた施設である。定刻の
18:00には、一般市民、学生、大学関係者、さらには建築業界関係者が、
約60名ほど集まった。
　佐藤孝北海道支部長の挨拶に続いて、北海道建築奨励賞：大杉崇
君・作品「イヌエンジュの家」の設計、同じく北海道建築奨励賞：海藤

裕司君・作品「伊達市総合体育館 あかつき」の設計が、発表され、佐藤
孝支部長より受賞者にそれぞれ表彰状と副賞のブロンズ彫刻が手渡
された。その後、小篠隆生北海道建築賞主査から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作品の中から書類審査を経て6作品に、さらに現地審査を
経て、8月26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。今回は、北海道建築賞本賞は選出されなかったが、奨
励賞の2作品は、住宅と公共建築と異なるものであるが、共に、北海道
という気候風土において建築が持たなければならない機能性、社会性
だけに留まることなく、どのように建築としてのデザイン性に昇華さ
せていくのかを丁寧にかつ真摯に取り組んだ作品であった点が評価
された。北海道建築奨励賞は、北海道の建築界の若手の登竜門として
位置づけられているが、今回も新進気鋭の若手建築家が選出された。
一方で、本賞が選出されなかったことについては、建築家は北海道の
ような地域にあっては、建築を産み出すプロセスにより総合的かつ多
様に関わり、社会的ニーズと建築としての先進的・規範的・洗練的空
間生成を両立させることが求められることが、建築家が社会に対して
とるべき姿勢であると改めて指摘された。
　その後、受賞者による記念講演が行われた。大杉崇君から作品「イ
ヌエンジュの家」、海藤裕司君から作品「伊達市総合体育館 あかつ
き」についてそれぞれの計画・設計コンセ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）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た。1年に
一度開かれる北海道の建築に関する議論と評価の場は、北海道の建築
業界だけでなく、北海道をベースとする建築ジャーナリズムからも北
海道建築賞の一貫した視点と姿勢、またこのイベントでの議論の質を
評価する声を受けた。今後も、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、深く語り合う建築文化週間の行事として継続して
いくことを参加者全員で確認した。
 小篠隆生／北海道建築賞委員会主査

●東北支部
災害に強いまちづくりシンポジウム-被災地からの発信-報告
　2014年10月28日（火）に、せんだいメディアテーク7階スタジオシ
アターにて、災害に強いまちづくりシンポジウム -被災地からの発信-
が開催された。本シンポジウムは東北支部と災害委員会の共催で、東
北支部の各研究部会が東日本大震災の発生後これまで行ってきた災
害調査および復興への支援について、市民向けに紹介することを目的
としたものである。特に、今後の国内外の地震対策に向けて、1）東日本
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大震災の被災実態に基づく教訓をまとめること、2）得られた教訓に基
づいて、今後の災害に対する防災・減災上の課題および復旧・復興上
の課題を示すこと、に主眼をおいて開催された。参加者は約70名で
あった。
　シンポジウムは2部構成で、最初に吉野博会長の開催挨拶および源
栄正人支部長の趣旨説明があった。第1部では、「東日本大震災の教訓
と防災・減災上の課題」と題して、木村祥裕（東北大）、石山智（秋田県
立大）、高橋典之（東北大）、三辻和弥（山形大）、最知正芳（東北工大）、
赤井仁志（北海道大）の6名の講師から、宅地・建築構造から建築設備
までを対象として、主に振動・津波による被害実態と教訓について報
告された。第2部では、「東日本大震災の教訓と復旧・復興上の課題」
と題して、永井康雄（山形大）、坂口大洋（仙台高専）、増田聡（東北大）、
手島浩之（JIA宮城）の5名の講師から、文化財保護から復旧・復興過
程における課題および支援活動について報告された。最後に薛松濤前
構造部会長（東北工大）からの閉会挨拶をもって終了した。仙台では
2015年3月に国連世界防災会議が開かれる予定であり、支部による
活動や教訓の発信を引き続き行う予定である。
 大野晋／災害調査連絡会

●関東支部
見学会「旧清水家住宅書院と五島美術館茶室―明治期の和風住宅を
見る」
　関東支部主催の建築文化週間見学会は、明治期の和風住宅建築を
鑑賞した。再開発が進む二子玉川に整備された二子玉川公園内に移築
復元された「旧清水家住宅書院」と、当公園からほど近い五島美術館
内にあり、昨年耐震改修が終了した「古経楼」と「冨士見亭」が対象で
ある。このうち「冨士見亭」は東急の創始者である五島慶太氏の命で
昭和32年に建てられたものであるが、「旧清水家住宅書院」は明治43
年、「古経楼」は明治39年に建てられた住宅建築である。
　当日はあいにくの雨模様であったが40数名の参加者が集まり、ま
ず「旧清水家住宅書院」を見学した。この建築は清水組（現 清水建設）
の副社長であった清水揚之助氏の邸宅の離れとして建てられた後、昭
和28年から日産厚生会の保育所等として使われていた。昭和54年に
解体され、主要部材を世田谷区が保管していたものを、日本庭園「帰
真園」と一体的に整備・復元した。まず、設計に携わった清水建設設計
本部の関氏より当建築の来歴が紹介された後、格天井で付書院がある
格式を持ちながら縁側の疎垂木などに数寄の要素がある点、高価なク
ワ材の床柱など建物の特徴や見どころが説明された。続いて清水建設
社寺建築・住宅部の渡邉氏より、古材の確認や不足部材の補い方、金
襖の復元など工事で留意した点が紹介された。
　続いて徒歩で五島美術館に移動した。美術館の講義室内で、建文・
建築文化研究所の川端氏より「古経楼」「冨士見亭」の来歴、清水建設
社寺建築・住宅部の清田氏より改修工事の概要を説明いただいた。こ
こでは五島美術館様のご厚意で、吉田五十八氏が五島美術館本館を設
計した際に同時にデザインした灰皿、くずかご、椅子も見学すること
ができた。その後、二班に分かれて「古経楼」「冨士見亭」を見学した。
「古経楼」は台湾総督だった田健次郎氏が新築した後、後の昭和天皇
の行啓を機に賓客の接客空間として大正15年に改修した建物で、簡
素な数寄屋風の座敷に書院造りの格式表現を巧みに取り入れたもの
である。昭和10年代初めに五島慶太氏の所有となり、高台寺旧小方丈
茶室の写しである四畳台目の茶室「松壽庵」を増築している。改修工
事は既存意匠を残しながら、耐震性を向上し屋根を葺き替え、台所な
どの利便性を向上している。「冨士見亭」は座礼もできる立礼の茶室
で、亭号のとおり西側に富士山が眺められる大きな窓が設けられてい
る。西大寺旧山門の古材利用や外部などの錆壁（ホタル壁）などの趣
向の説明を受けた。解散後は、五島美術館で開催中の展覧会にて紫式

部日記絵巻なども鑑賞し、建築文化週間にふさわしい建築文化を学ぶ
見学会となった。
 菅野元衛／清水建設

第20回構造デザインフォーラム
「オリンピックとワールドカップをめぐる大空間の構造デザイン」
概要
　関東支部構造専門研究会（WG-D）主催の構造デザインフォーラム
が 11月15日（15時～18時）に行われた。本フォーラムは 1995年から
始まり今年で20回目を迎えた。例年は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の中でのプロセス
等を中心に議論する場であった。今年は20年という節目の年であっ
たため、20周年企画として、「オリンピックとワールドカップをめぐる
大空間の構造デザイン」と題して開催した。本企画は大空間建築を議
論する際に、必要最低限の知識を共有することを目指して、9つの課
題を設定し、社会人と学生が協働で調査・検討した結果を学生が中心
となってプレゼンテーションを行った。参加人数は定員80名を大幅
に超える120名（社会人50名、学生70名）で、構造デザインフォーラ
ムとの協同開催で行われたアーキニアリング・デザイン展（11/14～
21）との相乗効果を生み出すことができた。
発表内容

テーマ 研究室

オリンピックとFIFAワール
ドカップスタジアムの歴史

工学院大学　山下研究室

国内外コンペの諸相 日本大学　空間構造デザイン研究室

構造形態（ドーム） 日本大学　空間構造デザイン研究室

構造形態（スタジアム） 千葉工業大学　多田研究室
昭和女子大学　森部研究室

再生・改修 芝浦工業大学　小澤研究室

スタジアムの多目的利用 首都大学東京　高木研究室

大空間の環境技術 首都大学東京　須永研究室
東京大学　大岡研究室
東京理科大学　井上研究室
日本大学　空間構造デザイン研究室
早稲田大学 　 田辺研究室

合理と象徴 東京都市大学　福島研究室

都市と大空間 千葉工業大学　今村研究室

まとめ
　新国立競技場を意識した本企画は、学生によるプレゼンテーション
後に、斎藤公男氏がモデュレーターとなり、学生や指導教授との議論、
さらには会場からの質疑により、活発な意見交換会となった。今後、本
フォーラムでの議論やパネル・模型の成果品が大空間建築を議論す
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会場風景学生による発表



る際の基礎知識となることを期待する。最後に、大空間建築と密接の
関係にある「構造デザインとは何か」を論じた斎藤公男氏の一文を紹
介する。
　“代々木国立競技場（1946）からちょうど50年。かつて日本の復興
シンボルとして世界に飛翔した名建築と同様、新国立競技場もまた21
世紀の日本の向かうべき姿をアピールしてほしい。誰もがそう願って
いる。やればできたということでなく、どのようにそれを実現したか、
その筋道を辿れる「物語」が望まれる。それを支えたいと多くの人が
思っている。東京オリンピック2020に向かうプロジェクトは、東北の
復興や原子力問題、防災都市の構築や環境景観問題と切り離すことは
できない。いままでも、そしてこれからも、日本が世界に誇れる言葉は
MOTTAINAIとOMOTENASHI。その精神―Less is More　を体現す
る構造デザインを期待したい。”【参考文献：斎藤公男「新国立競技場
をめぐって」鉄構技術2014.2】
 中村伸／日本設計構造設計群

●東海支部
建築ウォッチング「最先端の減災研究施設を見る」
日時：平成26年10月11日（土）9:30-12:00
場所：名古屋大学　減災館
参加者：26名
報告：
　2014年度建築文化週間の支部企画として、建築ウォッチング「最先
端の減災研究施設を見る」と題して2014年5月に開館した名古屋大
学の減災館を見学した。参加者は家族連れや一般の方を含む26名で、
名古屋大学災害対策室長の飛田潤教授のご案内で施設概要の説明後

約2時間をかけて施設を回った。減災館は、名古屋大学減災連携研究
センターに関わる研究者が最先端の研究を行うとともに、減災に向け
た社会連携の拠点ともなる施設である。減災館では、地下の免震装置
と屋上の振動実験室によって建物全体を振動実験に用いることがで
きるなど、世界初の試みが取り入れられている。特に、高層ビルの地震
時の揺れと一緒に窓からの映像も加わる地震体験装置や津波高さを
示す垂れ幕、床一面の名古屋市街の地図、手作りの模型など、体験型の
施設展示に一般の参加者も興味深く見学することができた。建物自体
の耐震技術は進んでいるが、やはり肝心なことは家具などの転倒防止
など、地震時の「室内の安全対策」との言葉が印象に残った。
 須永浩邦／東海支部事業委員・清水建設

●北陸支部
「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3年生～6年生を対象とした町並み探
検のワークショップ「第10回集合！みんなはたてもの探偵団」を、去
る2014年10月11日（土）に富山市で実施した。参加した小学生は3年
生7名・4年生1名・6年生2名と、建築学会関係者11名、富山大学学生
4名の合計25名であり、秋晴れの気持ちの良い天候の中、街並み探検
を行った。
　会場である富山大学人間発達科学部第2棟211教室に9:30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、
およびハザードマップの読み方について座学を行い（写真1）、その後
班ごとに、探検を行う地域の特徴や予想されるハザード、探索ルート
（見学やヒアリングする施設や建物）などの詳細説明を行った。そして
10時過ぎには大人も子どもも安全ベストを着用し、デジタルカメラ・
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
て出発した。
　4つの探検ルートは、①富山市消防局～五幅公園～富山大学（写真
2）、②岩瀬（写真3）、③富山県庁～富山市役所～中心市街地（写真
4）、④環水公園～JR富山駅北再開発地区（写真5）である。各班とも、
安全確保と写真撮影補助のため、建築学会員や富山大学学生が付き
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に質問し、消防車
試乗や消防服着用など様々な体験を行った。
　13:30頃に全員が無事に会場に戻り、約2.5時間かけて、探検ルート
で収集した写真やヒアリングメモを駆使して、班毎の防災探検マップ
（A0版）計4作品を完成させた。それぞれが工夫を凝らした興味深い
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アーキニアリング・デザイン展風景

減災ホールにて災害対策室の飛田教授より説明をうける

減災ギャラリーの吹抜に設置された津波の高さを体感できる垂れ幕



作品に仕上がっており、迎えに来られた親御さんたちの前で、楽しく
マップの発表会を行った。最後に記念品として、富山大学芸術文化学
部渡辺雅志氏の作品（矢印の形をした木製の方位磁石）と日本損害保
険協会からの参加賞（方眼紙ノート）を、参加した小学生全員に渡し、
集合写真（写真6）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

金沢まちあるきツアー
主催：北陸支部金沢支所
日時：10月4日（土）10:00～ 14:30
場所：金沢市、長町エリア、寺町エリア
参加者：23名
　建築文化週間の一環として北陸支部では金沢まちあるきツアーを
開催した。昨年は金沢駅から香林坊エリアの間のまちあるきを行った
が、それに引き続き今年は景観地区に指定された長町エリア、重要伝
統的建造物群保存地区に指定された寺町エリアのまちあるきを行っ
た。この二つのエリアは、近年地区指定が新たになされ、その重要性や
魅力をより多くの人々に感じてもらうことを目的としている。金沢工
業大学と金沢市の協同事業として作成されている建築と景観のマッ
プ「カナザワケンチクサンポ」を見ながら、ゆっくりと街中を歩き、普
段では気づかない様な魅力を発見し楽しんでもらおうというもので
ある。案内は金沢工業大学の宮下智裕准教授が行った。
　午前中は長町エリアを散策した。用水沿いに並ぶ店舗群やお店に入
るために渡る用水に架けられた小さな橋など、金沢らしい景観を楽し
んだり、武家屋敷群に立つ土塀に囲まれたエリアを歩いたりしながら
歴史的な空間体験を楽しんだ。
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写真1　班に分かれて、ワークショップの全体説明

写真3　 岩瀬の出格子（簾虫籠スムシコ）の見通しの違い（左：中か
ら、右：外から）

写真4　富山市中心市街地を走る路面電車

写真6　全員による記念撮影

写真5　 北陸新幹線開通に向けて改装中の JR富山駅には、ゆるキャラ
がお出迎え

写真2　富山市消防局で、119番通報体験



　午後は犀川を渡り、寺町台地区を散策した。犀川沿いでは、つづら折
れの美しい階段のあるW坂や、台地の上では2階建てに見えるが下か
らは4階建てという料亭の木造建築などを見学した。その後、70近く
の寺院が密集して建ち並ぶ寺町寺院群を巡り、妙立寺、六斗の広見な
どを見学した。
　参加者のほとんどは金沢市に住む方達であったが、車で通過する事
はあってもゆっくりと散歩したことはなかったという意見がほとんど
で、あらためて長町や寺町の魅力に気がついたという感想が多く聞か
れた。歩いて楽しいまち金沢を伝える大変有意義なツアーとなったと
思われる。
 宮下智裕／金沢工業大学

第4回 越前若狭の建築文化探訪／第2回 福井の地から建築史・建築
論研究を考える
シンポジウム「増田友也の思索をめぐって」
主催：北陸支部福井支所
日時：10月25日（土）午後2時～午後5時半
場所：アオッサAOSSA6階601-A研修室
記念講演会・講師：中村貴志（建築論研究所）
コメンテーター：田路貴浩（京都大学）、市川秀和（福井工業大学）
参加者：22名
　昨年度の企画「森田慶一『西洋建築史概説』刊行50周年を記念し
て」（記念講演：加藤邦男氏）を受け、今年度は生誕百年を迎えた増田
友也（1914～1981）のシンポジウムを開催した。なお、京都大学の森田
と増田は、戦後の福井大学の建築学教育に深く関わったことから、こ
の福井支所での連続企画が実現した。
　記念講演の前に、増田友也の経歴や業績について、支所事務局より

簡単な紹介があった。増田は大正3年に兵庫県・淡路島に生まれ、昭
和14年に京都帝国大学建築学科を卒業後、満州炭鉱工業会社に入社
して戦中期を大陸で過ごした。終戦後、シベリア抑留を経て帰国し、昭
和25年に母校の講師となった。森田慶一・村田治郎の下で研究教育
に着手した初期の増田は、まず未開社会の民族生活にみる原始的な空
間構造を解明して博士論文に纏めるとともに、西洋思考による日本建
築の空間現象を独自に考察した。さらに中期の増田は、建築と庭園、自
然の全体性を風景論から究明し、そして後期では道元やハイデッガー
の哲学に基づく存在論に踏み込み、所謂「建築論の京都学派」の継承
展開を遂行した。
　そこで記念講演会では、増田の門下生の一人で、その思想を継承す
る中村貴志氏が講演した。学生時に初めて接した師・増田との決定的
な出会いから話し始めた中村氏は、代表作の「東山会館」保存活動や
「京都大学総合体育館」「鳴門市文化会館」の制作現場、またアトリエ
での日々などに触れながら、増田独特の思索世界へと徐々に歩み寄っ
た。そして「守拙・曽謙」の号をもつ増田の存在の深淵へ近づくため、
作品集に収められた揮毫「非汒」、そして遺された『曽謙句集』が取り
上げられ、中村氏の鋭い洞察と問いの射程が悠々と語られるなかで、
会場の参加者は、増田の人間的な魅惑に包まれたようであった。
　次の質疑討論では、コメンテーターの田路貴浩氏が中心となって進
行した。田路氏は、増田を直接知らない現代のわれわれが如何に受け
止めて理解すべきなのかと前置きした上で、増田の思索と制作につい
て問いを投げかけた。それに対して中村氏は、通常の建築家像にみる
作品と思想の関係、つまり作品や制作を理論づけ、役に立つ方法論の
ような捉え方が、増田の場合に適切かどうか考えることが先ず必要で
あり、少なくとも増田には、そうした通常の理解で捉えきれず、より根
本的なアルヒテクトーンや人間存在の視座から見極めることが大切
ではないかという主旨で説かれた。さらに会場から「非汒」にみる
「非」の質問が出されるなど、内容的に深い討論が活発に交わされた。
　最後に総括として白井秀和・福井支所長が、学生時代の強烈な記憶
として「増田友也のハイデッガー講義」について言及され、その鋭意
な洞察力と思想的な魅力が指摘されるとともに、今後のさらなる増田
友也研究が展開されることを期待して、閉会となった。
　なお当日は、北陸の清秋の恵まれた天候のなか、大阪・京都からも
積極的なご参加をいただき、福井に於ける増田友也の生誕百年記念行
事は、とても充実したものとなった。この企画の実現にあたり、ご協力
いただいた皆様に深謝する。さらに今後も福井支所の例年行事として
継続するので、ご期待いただきたい。
 市川秀和／福井工業大学

●近畿支部
「東大阪市旭町庁舎」見学会
　去る10月14日、日本建築学会近畿支部建築文化週間事業の一環と
して、東大阪市旭町庁舎の見学会を開催した。東大阪市旭町庁舎は、
1964年に枚岡市庁舎として竣工した建物である。設計者は、西澤文隆
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つづら折れの美しいW坂

犀川沿いに建つ木造4階建ての料亭

記念講演の中村貴志先生 コメンテーターの田路貴浩先生
（中央）



が所長を務めた坂倉準三建築研究所大阪支所（現・坂倉建築研究所大
阪事務所）。設計を担当した所員は、後に著名な建築家となる東孝光で
ある。
　2001年には「関西のモダニズム建築20選」に選定され、2014年に
はDOCOMOMO Japanより日本の優れたモダニズム建築として選
定された。しかし現在、老朽化などを理由に、解体の危機にある。東大
阪市によれば、耐震性に乏しいため解体する予定とのこと。計画では、
2016年度末をもって閉鎖し、機能は仮庁舎に移転し、その後建物を解
体、新築して再び機能を戻すとのことである。
　見学会では、近代建築部会主査である笠原氏が解説・案内を担当し
た。建物が建設された経緯や建物の特徴、設計者について解説した。
見学は外観から始め、屋内では旧議事堂、屋上など普段立ち入ること
のできない場所を含めて、隅々まで見学することができた。参加者は
室内外の意匠を中心に、細部まで丁寧に見学していた。その後、会議室
で質疑応答などを行った。保存に向けた考え方や方法についての質問
が複数あった。参加者は、モダニズム建築が置かれた状況や問題を理
解した様子であった。
　定員30名を大きく上回る応募があり、急遽定員を35名として対応
した。当日は33名の参加で見学会を実施した。東京からの参加者もあ
り、関心の高さが感じられるものとなった。

笠原一人／近畿支部近代建築部会幹事・京都工芸繊維大学

●中国支部
木造建築における地産木材利用の推進に向けて
　近年、地球温暖化対策を見据えた地球環境貢献や住生活基本法、長
期優良住宅の普及に関する法律が施行され、木材の利用を進めていこ
うという機運が全国的に高まっている。建築基準法は、2000年の改

正にともなう性能規定化により、法規的な問題が解決されて以来、木
造建築の技術開発が進められている。また、2010年10月には「公共建
築物等木材利用促進法」が施行され、木造公共建築物が増加してい
る。森林のCO2吸収・固定機能は、若い木の多い森林より高齢な木の
多い森林のほうが高いため、森林を適切に管理し、新陳代謝させてい
くことが必要である。なお、木材の地産・地消は、豊かな環境の創出と
地域の活性化につながると考えられる。したがって、今後、益々地産木
材を活用した建築物が普及・拡大することが望まれる。
　このような状況を踏まえて、日本建築学会主催事業「建築文化週間
2014」の中国支部企画として、「木造建築における地産木材利用の推
進に向けて」と題した木造建築物の見学会、木材試験及びシンポジウ
ムを2014年10月18日に（一財）建材試験センター西試験所で開催し
た。この開催にあたっては、（一財）建材試験センター、山口県、（一社）
山口県木材協会、（一社）山口県建築士会の貴重な後援を得た。この行
事には、西日本地域の大学、工務店、設計事務所、建材メーカー、関係団
体等から79名が参加された。
　10月18日午前中にバスツアーを行い、山陽小野田市立厚陽小・中
学校および楠こもれびの郷を見学した。山陽小野田市職員の方により
厚陽小・中学校の新校舎の概要説明は行われた。厚陽小・中学校の新
校舎の外装、内壁および床材には山陽小野田市北部の市有林から伐採
されたヒノキを使用している（写真1）。また、地元のスギ材およびヒノ
キ等を使用した楠こもれびの郷は、宇部市の公共施設として農林業振
興と地域の活性化、都市と農村の交流等をすすめる地域づくりの拠点
として設置された温泉施設である。施設の設計者・山口大学内田文雄
教授は施設を説明され、見学を案内された（写真2）。
　午後のシンポジウムの前に、（一財）建材試験センター西試験所の
方々は、山口県産スギとヒノキの曲げ試験を行い、参加者は、木材の曲
げ変形・破壊状況を熱心に観察され、貴重な体験だという声を聞くこ
ともできた（写真3）。また、井上西日本試験所長は、同試験所の新構造
試験棟と新材料試験棟の見学を案内され、材料試験設備の概要説明を
行われた。
　シンポジウムでは、中国地方の地域特性を踏まえながら、木造建築
物に地産木材の利用に向けて今後の取り組みを議論し、また、木造建
築物の安全性の確保および長寿命化の実現について最新の研究動向
を紹介し、木材利用の取り組みや木材利用に対する関心を高めること
を目的として、産学官の方々に講演をしていただいた（写真4）。（一
社）日本建築学会中国支部長・広島大学 大久保孝昭教授より開会挨
拶および主旨説明があり、「治山木材」を考えながら利用することも大
切であると述べられ、さらに木材を活かす建物の例として3階建て木
造住宅の振動実験のビデオを映され、損傷状況や挙動を説明された。
山口県農林水産部企画流通課 島谷正春氏は、山口県の木材資源の状
況、多様な利用法を推進する必要性および県産木材の利用状況、利用
促進に向けた取り組みなどについて説明をなされた（写真6）。また、
（株）安成工務店 代表取締役 安成信次氏より、国産材や県産材を住宅
に用いることで健全な山を存続させて地域経済に貢献するための同
社のさまざまな取り組みが紹介された。なお、近畿大学　松本慎也准
教授ならびに山口大学 藤田正則教授より、それぞれFRPに利用に
よって木材の靱性と仕口の強さを向上させる技術、および木質材料の
利用を拡大できる鋼木質複合構造システムの構法と力学特性を説明
された（写真5）。シンポジウムの参加者から、講演内容に対してさま
ざまな質問を行われ、地産木材利用を拡大するための今後の取り組み
および技術の開発について活発に議論された。
 李柱国／山口大学
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写真1　 厚陽小・中学校の見学風景 写真2　楠こもれびの郷の見学風景

写真3　木材の曲げ試験の見学風景 写真4　 シンポジウムの会場風景

写真6　 山口県農林水産部 島谷氏に
よる講演

写真5　 近畿大学 松本准教授による
講演



●四国支部
徳島における建築文化の継承・発展を考える
　2014年11月29日（土）、徳島市の徳島大学総合科学部けやきホー
ルにて建築文化週間の企画としてシンポジウム「徳島における建築
文化の継承・発展を考える」が開催された。我が国の建築文化は東京
や大阪を中心とした大都市における著名建築家による大作が中心で
あったが、1960年代に多くの建築学科か創設されたこともあり、その
卒業生が地方でも建築デザイン活動を開始した。これは建築デザイン
が都市や著名建築家のものから、地方の市民のレベルまで一挙に普及
した機会として捉えることができる。そこで、本シンポジウムでは
ローカルな建築家のパイオニアとも言える世代から独立したての若
手の建築家に至るまで3つの世代の建築家をパネリストに招き、それ
ぞれの活動の仕方や苦労、これからの展望についてディスカッション
を行った。
　まず、基調講演として大阪市立大学の倉方俊輔准教授（建築史家）
から「戦後日本の地方における建築文化の展開」と題して講演をいた
だいた。その中で、地域“の”建築となるには、いかに使われるか、語ら
れるか、という点の重要性について指摘されたうえで、徳島県内にあ
りながらさほど注目されずにきた建築をより積極的に発信、認識して
いくことが重要であることが指摘された。
　後段のパネルディスカッションでは、パイオニアであった 1950年
代生世代からは建築家という職能自体への理解が不十分である中で、
属人的な人間関係で依頼を受けてきたことなどが紹介された。間の世
代とも言える1960年代生世代からは上の世代によって建築家への認
識がそれなりに広まる中で仕事は比較的しやすくなった。また建築家
同士の勉強会などが活発化する中でトレーニングされてきたことを
紹介した。最近独立し始めた世代とも言える1970年代～生世代は個
人による設計活動というよりも複数のクリエイターによるコラボ
レーションが多く行われていることが紹介され、デザインの対象も建
築のみならず家具や展示など「場づくり」への関心が広がっているこ
とがわかった。
　また、姿勢についても最初の世代が都市的な考え方で設計活動にあ
たったのに対して、次の世代は上の世代への対抗心も含めて反都市的
な取組みも多く、現代の世代は比較的世代や建築などにもこだわりが
少なく、多様なデザインに取り組んでいる様子が紹介された。
　以上を通じて、それぞれの世代によるデザインに対する姿勢の変化
を見ることができるようになり、今後もこうした積極的な情報交換や
発表することによる地方でのデザイン活動の発信が重要であること
などが確認された。

 田口太郎／徳島大学

●九州支部
長崎港の近代化産業遺産ウォッチング
　九州支部では、今年度は長崎支所が担当し、2014年10月24日（金）
に「長崎港の近代化産業遺産ウォッチング」と題し、近代化に貢献し
た長崎の代表的な産業遺産の見学会を催した。一般市民、建築関係者
を含め32名の参加があり、遠くは姫路から参加があった。
　参加者は午後1時に常磐桟橋を出航し、船で港をめぐっての見学で

あった。船上の解説は、長崎総合科学大学の村田明久教授、長崎市役所
文化財課学芸員の佐々田学氏により行った。三菱長崎造船所のジャイ
アント・カンチレバークレーンと第三船渠、港口にある四郎ヶ島台場、
小菅修船場跡について、約1時間の船上見学を行った。いずれも、船で
接近し、海岸施設の造営や構築物のスケール感を現地で味わった。
　上陸後、小菅修船場跡現地に移動し、史跡と曳き揚げ機小屋の見学
を行った。この日はめったに入れない小屋内部の見学も可能となり、
スチームエンジン、ウィンチの機械類に触れ、また、レンガと鋳鉄トラ
スで建設された小屋建物について、佐々田氏の説明に耳を傾けた。続
いて、長崎造船所の構内に入り、バスから第三船渠の説明を受けてか
ら、旧木型場工場の建物をリニュアルした史料館の建築内部を見学し
た。村田教授が「長崎港の形成」、李桓准教授が「大トラス構造」につ
いて概説し、史料館アドバイザーの横川清氏が館内の貴重な機械類、
図面類などの展示物や遺構建築について説明した。
　参加者の大半は、こうした産業機械と関連建築をなかなか見る機会
はなく、施設内に初めて入る参加者が多かった。当時の新素材による
建築や巨大トラス架構に触れ、新鮮さを感じた様子で、好評のうちに
午後5時半に閉会した。
 村田明久／長崎総合科学大学・長崎支所長
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船上からのウォッチング

小菅修船場跡の見学




