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建築文化週間2015開催報告（本部主催）
建築文化事業委員会

建築夜楽校 2015
「2015年の都市建築状況を問う」

10月2日（金）と8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2015が開催された。「2015年の都

市建築状況を問う」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。

○第1夜：「日本のコンペティションは、このままでよいのか？」
第1夜は「日本のコンペティションは、このままでよいのか？」と題して、

プレゼンテーターに馬場璋造氏（建築評論家、『新建築』元編集長）、

鈴木知幸氏（元・2016年東京オリンピック招致推進担当課長、順天堂

大学客員教授）、森山高至氏（建築エコノミスト）、佐藤淳氏（構造家、

東京大学准教授）、日埜直彦氏（建築家、日埜建設計事務所代表）、浅

子佳英氏（建築家、インテリアデザイナー）、田中元子氏（建築ライター、

建築コミュニケーター）を迎え、モデレーターを松田が務めた。今回の

テーマはタイトルが示唆しているよう、新国立競技場問題を意識したも

のであった。複雑な展開を見せたこの問題は、2015年7月の白紙撤

回の後、再コンペの公募が開始され、隈研吾チームと伊東豊雄チーム

がそれぞれ応募をすることになるだろうと、噂がされていた時期の開催

であった。また、新国立競技場整備計画経緯検証委員会の検証報告

書が公開された約一週間後というタイミングでもあり、問題の検証と、

再コンペによる解決との間をつなぐような時期であった。

今回のシンポジウムでは、建築夜楽校として、できる限り新しい議

論の形式を試みた。プレゼンテーターとモデレーターは、建築会館

ホールの壇上ではなく、ホール中央にテーブルを囲むように着席し、

会場と同じ目線で議論を行った。またプレゼンテーターの人数も、今

回は7人と人数を多くした。結論を一定の方向に導く予定調和的な議

論を避けるため、できる限り多様な立場の人が議論できる場にすること

と、一人の話者が主張をするための最低限の時間を得られるようにす

ることとのバランスから決まったぎりぎりの人数でもあった。また壇上に

上がらなかったのは、会場からの飛び入り参加を許す形の議論を行お

うとしたためである。結果、最後に一人の参加者がテーブルに座るこ

とになり、議論が動いた。

冒頭、松田は主旨説明として、約一世紀前に不可思議な経緯を

辿った国会議事堂のコンペを取り上げた。国会議事堂は、結局誰が

本当の設計者なのかよく分からないまま建ってしまっている。このように

日本のコンペでは設計者の顔を隠してしまう傾向が根底にあるというこ

とが、今回の新国立競技場問題の根源を象徴しているように思われた

ためである。議論は、5つのセッションに分けて進行した。第1のセッ

ションでは「何故コンペのプロデューサーがいなかったのか？」をテーマ

に馬場氏がプレゼンし、コーディネーター不在の日本のコンペのあり方

に対して警鐘を鳴らした。なお、会場には事前に行われた馬場氏への

インタビュー内容も配布された。第2のセッションでは「新国立競技場

問題のプロセスについて」をテーマに鈴木氏と佐藤氏が問題提起を

行った。鈴木氏は、行政側が真の検証ができない仕組みについてな

ど、建築関係者が切り込めない切口で問題を指摘した。佐藤氏は、

JSCの行った体制づくりの問題の指摘の他、ザハ事務所の側にも想定

される問題を取り上げた。なお「キールアーチ悪玉説」を唱えていた森

山氏との論戦にもなったが、設計条件を整理していくと、佐藤氏の主

張と森山氏の主張が矛盾しないことも明らかとなった。第3のセッショ

ンでは「建築と社会のコミュニケーション」をテーマに、森山氏がプレ

ゼンテーションを行い、建築における複数の価値観をレーダーチャート

によって示した。第4セッションでは「日本におけるコンペの歴史的問

題」をテーマに、日埜氏と浅子氏は、コンペの結果を尊重することの

重要性にはじまり、建築家の立場から新国立競技場問題の多様な問

題点を指摘した。また、浅子氏からは森山氏のネットでの発言とのズ

レや責任を追及する問いかけもあった。

第5セッションは「未来のコンペへの提言」をテーマに全体での総括

討議が行われた。特に鈴木氏からは、スポーツ界の構造的問題など、

本質を突く発言が多々あった。より具体的な提案は会場から現れた。

建築家の相坂研介氏は、馬場氏が触れたコンペプロデューサーを組

織化したような第三者コンペセンターを提案し、発注者の負担を軽減

すると共に、若手・アトリエ系もベテラン・組織型もそれぞれの得意分

野でコンペに参加可能となり、多様な建築士活用にもつながる案を、

図解と共に紹介した（下図参照）。長い議論の末に、突然テーブルの

外からひとつの解答が示されたような瞬間だった。実現可能性の精査

は必要であろうが、「未来のコンペ」という問題設定に対する、ひとつ

の重要なたたき台が浮上したと言えるだろう。

新国立競技場問題という実に多様な要素がからみ合っている問題に

対し、本シンポジウムは日本におけるコンペティションへの疑問という

観点から、オープンエンドな議論の場を提供した。結論がないのでは

図版提供：相坂研介設計アトリエ



062 建築雑誌  JABS ｜ vol.131 No.1681 ｜ 2016.03

活
動
レ
ポ
ー
ト

という指摘もあったが、当然ひとつの結論で解決できるような問題では

ないだろう。現時点（2016年1月）でも新国立競技場は、まだ解決され

ない問題を抱えている状況であるが、2015年の10月という時点で、

日本建築学会という場でこのような開かれた議論が行われたことが、

何らかの意義を持つことを期待している。

 松田達／武蔵野大学

○第2夜：「地方創生まちづくり－空間と経済」
第2夜は「地方創生まちづくり－空間と経済」と題して、プレゼンテー

ターに泉英明氏（ハートビートプラン）、木下斉氏（エリア・イノベーショ

ン・アライアンス）、嶋田洋平氏（らいおん建築事務所）、山田高広氏

（NPO法人りた）を迎え、モデレーターを藤村が務めた。

嶋田氏からは地価が最大1/9に下落した小倉の中心市街地でのリノ

ベーションまちづくりの事例をもとに、補助金を使わない民間資金のま

ちづくりと戦略についての問題提起があった。泉氏からは2009年から

始まった来場者20万人、スタッフ1,000人、担い手としてサポーター

／レポーターも公募したイベント「水都大阪」についての報告があった。

山田氏からは愛知県岡崎市で補助金がつき突然始まってしまったリ

バーフロントプロジェクトへ関わった経験、特にフェス「森、道、市場」

での実践をもとに収入の仕組み、コンテンツづくりなどのノウハウを行

政のプロジェクトに活かす方針が報告された。木下氏からは熊本市で

の「熊本城東マネジメント」での経験をもとに、これまでは中央から地

方へやり方とお金を普及させればよかったのが、人口減少社会では地

方で課題解決しなければいけないこと、再開発や区画整理の失敗事

例や補助金依存の悪循環を断ち切るために稼ぐまちが地方を変えるこ

となどが問題提起された。

後半では経済効果と持続可能性について、公共と民間の役割と連

携イメージ、合意形成について、大学の役割などが議論された。空間

の問題を経済的視点と重ねて考える課題設定は、都市計画やまちづく

りの領域ではずっと行われてきたが、社会の縮小傾向がはっきり認識

され、そこに実践が伴って新しいタイプのプロジェクトが紹介されるよう

になったのは近年の出来事であり、当学会でも引き続き議論が行われ

ることを期待したい。

 藤村龍至／東洋大学

東京ウォッチング2015「青山・原宿」
10月26日（月）、JR原宿駅表参道口神宮橋たもとに参加者25名が

集合。講師は小笠原が担当。天気に恵まれ、季節外れの少々汗ばむ

ほどの中、東京ウォッチング開始である。今回は原宿・青山と銘打っ

たが端的には国立代々木競技場から旧国立競技場までを歩くという企

画である。

神宮橋たもとで概要説明、今や若者カルチャーの国際的拠点である

原宿の1964年東京オリンピックとのかかわりを紹介、五輪橋の存在や

コープ・オリンピアといった痕跡を丁寧に示してゆく。代々木公園から

国立代々木競技場を臨み、その関係性を頭に入れる。

参加者に聞くと竹下通りをここ暫く通っていない方がほとんどであり、

JR原宿側から東へ進み途中から裏路地へ進む。細い道にもびっしりと

小さな店舗が張り付き、そこにさまざまな若者向けのショップやカフェが

存在していることに一同驚きつつ明治通りへ。表参道を東へ進み青山

通りの交差点。東京大空襲の被害の大きかった地域であり、現在に

残る記憶などを灯籠下で説明。北へ渡り路地側から都営青山北町ア

パート敷地前へ進み、周囲の敷地との関係やこれからの再開発の企

画などについて説明を行う。

外苑西通りを北上しながら東孝光「塔の家」前を通り、都営霞ケ丘

アパート横から明治公園に入る。当日はすでに明治公園敷地の多くに

フェンスが立てられていたが東側敷地がまだ通常の公園利用が可能で

ありそこで概況を説明。隣接する日本青年館は取り壊しが進み一部の

壁が最後の姿を見せており、この一帯が大きく変わってゆくことを見せ

つけているようであった。

旧国立競技場敷地南側から反時計回りに道路を進む。かつての記

憶にある国立競技場とフェンスに囲まれた大空間とを重ねあわせるのに

皆さんご苦労されており、なかなかどういう場所であったか思い出すの

が大変な様子であった。そして白いフェンスの所々に透明なボードが入

れ込まれており、そこから覗き込むと中の巨大な敷地を見ることができ

るようになっており、中の起伏や青山側から代々木側に林立する高層ビ

ルや隣接する東京体育館が突如として現れるのに参加者も驚いていた。

旧国立競技場北側に差し掛かるところで東に進み、明治神宮外苑

の絵画館前で最後の説明。神宮外苑がオリンピックの度にフィールドと

して候補に挙がると共に代々木も含め非常に狭いエリアで東京オリン

ピックをめぐりさまざまなことが起こってきたことを伝え終了となった。

最後に今回にて80年代から続けてきた日本建築学会東京ウォッチン

グ企画は終了し、次年度にもクロージングイベント開催と出版などでの

作業取りまとめを検討していることを伝え解散となった。

 小笠原伸／白鴎大学

カルチベートトーク
○「建築家とのコラボレーション－苦労の向こうに見える光とは」

今話題の方々と参加者が一体感を持って身近に話を聞けるように、

場所を建築博物館ギャラリーに移し、新しいスタイルでカルチベート

トークを企画した。2015年カルチベートトーク第1回は、9月29日（火）

に開催され、登壇者を建築・建築家に係る領域のデザイナー人たちと

し、藤江和子氏（インテリア・家具デザイナー）と岡安泉氏（照明デザイ

ナー）を招き、モデレーターを濱野が務め、二人が建築家とコラボする

ときの色々な苦労話や建築とのかかわり方などを語るトークイベントと

なった。その中で、建築が出来上がる過程やかかわった建築家像な

透明ボードを通して旧国立競技場敷地から新
宿副都心方面を望む

神宮橋たもとでの解説
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ど知られざる一面を紹介していただいた。

内容としては、まずお二人の今までの略歴紹介（濱野）から始まり、

お二人に初期から最新作品までの紹介を交互にしていただき、その中

で、それぞれのプロジェクトで仕事の依頼された経緯や、自分の作品

イメージと建築家の空間イメージの共有化、そして建築家とのコラボ

レーションで一番楽しかった部分や苦労した部分も披露していただい

た。

説明いただいた今までの作品には著名なプロジェクトが多数みられ、

これもあれも、お二人が関わった建築空間であったと、あらためて今

や建築家だけで建物がつくられるのではなく、さまざまなデザイナーや

技術者のコラボレーションがあってこそ出来上がっていることを再認識

させていただいた。時代と共に変遷し、進化し続ける発想の源を、如

何に具現化しイメージを現実の物としていくか？　その具体的な事例や

過程から、デザインフィーの話、そして建築家に向けたメッセージなど、

ほぼ満員の参加者42名、懇親会も含め本音にせまる非常に楽しいカ

ルチベートトークとなった。

○「インテリアデザイナーに聞く建築－デザインの発想」
2015年カルチベートトーク第2回は、10月6日（火）に開催され、登

壇者を第一線で活躍するインテリアデザイナーとして、橋本夕紀夫氏

（橋本夕紀夫デザインスタジオ）と小坂竜氏（A.N.D.、乃村工藝社）を招

き、モデレーターを濱野が務め、インテリデザインの発想はどこから生

まれるのか、さらに建築設計者とインテリアデザイナーの本質的な違い

はあるのか、そして与えられた建築とインテリアデザイナーとしての、

建築とのかかわり方などを語るトークイベントを行った。仕事の依頼か

らインテリアデザインの発想の原点、そして空間が出来上がる過程など、

インテリアデザイナーの知られざる一面を紹介した。

内容としては、まずお二人の今までの略歴紹介（濱野）から始まり、

お二人に初期から最新作品までの紹介を交互にしていただき、その中

で、それぞれのプロジェクトで仕事の依頼された経緯や、自分の作品

イメージと建物のデザインとインテリア空間イメージの共有化、そしてす

でにある箱としての建築空間のとらえ方や、インテリアデザイナーとして

楽しかった部分や苦労した部分も披露していただいた。

お二人とも初期の代表作品から説明をスタートさせ、そのプロジェク

トを受けた経緯やデザインの発想から、現在ではインテリアデザインに

留まらず、建築すべてを手がけられている事例もお話いただいた。今

までの著名なプロジェクトは無論のこと、普段はあまり目にすることも少

ない作品まで説明いただくことで、同じ設計者として変わらない視点で

お話しいただき、インテリアデザイナーとは多少縁遠かった日本建築学

会にあって、非常に興味深いカルチベートトークとなった。特に、普段、

建築としてゾーニングや空間構成からインテリアデザインへと流れがち

な建築家のデザイン過程が、逆に目指すインテリアから建築空間をつく

り、建築構成から外装デザインに向かう発想の過程や建築主との相性

の話など、とても興味深い話に、定員締切りで満員の参加者49名と

の懇親会も含め、非常に楽しいカルチベートトークとなった。

 濱野裕司／竹中工務店

学生ワークショップ2015
10月10日（土）、11日（日）に建築会館にて学生ワークショップ2015

が開催され、北は北海道から南は広島まで2日間で全国からのべ約

120名が参加した。

昨年度より、関東だけでなく全国の建築学生が運営に参加している

本企画は昨年度の反省を踏まえ、今年度より新しいコンセプトを掲げた。

「ARCHITECTURE EXPO！！2015＃アキスポ」
1970年大阪万博は戦後の日本人にとって“今までに見たこともない”

大変刺激的なものだっただろう。そして建築・建築家が、エネルギー

に満ちた社会に対してたくさんのものを投げかけていた時代でもあった。

あれから約50年経った今、私たちは新しい建築の時代に直面している。

本企画は万博とその時代のパワーをオマージュし、1日目に身体を、

2日目は頭脳を使い「常識を疑い、新たな発見を得る」建築学生の祭

典である。

○DAY1：BATTLE IN TOKYO ＠港区

「“当たり前の景色”が“今までにない景色”に変わる新感覚まちあ

るきゲーム！」

〜我々は《UTCG 裏東京シティーギーク》だ。我々のミッション

は“まちの《魅力》と《違和感》を探すこと”である。人を操り、効率

化による貧しい空間を作ることで東京を支配しようとする敵《人工

知能ロボ ナンセンス》から共に東京を守ろう！〜

［Story詳細］

時は、20XX年、万博やバブル景気が過ぎ、建築、そして建

築家がまちに輝きをもたらす時代は収束していった。その後、機

械化に伴う効率重視の空間に世の中が支配されていく。そんな中、

建築やまちが大好きな残り少ない人類は自らを【CITY GEEK】と

名乗り始める。やがて彼らはこの事態が「ナンセンス」という人工

知能ロボットによってバブル崩壊の時期から徐々にまちを侵してい

ることを突き止めた。そして、彼らは過去に建築会館があったとさ

れる場所、田町にUTCGを結成し、タイムスリップによって2015

年の街にはびこりつつある「違和感（黒い種）」と「魅力（白い花）」

を見つけて活用するために未来からやって来た。さあUTCGに入

隊を志願する現代の学生諸君。ともに未来へと建築の魅力を残し

伝えていくために、チームを編成し、競い合いながら建築や街の

見方を再認識する冒険に出かけよう。

1チーム6人×12チームで行うチーム対抗まちあるきゲームを行い、

全国から参加することを考慮して、初めてその場所を訪れる参加者で

も楽しめるように建築会館を中心に港区に座標をおき、無作為にでき

た交点をミッションチェックポイントとし、それらを巡りながらゲームを行

うことでチームで知識や視点を共有し、まちの《魅力》と《違和感》を可

視化させる。

まず、チームごとにテーブルにつき、世界観への導入とゲームの説

明を行った。その後UTCGの隊長（運営）がファシリテーターとなり、各

エリアの地図を確認しながら、より多く得点するための作戦会議を行っ第1回の様子 第2回の様子
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た。そして実際にまちへ飛び出し、まちあるきをしながら、《魅力》と

《違和感》を写真に撮ってコメントと共にSNSに投稿した。建築会館へ

戻ってきた後は、《違和感》に対して改善案を提案するワークショップ

を行い、最後に全員で投票を行った。なお、得点はSNSの投稿に対

する反応数（いいね！やリツイートなど）とワークショップ後の投票の合計

で競った。

今回《魅力》と《違和感》のうち、いいところや面白いところは非常に

多かったが、街への駄目出し、こうなるとさらにいいのに！ を指摘する

目線が少なかったのが非常に惜しかった。意識的に参加者が違和感

を探すように例を挙げる、得点の差をつけるなどして次回に対応したい

と思う。

○DAY2：建築アカデミー賞！
新国立競技場問題でも議論されるように今、“評価の場”が問われて

いる。この問いに答えるために、スーパーフラットなコンペを実験的に

行った。

建築アカデミー賞は参加者全員が審査員となり、募集作品も設計だ

けではなく、プロジェクトや構造・環境・材料などのプレゼンも訴えた

い想いのある作品はすべて対象である。

まず、建築学生のあらゆる価値観を評価軸として可視化させるため、

班ごとに軸を100個以上出すポストイットワークショップと出てきた複数

の軸をグルーピングするワークショップの2段階を行い、その場で評価

軸をつくる。その後、ポスターセッション形式でプレゼンを行い、最後

に参加者一人一人が軸に基づいて一人一賞を受賞させることで、既

存の評価のあり方を問うとともに既存の評価を更新するねらいがあった。

今回、一人一人が賞を与えることを《告白》と呼び、作品に対してラ

ブレター（自分の評価した作品に評価軸を元にコメントを添えたもの）を書

いて渡してもらった。応募された作品が想定していたよりも設計課題

作品に偏ったため、建築をどう捉えているかという多様性がいろいろな

カタチで見られなかったのが残念だったが、卒業設計展の団体（中部

卒業設計展NAF）や建築学生団体（広島scale）、女子大生建築ユニッ

ト（esquisse）など特徴的なプレゼンもあり、今後はこういった幅が増え

ていくことを期待している。また、想定外の反応として建築分野以外か

らの参加者がいたことと、彼らの評価するポイントの違いが告白タイム

で顕著に現れ、非常に面白い結果となった。

全国の学生で運営組織をつくるというオンライン上での難しさはやは

りあるが、企画を終えた後にいろいろな場面で参加した学生たちがつ

ながっている様子がSNSなど通して伺え、全国的な同世代のつながり

をもてるこの機会の意義を感じた。終わった後すぐに反省点を述べた

り、次の機会に向けた話をしている運営が多く、ゲストに頼らない企画

の面白さを感じたのも非常に印象的だった。第一回としては運営、参

加者ともに非常に手応えがあったので、来年はより内容を充実させて

是非続けていってほしいと思う。

最後に、このような貴重な機会をくださった建築文化事業委員会、

ご支援くださった協賛企業、そして運営の学生スタッフの皆様にこの場

を借りて御礼申し上げる。

 学生ワークショップ代表：吉備友理恵／東京大学大学院修士1年

【参加団体】esquisse、仙台建築都市学生会議、NAGOYA Archi 

Fes、建築学生同盟北海道組、学生団体SNOU、広島建築系学生

団体scale、日本大学理工学部建築学科古澤大輔研究室、建築新人

戦2015、建築学生サークル♭（順不同）

学生グランプリ2015
「銀茶会の茶席」

昨年に引き続き今年度の学生グランプリも建築文化週間のイベントと

して独立して行われ、応募数は31作品であった。8月10日（月）に、

建築博物館ギャ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、審査は公開され、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17日（月）には1/1模型制作説明会を行い、

本阿彌守光氏（武者小路千家）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模型制作

細分化作法-次世代型茶室- 志萱侑太ほか6名 日本大学

緑の茶室-微小亭- 澤口花奈ほか2名 東京都市大学

折鶴庵 橋本温子ほか6名 日本工業大学

Water　Roof 鈴木海ほか2名 芝浦工業大学

〈審査員賞〉

 ・井内雅子賞、山本豊津賞、大森晃彦賞

藹々庵-ハレとケを繋ぐ穏やかな空間-

 江尻大輔ほか5名 千葉工業大学

 ・鵜飼哲矢賞

せん木の間 大迫佑貴ほか2名 九州大学

 ・斎藤公男賞

五十九窓庵 日浅智怜ほか8名 武蔵野大学

 ・佐藤淳賞

夏のかまくら 芦澤果歩ほか2名  北海道芸術デザ

イン専門学校

 ・関野宏行賞、細野佳代賞、加藤詞史賞

Water　Roof 鈴木海ほか2名 芝浦工業大学

 ・辻琢磨賞

細分化作法-次世代型茶室- 志萱侑太ほか6名 日本大学

 ・濱野裕司賞

削集庵 江田拓矢ほか2名  豊橋技術科学

大学

 ・松田達賞、田中元子賞

折鶴庵 橋本温子ほか6名 日本工業大学

10月4日（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。

DAY1：BATTLE IN TOKYO＠港区 DAY2：建築アカデミー賞！
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第二次審査結果
〈金賞〉

折鶴庵 橋本温子ほか6名 日本工業大学

〈銀賞〉

Water　Roof 鈴木海ほか2名 芝浦工業大学

金賞作品「折鶴庵」は実施施工され、10月22日（木）〜 26日（月）

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22日（木）〜

10月30日（金））が開催された。銀茶会の茶席参加者は630名、銀茶

カフェ来場者は500名であった。

 鵜飼哲矢／九州大学

建築文化週間2015開催報告（支部主催）
日本建築学会

●北海道支部
シンポジウム「道民の力で北海道の歴史的建造物をまもり、活かすため
に－国指定重要文化財豊平館の構造補強と附属棟新築を事例として」

シンポジウムは、10月10日（土）の13:15 〜 17:00に札幌市立大学

サテライトキャンパス（アスティ45　16階1606大研修室）を会場として、

北海道遺産活用活性化委員会の共催と北海道教育委員会、札幌市

観光文化局文化部、日本建築家協会北海道支部、北海道建築士会、

北海道文化財保護協会、NPO法人歴史的地域遺産研究機構、NPO

法人北の民家の会の後援で、101名の参加者で行われた。豊平館は、

明治13年（1880）に竣工後、昭和33年（1958）に中島公園に解体移

築、昭和39年（1964）に国重要文化財指定、昭和57年（1982）〜

61年（1986）に保存修理工事を行っている。今回の構造補強工事に

伴い、附属棟（地下階：厨房・電気室・ボイラー室、1階：エントラン

ス・事務室・トイレ、2階：倉庫・トイレ）を新築し、本館を竣工当時の

平面に近づけ、エレベーター設置等によるバリアフリー化を行い、結婚

式場以外の市民・観光客の多様な活用に対応できるように、本館2階

に附属棟との往来のために開口部を設けた。シンポジウムは保存修理

工事と附属棟新築工事を検証し、北海道民・札幌市民が文化財建造

物の保存活用に積極的にかかわるために、広く意見交換を行うことを

目的に開催された。

「第1部　文化財建造物の保護の実際と意義（前回と今回の修理工

事について）」の説明者・回答者である松本優氏（今回保存修理工事担

当者、時計台保存修理工事担当者）、木村勉氏（前回保存修理工事担

当者）、「第2部　文化財建造物の活用方策と意義（附属棟の建築計画

について）」の説明者・回答者である細見聡氏と回答者である角幸博

氏、坂井文氏、総括を行った豊城浩行氏、進行の羽深は、札幌市

観光文化局文化部文化財課が事務局を務めた「札幌市豊平館耐震補

強等検討委員会（平成21年度）」、「札幌市豊平館保存活用検討委員

会（平成22年度）」、「札幌市豊平館活用整備等検討委員会（平成23

年度）」、「札幌市豊平館修理整備等検討委員会（平成24年度〜）」に

おける委員、オブザーバーである。第1部の質問者である駒木定正氏

には近代建築史の立場で、第2部の質問者である遠藤謙一良氏には

設計実務の立場、斉藤雅也氏には環境工学の立場から、それぞれの

説明に対する重要な要点について参加者に対する確認も含めて質問を

行った。

第1部の松本氏は「今回の豊平館保存修理工事の概要」、木村氏は

「豊平館・昭和の根本修理」「豊平館の修復と職人たち」を資料として

金賞：折鶴庵

銀賞：Water Roof

入選：細分化作法－次世代型茶室－

入選：緑の茶室－微小亭－

銀茶カフェ
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前回と今回の修理工事について、第2部の細見氏は「附属棟建築計

画概要」を資料として附属棟の建築計画について説明を行った。札幌

市観光文化局文化部文化財課は第2部の質疑応答の前に、「札幌市

豊平館保存活用に関する検討経緯・事業概要について」「札幌市豊

平館リニューアルオープンに向けた取組み」「豊平館保存活用基本計

画（平成23年8月）」を資料として、平成19年（2007）の耐震診断から

始まった事業の流れ、平成28年度（2016）リニューアルオープンに向

けた指定管理者選定などの残された課題について説明を行った。質

疑・意見交換は、説明者・回答者、総括が登壇し、会場からの質問

に答え、活発な意見交換が行われた。

松本氏は壁面・床面の軸間で納めた構造補強と、時計台修理工事

における壁面・屋根面の外打ちの構造補強の違いを説明した。木村

氏の前回の保存修理工事における小屋組、軸組、金物、ペンキ塗装、

天井中心飾、カーテン、シャンデリアの調査や修理の内容は、文化財

修理に関わる職人の姿も浮き彫りにした。細見氏は指名競争入札によ

るプロポーザルの設計者選定からの基本設計・実施設計における平

面・立面・断面の設計案の変遷、本館屋根の落雪処理の工夫、本

館の開口部設置に伴う取付部の詳細について説明を行った。附属棟

新築に伴う本館への温湿度の影響を測定する必要があること、保存修

理工事におけるマネジメントと同様に活用を進める維持運営における

マネジメントの整備が急務であること（指定管理者の選定、札幌市と指

定管理者の関係）、豊平館を文化財としてだけでなく教育機関・日本

建築学会・日本建築家協会などが建築教育における教材として活用で

きること等が質問者や質疑・意見交換から導き出された。総括として、

豊城氏は、国として観光などを通して文化財を活用しながら維持管理

を行わなければならない財政的な状況、本館の開口部設置に関わる

指導内容、附属棟新築に対する十分な理由と意義の必要性を指摘し

た。

シンポジウムは、参加者が大学教員・学生、文化財担当者、設計

者、施工者、北海道ヘリテージ・マネジメント専門職育成講座受講生

など幅広く、豊平館の構造補強と附属棟新築の計画と工事の実態や

活用内容を文化庁、札幌市、設計者、施工者と直接語り合えたこと

からも有意義であり、リニューアルオープン後も維持活用に着目した企

画が求められる。また、支部学術委員会を構成する歴史意匠専門委

員会・都市計画専門委員会・環境工学専門委員会が合同で開催でき

たことは今後の支部活動に寄与する点も大きい。

 羽深久夫／支部歴史意匠専門委員会、札幌市立大学

第40回「北海道建築賞（2015年度）」表彰式・記念講演会
第40回という節目を迎えた北海道建築賞の表彰式・記念講演会が、

建築文化週間のイベントとして、10月30日（金）夕刻より北海道大学

遠友学舎において開催された。会場には、一般市民も含め、学生、

大学関係者、建築業界関係者などが約80人集まり、例年以上の盛況

ぶりであった。

表彰式は、佐藤孝北海道支部長の挨拶に続いて、北海道建築賞と

して「籤　HIGO」の設計（中山眞琴氏、山脇克彦氏）、北海道建築奨

励賞として「中の沢川の家」の設計（山田良氏）が発表され、佐藤支部

長より各受賞者に表彰状と副賞のブロンズ彫刻が手渡された。その後、

山田深北海道建築賞主査から審査経緯・結果および審査講評につい

ての報告がなされた。

今年度の応募は16作品であり、北海道建築賞の基本的な評価軸で

ある「先進性」「規範性」「洗練度」を今回も継続することを確認した

上で、書類審査と現地審査を経て、8月28日（金）に開催された最終

審査会において活発な議論の末に得た結果であることが報告された。

北海道建築賞を受賞した「籤　HIGO」は、意匠設計者と構造設計者

とが協同することで初めて可能となった質の高い作品であることが特に

評価された。一方で、北海道建築奨励賞は、北海道における若手の

登竜門として位置づけられており、今回もそれにふさわしい選考となっ

た。この奨励賞を受賞した「中の沢川の家」は、空間の完成度というよ

りは‘住まいながら状況に応じて作り込む’ことを目指したことなどが、優

れた試みとして指摘された。

以上の表彰式に続いて受賞者による記念講演会が行われ、中山氏

および山脇氏から「籤　HIGO」の設計について、また山田氏から「中

の沢川の家」の設計についてのプレゼンテーションがあった。ここでは、

各設計者の基本的な考え方から、設計プロセスや具体的詳細に至るま

での解説によって、各作品についての理解を深めることができた。

続いて行われた記念パネルディスカッションでは、今回の受賞者各

氏の設計に対するスタンスや考え方の違い、あるいは共通する部分な

どを伺うことができた。2つの作品は対照的な作品でもあるだけに、い

い意味で議論は安易に収斂しない拡がりのあるものになったように思

われる。異なるジャンルとのコラボレーションや、状況に応じて作り込

むといったここでの試みは、従来の‘静的な’意匠の枠組みを、ここ北

海道においても確実に変えつつあることを感じさせるものであった。第

40回を迎えた北海道建築賞は、日本建築学会各支部の建築賞の中

で最も早くに創設されたものであり、地域性を強く意識した北海道なら

ではのものである。この北海道建築賞は、北海道における優れた作品

を評価することは勿論のこと、我々が‘北海道の建築’についての認識

を、互いの議論を通じて深めつつ位置付けていくひとつのベースになっ

ていることは確かであり、その意味でも貴重なものであろう。以上のこ

とから、北海道建築賞授賞式・記念講演会を今後も建築文化週間の

行事として継続し、より一層意義のある場として成熟させて行きたいと

考えている。

 山田深／北海道建築賞委員会主査

「地震時の我が家のバーチャル体験」
10月31日（土）、第六回くしろ安心住まいフェアとの共催で、地震時

第1部における松本優氏の説明 質疑・意見交換、総括における
豊城浩行氏の説明
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我が家のバーチャル体験を、釧路市こども遊学館において開催した。

当日は、10:00 〜 16:00までの6時間で、大人46名子ども87名の計

133名の参加があり、3歳〜 65歳までと幅広い年齢層に参加いただく

ことができた。予想を超える参加者となり、釧路地域における地震防

災への関心の高さを窺い知ることができる。

体験は、参加者1名もしくは2名ずつとし、6畳のスペース内におい

て自由に行動してもらい、地震時の室内音により地震を感知したら家

具の倒れてこない室内空間への移動することとした。この移動中の負

傷部位・負傷程度を避難誘導システムで評価し、人工音声で情報伝

達するという流れを1セットとし、家具が倒れてこない安全な室内空間

への移動が成功するまで体験していただいた。体験者は、負傷程度

や頭を守ってくださいなどの警告と対策が人工音声により通知されると、

その対策に合わせ行動を実施する姿が見て取れた。加えて、何度か

体験すると室内の安全空間・危険空間の判断が可能になり、被験者

がそれぞれ判断し負傷しない安全空間へと移動する姿がみて取れた。

体験者のうち35％にあたる47名（大人38名、子ども9名）からアンケー

トへの回答をいただいた。回答者の満足度の回答を見ると、満足29

名・やや満足13名・どちらでもない5名となっておりおおむね良い反

応が得られた。また、回答者の96％が体験後に防災対策を実施しよ

うと考えたとの回答が得られた。特に、記述式回答において、我が家

においても家具の配置や室内の安全空間について検討したいとの言

及が多数あったことは、本体験の有効性を示していると言えるだろう。

課題としては、バーチャルだからこそ可能となるべき、体験者の個人宅

の体験が予想を超える参加人数となったことで、時間の制約上実現で

きなかったことである。限られた時間の中で、体験者個人の自宅を

バーチャル空間に落とし込み、体験していただくのは大変難しい。今

後は、より短時間で体験者個人の自宅が体験できるようシステムや体

験の流れを改良していく必要がある。

上記のような課題はあったが、地震多発地域である釧路においても、

家具転倒による安全空間・非安全空間の認識がなされていないことが

分かり、参加者の多数が平常時の家具配置や地震時の避難行動の重

要性を理解してくれたたことは、建築文化週間事業として本事業を開

催した有意義な結果と言えるであろう。

 中嶋唯貴／北海道大学

●東北支部
第26回「東北建築作品発表会」

10月3日（土）、せんだいメディアテーク7Fスタジオシアターにて第

26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

作品賞応募者に作品についてプレゼンしていただくものであり、作品

賞の1次審査を兼ねると共に、学会と地域社会との交流の推進、建築

関係者の研鑽、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る。今年度は小規模建築物部門5作品、一般建

築部門23作品の計28作品と、震災前の水準に戻った。また、震災

復興に関連する建築作品の応募が増えた点も特徴的であった。発表

会においては、まず源栄正人支部長より挨拶があり、その後、小杉学

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。その後の

発表では、1作品につき8分の短い持ち時間であったものの、設計者

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

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、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。

 小林光／常議員（社会文化）

●関東支部
見学会「木骨煉瓦造の産業遺産―富岡製糸場を訪ねて」

関東支部主催の建築文化週間見学会は、10月20日（火）13:00 〜

15:00、わが国の絹産業の拠点施設であり、産業近代化遺産として

世界遺産登録、その後3棟の建物が国宝建造物指定となった富岡製

糸場を見学した。

前半は、富岡製糸場の解説員による公式な見学ツアーにより、富岡

製糸場の歴史や建築物の由来、構造などの説明を聞きながら見学で

きた。後半は、富岡市世界遺産部富岡製糸場保全課の森田昭芳氏

の案内により、非公開部分である「ブリュナ館」「鉄水槽」を見学した。

この製糸場が、所有者が変わっても操業をし続けたことや、製糸機

械が今もなお世界で使用され続けているものであったため、明治初期

から戦後に至るまで増築を続けながら、操業当初の建築物が保存され

ている。そうした産業施設の変化を概観することができた。

富岡製糸場の煉瓦は、現存する建築物としては珍しくなったフランス

積みであり、その中でも最大規模の建築である。また、煉瓦自体も日

本で初めて作るもので、特に東置繭所の外壁では、瓦職人が試行錯

誤の結果、たどりついた色と形が見て取れた。

ブリュナ館は、もともとはフランス人技師ブリュナの居宅としてつくら

れたものだが、短期間でその任を終え、その後、工女たちの学ぶ場所

として活用すべく、改修されて現在に至ったものである。かなり老朽化

が進んでおり、危険な場所もあることから、有名な地下室の見学はか

なわなかったが、ステージのある広間にて、森田氏により現在解体調

査中の「西繭置所」の構造や建築物の説明を受けた。

体験中の子どもたち

見学風景
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鉄水槽は、直径15m、約400tの水を繰糸に適した軟水化するため

につくられたもので、組み立てられた時のリベット等がきれいに残って

いる。積石によって約1.5m程度持ち上げられていて、水槽下部が見

えることや、石の列柱越しに見える光等、単純なものだったがじっくり

と見入る人が多かった。

当日の観光客の入りはおよそ5,000人とのことであった。日曜日でも

8,000人程であることを考えると、平日であるにもかかわらず、相当の

活況を呈していると言えよう。

解説員のお話から富岡製糸場の文化的な背景や価値、即ち世界遺

産としての意義を、森田氏の説明や質問などを通じて建築物としての

価値、すなわち国宝や重要文化財としての意義を、合わせて知ること

となった。参加者の多くは、上州富岡駅からのアクセスであったため、

2015年日本建築学会賞（作品）を受賞した駅舎を見学することも、参

加の動機付けのひとつになったのではないかと考えている。晴天にも

恵まれた、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。

 野中茂／久米設計

第21回構造デザインフォーラム 
「若き構造設計者たちは今―建築学会賞作品賞を語る」

日本建築学会関東支部構造専門研究会（設計WG）主催の構造デザ

インフォーラム「若き構造設計者達は今」が、10月31日（土）15:00 〜

18:00に行われた。本フォーラムは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の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21回目を迎えた。2015

年日本建築学会賞（作品）は建築家と構造家の協働がより際立った作

品であったため、建築家にも参加していただき闊達な議論が交わされ

ることを期待した。

今年度も斎藤公男氏（日本大学名誉教授）をモデレーターとしてお迎

えし、以下のパネリストによるプレゼンテーションが行われた。

・ 〈木の構築：工学院大学弓道場・ボクシング場〉　福島加津也・冨

永祥子＋多田脩二

・ 〈上州富岡駅〉　武井誠・鍋島千恵＋小西泰孝

〈木の構築〉

木の構築のクライアント要望は、1.親しみやすさと高揚感、2.国産

の木を用いた木造、3.ローコストな建築であった。この要望に対して

建築家は、1.シンプルな形状、2.小断面の部材構成による軽量化、

3.容易に組み立てられる木造建築、4.伝統建築の再評価、5.力強い

骨組構造をコンセプトとして掲げている。多田氏はクライアント、建築

家の要望に応えるため、弓道場は和小屋をイメージした格子フレーム

による山形架構により軸力抵抗系とすることで、小断面の材料によって

容易に組み立てられる木造建築を実現している。また、ボクシング場

では迫持ち式による山形架構とすることで、同様の効果を生み出して

いる。トークセッションの中で、福島氏より、多田氏との協働では、

「大きさのセンスが非常に近い」と語り、一方、多田氏は福島・冨永氏

との協働では、設計過程で万が一部材が大きくなっても、常に柔軟に

対応してもらえるので、協働作業でより良い空間構築を目指していける

と述べていたことが印象的であった。

〈上州富岡駅〉

上州富岡駅は、設計競技のときに建築家から送られてきた1枚のス

ケッチから始まった。初期の打ち合わせでは、煉瓦へのかかわりはな

く、むしろ煉瓦を使って空間を構築することの難しさを感じながら設計

は進められた。その打ち合わせのキャッチボールの中での“ある一瞬の

閃き”でいまの架構形式が生まれた。町と鉄道に一体感をもたらす薄

い金属屋根、それを支える極細柱。そこに耐震性を確保するためのブ

レースを配置することになるが、繭のようなブレース配置とすることが、

デザインの決め手となった。小西氏は、煉瓦を座屈拘束として活用し

ているが、この実現にあたっては、理論⇔実体・実験⇔建築デザイン

⇔理論の思考のトライアングルを繰り返して、バランスを保つことが必

要であると述べていた。トークセッションで小西氏は、建築家の思考

が止まらないようにエンジニアリングに関するアイデアを出していると述

べていたが、この姿勢が建築家と構造家のキャッチボールの中での“あ

る一瞬の閃き”につながったのではないかと感じた。

 中村伸／日本設計構造設計群

●東海支部
建築ウォッチング「みんなの森 ぎふメディアコスモスを巡る」
日時：10月24日（土）13:30 〜 16:30

場所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

参加者：25名

2015年7月にオープンした『みんなの森 ぎふメディアコスモス』は、

起伏のある木製格子屋根が特徴的な図書館施設である。岐阜大学医

学部の移転に伴い、市中央部に広がる跡地利用の検討が2004年か

ら開始された。一方で、1958年に開館した旧図書館は、当時、東海

地方で随一の規模を誇ったが、60年弱の時を経て狭隘・老朽化が目

立ち新たな整備が望まれていた。そうした市民の要望も踏まえ、岐阜

駅から市中心エリア（行政・商業）を経て続く現地には、学びと情報発

信のスペースである「しずかなにぎわい」を計画することとなった。

2011年から始まった設計では、当初、「大きな家と小さな家」を組

み合わせ、にぎわいのある「まち」のような建築を提案したと、設計を

担当された庵原氏（伊東豊雄建築設計事務所）から説明された。そのコ

ンセプトをさらにブラッシュアップし、利用者自ら入りたくなるような小空

間を追求した結果、「グローブ」と「木製格子屋根」になったとのこと。

起伏のある大屋根を形成する木製格子は、県産材の「東濃ヒノキ」

を用い120㎜×20㎜の材を現地で積み重ねていくことで作り上げてい

る。最も分厚いところで1方向に7枚重ねてあり、3方向に重なるので

プレゼンター・モデレーター
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21枚の厚さになる。その上に木毛板をはり、防水を施工している。特

徴的な起伏は、材の「しなり」を活かしているとのことであった。

「グローブ」とは、床から浮かんだ半透明の逆漏斗形状のもので、

電気スタンドのシェードのようにも、おばけきのこのようにも見える。2

階面にはこの「グローブ」が11個ぶら下がり、それを含んだ全体の空

間を、起伏のある木製格子屋根で包んだ大空間となっている。グロー

ブの上部に設けられたトップライト部分は木製格子の間隔が少し広く

なっており、そこを通る自然光はグローブにあたって拡散または透過さ

れ、おだやかな光環境を形成していた。この大空間は、2か所の防火

シャッターとそれらを結ぶライン上に配置されたノズルで水幕をつくり区

画する設計であった。他にも本棚をコンクリート製として防火性能を向

上するなど、心地よい空間にこだわるための工夫が見られた。

また、このグローブ上部には、開閉式の水平窓が設けられており、

換気の際の空気の流れも助ける役割を担っているとのことであった。ち

なみに2階の空調は、外気をデシカント空調機で調湿だけ行い、外壁

近くの床に設けた吹き出し口から導入するものと、床からの輻射式の

組合せで行っている。輻射式の方は建物直下に流れている長良川の

伏流水をくみ上げ、床に敷設したパイプに流しており、省エネに配慮

した設計となっている。

外へ出ると西側道路に面して並木道が南北に続いている。この計画

も建物と同時に行われた。建物竣工時に、木々がちょうど育っているよ

うに、施工は先だって実施された。気持ちの良いせせらぎも流れ、市

民の憩いの場にふさわしい空間と感じた。

参加者からは、見学中もその後も活発な質問が出された。ご対応い

ただいた伊東豊雄建築設計事務所　庵原義隆氏、岐阜市教育委員

会 図書館 副館長　中島克巳氏にあらためて感謝申し上げる。

 加藤伯彦／中部電力・支部事業委員

●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2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11回集合！みんなはたてもの探偵団」を、去る

10月12日（月・祝）に富山市で実施した。参加した小学生は2年生1

名・3年生1名・4年生4名・6年生1名と、建築学会関係者10名、富

山大学学生5名の合計22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。当初は小学生の参加を12名で計画していたが、

三連休の最終日だったこともあったせいか、キャンセルが多発した。

一方、見送りに来た付き添いの子どもの当日申込みもあり、最終的に

合計7名の小学生が参加した。

会場である富山大学人間発達科学部第2棟211教室に午前9時30

分に集合し、まずは大人も子どもも安全ベストを着用した。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（写真1）、そ

の後4つの班に分かれて、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。そして午前10時過ぎには、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〜五福交番（写真

2）、②岩瀬（写真3）、③TOYAMAキラリ〜富山市役所〜北陸新幹線

富山駅（写真4）、④富山消防署中分署〜環水公園〜北陸新幹線富

山駅（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

もたちが直接関係者に質問し、はしご車試乗などさまざまな体験を

行った。北陸新幹線は2015年3月14日に開通し、整備された富山駅

南側や駅舎の見学、グランクラスなど特別車両の見学を行った班も

あった。また、ガラス美術館と富山市立図書館を含めた複合建築物

（写真6枚のうち図の2枚は配布資料より抜粋）

写真3　富山港展望台から眺める 
東岩瀬の町並み：②班

写真1　安全ベストを着用して4班に 
分かれてワークショップ開始

写真4　TOYAMAキラリの吹抜空間で 
インタビュー：③班

写真2　富山市消防局で40mはしご車
試乗：①班

写真5　富山消防署中分署での座学：
④班

写真6　全員による記念撮影
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TOYAMAキラリが2015年8月22日にオープンしたばかりだったので、

建物見学を兼ねながら安全防犯対策について勉強することができた班

もあった。

午後1時30分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。午後4時からは、迎えに来ら

れた親御さんたちの前で、班ごとに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（木製

モビール）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）と班ごとの写真を撮影した後、

午後5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

第5回　越前若狭の建築文化探訪 
「国重要文化財旧木下家住宅の見学会―半解体修理を控えて」
日時：11月28日（土）13:00 〜 15:00

場所： 国指定重要文化財　旧木下家住宅

講師：福井宇洋氏（元福井大学建築建設工学科助教）

　　　石綿吾朗氏（公益法人文化財建造物保存協会）

参加者：39名

福井支所は、支所の活性化および会員、会員外の親睦を深める目

的として、「越前・若狭の建築文化探訪」を毎年、建築文化週間に企

画・開催している。第5回目となる今回は、2008年に国重要文化財

指定を受けた旧木下家住宅の見学会を実施した。

旧木下家住宅は福井県勝山市北郷町伊知地に建つ、越前Ⅱ型に

分類される大型民家である。主屋は梁間9.6m、桁行17.7m、茅葺

屋根の入母屋造、妻入りで、正面の左右に水屋とウマヤが張り出る両

袖造といわれる形態をもつ民家である。史料などにより建築年代は天

保期と判明し、普請には永平寺大工源左衛門が携わったことも分かっ

ている。

当住宅は、勝山市および福井県の補助事業として、茅葺屋根の部

分補修が実施されてきたが、全体的な腐朽が進行してきたため、今年

度から半解体（分解）工事を実施するに至った。

見学会当日は、雨天ではあったものの39名の参加者が集まり、石

綿氏には外観および内部の工事内容や部材の説明を、福井氏には民

家の特徴や特質を適時解説していただいた。

本格的な工事が行われる直前に開催したことにより、家具や生活道

具などがない、建物だけの姿をみることができる絶好の機会で、見学

者は福井氏や石綿氏の解説・説明に耳を傾けつつ、真剣な表情で建

物を観察していた。最後には多くの質問が挙がり、良好な雰囲気の中

見学会を終了した。

 多米淑人／福井工業大学

「建築まちあるきツアー」
日時：11月29日（日）10:00 〜 14:00

場所： 午前　武蔵が辻、尾張町、下新町、主計町、にし茶屋街のエ

リア

　　　午後　長町エリア

参加者：19名

金沢中心部にはさまざまな建築が現存している。そして歴史的まちな

みや現代の建築が入り交じりながら魅力的な都市空間を造り出してい

る。マップを片手にゆっくりとまちの中を巡り歩くことで、普段気が付か

なかった新しい金沢の魅力に気が付くはずである。

2015年は下新町、袋町、尾張町、主計町エリアと長町、せせらぎ

通り、にし茶屋街をツアーガイド（金沢工業大学宮下智裕）とともに巡り

ながら建築とまちなみを楽しむツアーを行った。

午前中は10時に武蔵が辻を出発し、尾張町町民文化館、武家屋

敷寺島蔵人邸、下新町エリアから暗がり坂、あかり坂、主計町エリア

などを見学した。その後バスでにし茶屋街まで移動し見学の後軽い昼

食をとった。

午後は長町エリアに移動し、武家屋敷野村家や土塀のまちなみ、

貴船神社、金沢聖霊病院聖堂、金沢学生のまち市民交流館など用水

を眺めながら回った。特に聖霊病院聖堂や学生のまち市民交流館は、

はじめて訪れたという方がほとんどで、大変熱心に見学をしている姿

が見られた。

参加者は19名であった。参加者からは、日頃住んでいてもなかなか

じっくり見て歩かないエリアを散歩できて楽しかったという意見や、金

沢の浅野川、犀川という二本川の趣の違いや、両方のエリアで残る惣

構堀などを関連性を持って見ることもできたと非常に好評であった。

 宮下智裕／金沢工業大学

●近畿支部
見学会「西脇小学校/西脇市民会館」

去る11月7日（土）、日本建築学会近畿支部建築文化週間事業の一

環として、西脇小学校および西脇市民会館の見学会を開催した。

西脇小学校の木造校舎は1937年に竣工したもので、設計者は戦

前から戦後にかけて兵庫県を拠点に活躍した建築家の内藤克雄

寺島蔵人邸では館長から
庭や建築の説明を伺う

尾張町のまちなみを見ながら歩く参加者
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（1890-1973）。建物は、下見板張りのシンプルなものが3棟平行配置

されているが、要所にセセッション風の装飾が施された魅力的なもの

である。2008年には兵庫県の景観形成重要建造物に選定されており、

映画「火垂るの墓」のロケ地としても使用された。

ところが、2013年7月に耐震性の問題を理由に、西脇市がRC造の

校舎に建て替えることを発表し、突如存続の危機にさらされた。しか

し、卒業生を中心に市民が立ち上がり熱心な保存運動を展開し、日

本建築学会近畿支部が保存要望書を提出するなど協力したことも実っ

て、2015年2月には西脇市が3棟とも保存活用することを決定した。

今回は、建物の見学と合わせて保存活動の当事者に講演いただき、

保存運動の成功の要因や課題についても考える機会として見学会を開

催した。

また、西脇市民会館は1966年に竣工したもので、設計者は根津耕

一郎（1933-）。西脇市庁舎（1968年）や日本万国博覧会協会本部ビ

ル（1970年）など、大阪を拠点に多数の建築の設計を手掛けた建築家

である。建物は打ち放しコンクリートによるモダニズム建築であるが、

ホール部分はシンボリックなデザインで異彩を放っており、壁面や床面

に立杭焼きのタイルが貼られているなど、見どころも多い。竣工後50

年を前に、戦後建築の価値と今後のあり方を考える契機とすることを

目的として見学会を開催した。

見学会では、近代建築部会主査である笠原が全体の解説・案内を

担当した。また西脇小学校では、「西脇小学校木造校舎を想う会」の

発起人の一人として保存活動をリードした吉田稔美氏に、保存決定に

いたる市民活動の様子やその問題点、そして成果について講演いただ

いた。また西脇市民会館では、設計者である根津耕一郎氏に建物が

建設された経緯や建物の特徴について解説いただきながら見学した。

西脇小学校・西脇市民会館とも、普段許可なく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。参加者は建物の

内外のデザインを中心に、細部まで丁寧に見学していた。その後、講

演者や解説者と質疑応答などを行った。保存活動の難しさについての

質問が複数あった。参加者は、近代建築が置かれた状況や問題を理

解した様子であった。

見学会は定員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、35名が参加した。東京や九州からも見学の参加者があり、

関心の高さが感じられるものとなった。各施設や西脇市民など関係者

を含めると参加者は55名となった。その関係者としての参加者の中に

は、ボランティアとして準備などをお手伝いくださった、建築の保存や

活用に対して高い関心を持つ西脇市民の有志数名も含まれている。彼

らには特に感謝の意を表したい。

 笠原一人／京都工芸繊維大学・近畿支部近代建築部会主査

●中国支部
シンポジウム「戦災復興より70年－岡山の建築と街のあゆみ再考」

中国支部主催の建築文化週間の行事は、岡山支所が中心となり実

行委員会を立ち上げ、戦災で焦土と化した岡山市の戦後建設された

代表的な建築を、毎土曜日3日間7コースに分け見学する「おかやま建

築探訪」とシンポジウム「文化としての建築と街のかかわり」の2つのプ

ログラムを企画した。

「おかやま建築探訪」
1）おかやま建築探訪
コースA：10月3日（9:00 〜 12:00）岡山シンフォニーホール（設計：芦

原義信1991年）、岡山市民会館（設計：佐藤武夫1964年）、ルネス

ホール（旧日銀岡山支店：設計：長野宇平治1922年、改修：佐藤正

平）

シンフォニーホール1階に集まった25名の参加者は、高次秀明専務

理事に案内され4階屋上テラスから桃太郎大通りを眺めながら建物構

成の説明を聞く。ホールは3 〜 7階の中間階を占め、下階は店舗、上

階はオフィスが入る構成である。2,000人収容の大ホールの建築音響

の説明に感心し、1階から3階の各客席を巡り舞台の見え方などを興

味深く見学した。移転が計画されている岡山市民会館は、タイミング

良く雑誌「カーサブル－タス」に取り上げられ、エントランス階段からロ

ビーに至る華やかな空間とそれを支える巧みなディテールに魅了される

と共に、建築音響のパイオニアである佐藤武夫氏のホールのアコース

ティックデザインを堪能した。最後に、旧日銀岡山支店をルネスホール

に改修し再生活用したことで2012年日本建築学会賞（業績）を受賞し

た佐藤正平氏の説明と案内で、ホール天井裏まで潜り込み、補強方

法を見学した。

コースB：10月3日（13:30 〜 16:00）、岡山市立オリエント美術館（設

計：岡田新一1979年）、岡山県立美術館（設計：岡田新一1987年）

17名の参加者が、オリエント美術館館長の案内で美術館屋上にあ

る屋上庭園を見学。植栽の周囲にあるコンクリート打ち放しの立ち上が

りが丁寧にハツられているのを発見して、岡田新一の材料に対する執

念に一同改めて感心する。次の県立美術館も館員の案内で、普段立

ち入れない搬入口から収蔵庫のバック部門までを見学した。この美術

館のサンクンガーデン状広場に降りる階段脇の窓台に、子どもが立ち

入らないように館員がロープを張ったら、岡田がブロンズ製のオブジェ

を持参し「これで立ち入らないでしょう」と言った話に岡田の心遣いとデ

ザインへの思いを知った。

コースC：10月10日（9:30 〜 12:00）朝日新聞社岡山総局（設計：安

藤忠雄1999年）、おかやま信用金庫内山下支店・内山下スクエア（設

計：安藤忠雄2013年）

このコースの2つの建築は、建築専門誌に発表されていない安藤作

品であることから、安藤ファンを含め22名が参加した。朝日新聞社支

局は、松浦総局長に案内され、2階編集室と全面ガラスで一体化した

テラスから編集室吹き抜けに面した会議室まで、外部から窺い知れな

かった内部空間を十分に堪能した。一方、内山下スクエアは普段市

民に公開しているとのことで、3班に分かれそれぞれ営業支援部の職

員に案内され、屋上庭園からコンサルティングルームまで、安藤テイス

トの家具・インテリアをじっくりと鑑賞することができた。

コースD：10月10日（13:30 〜 17:00）、岡山県庁（設計：前川國男

1957年）、林原美術館（設計：前川國男1963年）、山陽放送本社会

西脇小学校 西脇市民会館
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館（設計：佐藤武夫1962年）、天神山文化プラザ（旧岡山県総合文化

センター、設計：前川國男1963年）

岡山にある前川國男設計の3作品を探訪することから、東京からい

らした前川事務所・橋本功所長の案内と説明で県庁の屋上、議事堂

など、普段立ち入れないところまで見学した。県庁のカーテンウォ－ル、

林原美術館のPCスラブ、天神山文化プラザのPCルーバーによるファ

サード等、前川が「テクニカル・アプローチ」として建築の工業化に取

り組んでいた時期の重要な作品であるとの知見を得た。また、岡山市

民会館と同じ日程にすべきだったが、事情によりこのコースになった山

陽放送会館は、NHK技術研究所が協力したラジオスタジオ壁面にあ

る音響板のデザインに、前川と対照的な佐藤武夫の意匠を観た。この

壁面前面にある棚等を取り払い、スタジオ全貌を知りたいとの声も上

がった。

コースE：10月17日（9:00 〜 12:00）ノートルダム清心女子大本館・

東棟（設計：A・レーモンド1929年）、中央棟（設計：村上徹1995年）

戦災を免れたA ・レーモンド設計女子大学のチャペルなども見学が

できるとあって、早 と々定員20名を超える申し込みがあり、無理を言っ

て定員を増やしていただいた。これまで公開されたことがないために関

東からも参加した方もあり総勢30名が、当大学の上田恭嗣教授による

案内で隅々まで見学した。僧院にも似た佇まいの構内、清潔に維持さ

れた講堂と御堂、F・L・ライトの影響を脱し独自のデザインを工夫し

ていることがディテールに読み取ることができ、収穫の多いひとときだっ

た。さらに20年前に建てられ当大学のランドマークともいうべき中央棟

最上部にあるチャペルには、珠玉のような空間で思わず息を呑んだ。

コースF：10月17日（13:30 〜 14:30）山陽新聞社本社ビル（設計：日

建設計2006年）

同時刻、他コースと同時開催のために、10名と少ない参加者で、

同新聞社の職員に案内され、高層棟20階の屋上に上る。地上から約

85m、遠く瀬戸内海の向こう四国の山が見える。玉野金甲山の電波

塔へ電波を飛ばす必要からこの高さになったと聞く。20階にある社食

堂にて超高層ビルには珍しい庇が東、南、西と日照調整の関係で幅

が2.4m、1.8m、3.6mと異なっていると説明を聞き窓辺に行き納得し

た。最新の技術を駆使し、ビルの表情が日本的な五重塔にも似たこの

建築を探訪しながら、丹下健三の香川県庁舎の試みを想起した。

コースG：10月17日（13:30 〜 15:30）岡山大学津島図書館（設計：

岡山大学施設企画部、白兎設計事務所1958年、増築・改修2014年）

岡山大学国際交流館（設計：岡山大学施設企画部、東畑建築事務所

2010年）―地域総合研究センター、旧陸軍第十七師団施設（兵器補

給廠岡山支廠炊事場1911年）―Junko Fukutake Terrace、パーゴラ

（設計：SANAA 2013年）

残念ながら、同時刻に実施した他の見学に参加したために詳細は

分からないが、16名の参加者が、石田尚昭岡山市審議官と岡山大学

地域総合センターの前田芳男准教授の案内で大学構内にある各施設

を見学した。

建築探訪の三日間、晴れの国岡山の呼称通り快晴に恵まれ、多数

の参加者を得た。予想もしなかった場所に立ち入ることができ、さまざ

まな発見と知識を得たと感謝されたイベントであった。たった1km四方

の市街地の中にA・レーモンド、佐藤武夫、前川國男、村野藤吾、

岡田新一、芦原義信、安藤忠雄、妹島和世等の近・現代建築をリー

ドした建築家達による約20の建物が集積し、この街の構成要素として

文化と歴史を担いそれぞれの物語を語りかけていることに建築の計り知

れない役割を改めて認識できたことが、このイベントの最大の収穫で

あった。

2）シンポジウム「文化としての建築と街のかかわり」
10月24日（土）、岡山県天神山文化プラザで、岡山の建築を毎土

曜3日間で7コース、延べ150人の参加者が建築のしくみと魅力を体験

した締めくくりとして、伊東忠太、吉坂隆正の研究で著名な建築史家

であり東京、北九州、大阪と市民にそれぞれの地域の建築の魅力を

啓発する活動を精力的に行っている倉方俊輔氏を講師に迎え「文化と

しての建築と街のかかわり」を再考するシンポジウムを開催した。

はじめに、倉方氏による「〈わたしたち都市〉をはぐくむ建築体験」と

題して講演をいただいた。スライドを使用して、1998年に始まった

コースA：シンフォニーホール、大ホール
3階客席から舞台を観る

コースC：朝日新聞社2階、屋上テラス
の植栽を前に説明を聞く

コースB：岡山市立オリエント美術館、
屋上庭園を見学、むこうにシンフォニー
ホールが見える

コースD：天神山文化プラザ屋上
1階からの吹き抜けを上昇するレリーフを
背に、前川事務所橋本功所長を囲み集
合写真　両側にトップライトに組み合わ
せたベンチがある

コースE：ノートルダム清心女子大学御堂

コースG：岡山大学津島キャンパス内に 
建設されたパーゴラを見学

コースF：山陽新聞社屋上で説明を聞き、 
岡山市街を展望する

シンポジウム：左から上田恭嗣教授、倉
方俊輔氏、山田孝延（筆者）による鼎談
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「オープンハウス・ロンドン」が土日の二日間800戸の建築が無料で市

民に公開されている例や、全米最大の建築財団であるシカゴのアーキ

テクチャファンデーションによる建築の楽しみ方の例を挙げ、市民が

「おらが建築」を自慢することにより健全な市民意識を育て、その街を

育てていくことが話された。さらに、倉方氏が関わった「おとな旅・神

戸」の企画、著書『東京建築 みる・あるく・かたる』、『大阪建築 み

る・あるく・かたる』での共著者との共同作業で得た、建築を普段と違

う体験の仕方、語ることの重要性を強調された。また、著書『ドコノモ

ン』に収録された建築を楽しむ鑑賞の仕方や、企画に携わった11月に

開催される「生きた建築ミュージアムフェスティバル（通称イケフェス）」の

取り組みなどが話された。最後に「その街がどういう歴史を持っている

かは、建物が残っていることが説得力を持つ。いくら文献に残ってい

てもそれは歴史が好きな人に意味があるが、一般の人にとってはもの
4 4

と

してあることが大事である。それが同時に観光に、市民のプライドに繋

がるし、経済にもつながる。建築を公開し楽しんでもらうことは、その

ことをわかってもらうための良いきっかけである。良い建築が残ってい

くことがいろいろな意味で役に立つ。残っていくべき建築を設計しなけ

ればいけないし、そういう設計した人を褒めなきゃいけないし、そうい

う風な環境を整えて、ただ安いから作るという話ではなく、建築を考え

ていくような市民を育てていく、遊びながら建築に触れていくことが大

事である」と締めくくられた。

その後、上田恭嗣ノートルダム清心女子大教授と筆者が加わり、上

田教授の研究されている戦前の倉敷・岡山で主要建築を設計した薬

師寺主計とその活動を支えた大原孫三郎の話を聞き、倉敷大原家や

商都大阪にみる民間主導のパトロネージによる建築、街づくり、また建

築は正解がひとつだけではなく複数の見方が建築の可能性を引き出す

こと、街にでて建築を楽しみながらいろいろなことを発見することが建

築を豊かにしていくなど、建築や建築史を巡る話題にまで広がった。

最後に「ひとつの建築の中に建てた人、また造らせた人々の想い、

使った人の記憶、ものとの関わりなどが閉じ込められていること、それ

は置き換え不可能であり、それが文化的ストックであり、文化としての

建築を伝えていくことが大事なのだ」との倉方氏の言葉を一同確認して

シンポジウムが終了した。

 山田孝延／岡山県立大学・岡山支所長

●四国支部
「こんなまちに住みたいナ－絵本が育む暮らし・まちづくりの発想」絵
本大集合幻燈会

建築文化週間は、10月12日（月・祝）午後1時30分から、高知県

立県民文化ホール・第6多目的室で開催され、市民をはじめ、学生等、

たくさんの入場（100名以上）があった。

今年度は、『こんなまちに住みたいナ－絵本が育む暮らし・まちづく

りの発想－』の著者延藤安弘氏（「まちの縁側育くみ隊」代表理事）をお

迎えし、「こんなまちに住みたいナ－絵本が育む暮らし・まちづくりの発

想－」絵本大集合幻燈会を開催した。

本書は絵本の持っている《力》を感じ、味わうための指南書であり、

そのねらいについて延藤氏は、「《絵本の力》によって現代に生きる大

人の疲弊した精神を徐々に回復し、自分らしい生き方と暮らしやまちづ

くりに向けての自らの思考の地平を取り戻すことにあります。では、な

ぜ自由な発想をすると、暮らしやまちづくりに目がいくようになるので

しょうか？　大人の努めは、愛することと働くこと。そして、その両者を

ゆるやかに包むようにつなぐ暮らしのある場が「まち」です。よりよく愛し

働くために、必然的に「まち」が必要になるのです。世の中、ままなら

ぬことが充満していますが、絵本に触れ、物語のユニークさや言葉の

詩的表現、絵の美しさやおどろき・ユーモアを楽しむことにより、生活

の中に、自由に発想するヒントやきっかけとなれば」と述べられた。

講演は、この著書をベースに「1. しあわせとは？（1章）」から「12. 

子育てとまち育てのマッチング（16章）」に分け、バックグラウンドミュー

ジックに合わせながらの延藤氏の絶妙な語り口で、内外のすばらしい、

たくさんの絵本の1ページ、1ページを映し出しながら、その背景・意

味（深み）の解析がなされた。

 大谷英人／高知工科大学

●九州支部
見学会「沖縄モダニズム建築を巡る」

九州支部では、今年度は沖縄支所が担当し、10月10日（土）に

「沖縄モダニズム建築を巡る」と題し、戦後沖縄の代表的建築6件の見

学会を催した。一般市民、建築関係者を含め37名の参加があり、九

州からの参加もあった。

参加者は午前9時に那覇市新庁舎に集合し、大型バス1台でツアー

を行った。車内と現地での解説は主に沖縄支所長が行い、沖縄近代

建築の社会背景等を交えて説明した。同じ那覇市内にある那覇市民

会館では、地域主義建築の特徴を設計手法や素材の用い方等を実地

に解説した。続く聖クララ修道院では、院長のご案内で聖堂内部をは

じめ、居住施設や雨水利用施設等を仔細に見学した。

その後、高速道路を北上してホテルムーンビーチへ向かい、同ホテ

ル常務取締役の喜納進氏にはホテル建設経緯等の解説をしていただ

いた。同ホテルでの昼食後、名護市庁舎の見学を行った。週末にも

拘わらず内部見学の許可をいただき、建築内部の大らかな雰囲気を

講演中の延藤安弘氏

聖クララ修道院の見学

幻燈会の様子

名護市庁舎にて解説を聞く



074 建築雑誌  JABS ｜ vol.131 No.1681 ｜ 2016.03

活
動
レ
ポ
ー
ト

鑑賞することができた。また、琉球大学の入江徹准教授の解説も加わ

り、市庁舎の建築的特色と意義について説明した。そして那覇市に帰

り、最後の目的地沖縄県立博物館・美術館にて午後5時半に解散した。

参加者の多くは地元新聞等で事業案内を知った建築に関心のある

一般市民で、沖縄県内の通常の観光ツアーとは異なる近代建築に特

化したツアーに興味を持たれ、生憎の雨天にもかかわらず各所で熱心

に質問されていたのが印象的であった。

 小倉暢之／琉球大学・沖縄支所長

好評発売中

2015 年度 日本建築学会設計競技優秀作品集

A4 判／104 頁／定価＝本体 2,500 円＋税
ISBN 978-4-7655-2586-2

〒 101‒0051 東京都千代田区神田神保町 1‒2‒5　
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 もう一つのまち・
もう一つの建築

日本建築学会 編

◆お近くの書店または直接出版社にお申し込みください。

2015 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、281 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。




