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適用（同法施行令32条）の対象として扱うこと

・建築学会での開催価値の最大化
建築は、創作物でありつつ、社会資本、不動産、暮らしの場として

隣接する区、都の所管物件（港区立赤羽小学校、東京都立三田高等学

存在している。多様な現れを持つことを建築のポテンシャルだと捉え、

校）とその敷地をあわせて地区全体として保存活用をはかるなど、歴

分野や組織の垣根を越え、学術、技術、芸術を統合する日本建築学

史的建造物の保存と、開発及び地域活性化の両立を図ること

会だからこそ可能な、コレクティブで建築的な実践とはいかなるものか
を探ることが、今必要なことだと考えた。意匠系に捕われない多領域

地区全体の計画については地区計画等の手法にもとづいて容積率の

から集まる若い実践者の取り組みは、一つ一つは小さなものかもしれ

利用及び高さ制限のあり方を見直すことにより、歴史的建造物と地域

ないが、だからこそオーソライズされた建築学会の企画として立ち上が

環境を生かしながら開発との両立を図ること。また場合により保存する

る価値がある。その価値はスケールや分野に左右されず平等に与えら

箇所とその敷地については、都市再生特別地区の運用に示されてい

れるということを示すことが必要となる。そのため、若手建築関係者に

る環境貢献の取り組みとして扱うこと

よる展覧会とその関連イベント、補足的なメディアという従来型の建築

＊見 解については、本会ホームページの「要望・提言・報告」をご覧
ください。

展のフォーマットを避け、ウェブ、展示、セッション、ブックの4つのメ
ディアをフラットに扱い、立場の違いを超えて関わることのできるプラッ
トフォーム的な場の実現を目指した。

創立130周年記念 建築文化週間 2016 開催報告（本部主催）
建築文化事業委員会

・分野を横断した建築の協働可能性
結果的に集まった140 名の参加者は、自ら事務所を構える建築家、
構造家、アトリエや組織に務める者、アカデミックな研究を押し進める
教育者といった分野や立場がそれぞれに違い、また活動エリアも南は

特別企画

鹿児島、北は北海道、タイやスイス、中国と多岐にわたる。2016 年

「パラレル・プロジェクションズ－ 30 年前に生まれた130 人のプロ
ジェクトから考える30 年後の都市と、建築」

の時点で26 ～ 36 歳のまとまった世代経験を有しながら、時代や世代
の中で実現することができた。ウェブサイト上では、140 名に「職能の

ズという1980 年代生まれの140 名による建築と都市の未来を考えるイ

拡大」や「デジタル化」といった30のタグを振り分け、参加者毎に一覧

ベントが開催された。企画は昨年末から始まり、9カ月の準備期間を

できるアーカイブと、各コメント欄を活用しSNSとしても機能させること

経て、参加者のエントリー公募、事前のコミュニケーションとアーカイ

を意図し、協働の可能性を広げる多角的なメディアを実装した。

ブを担うウェブサイトの立ち上げ、ブックレットの作成、去る10月1日

・エントリー制による強いキュレーションなしの枠組

（土）から10日（月・祝）まで開催された展示と全 14 回のトークセッショ

80 年代生まれの建築関係者というエントリーに関する条件に加え、

ン（初日は全体ワークショップ、8日～10日は13のグループに分かれた個

それぞれのプロジェクトに関するテキストを元にした30 個のタグの選択

別のセッション（パラレルセッションズ01-13））が運営された。各セッショ

と振り分け、またそのタグを元にした13グループと議題の設定という柔

ンのゲストには、初日01-04が山梨知彦氏（日建設計）、饗庭伸氏（首

らかなキュレーションを行った。果たしてそれだけで、ほぼ初対面の参

都 大 学 東 京 大 学 院 准 教 授 ）、2日目05-10に馬 場 正 尊 氏（Open A 代

加者同士がどのような反応を示すのかは、始めてみるまで我々にも未

表）、西田司氏（オンデザインパートナーズ代表）、最終日11-13に青木

知であったが、基本的には、エントリー制で集まった140 名ということ

淳氏（青木淳建築計画事務所主宰）を招き、議論の時間軸の立体化を

が非常に重要だった。リスクヘッジやポジショントークではなく、主体

図った。現在はその取りまとめが行われている。
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を相対化し、自らの役割を位置づけその実存を認めることがセッション

日本建築学会の創立130周年を記念し、パラレル・プロジェクション

的に参加した者だけが請け負える前向きな意志によって、行き先が定

1980年代生まれの建築関係者を130名目標に集めるという枠組みと

まっていない議論に飛び込み、自らの切実な経験を皆で共有し、全員

ともに、企画段階から我々が共有していたのは①30年後の都市と建築

で暗中模索の状況をドライブさせることができた。そこには一人一人の

を考える現在のプロジェクトの中から未来の予兆を探る②建築界の声

前向きな「責任」をベースとした関与が大きな役割を果たしていた。

を一つにする、これからの協働・コラボレーションのかたちを見出すと

・「パラレル」な「プロジェクション／未来への投射」の空間表現

いう2 点であった。事前にリリースしていたマニフェストには、下記のよ

会場となった建築会館ホールは、日本建築学会賞（作品）受賞者記
念講演会などが開催されるいわば権威ある場だが、今回はイベント広

うに記した。

場側の可動パネルを全開にしてアプローチの方向を90度変え、会場内
社会における価値の多様化と成熟の中では、シンプルな未来像は

に高さ1,100mmのパネコートで象られたボックス上の展示台を市松状

そのリアリティを失いつつあります。私達がリアリティを持ちうる未

に展開した。展示台の上には参加者の現在の取り組みがフラットに並

来とは、現在の中にこそ照射（プロジェクション）されるべきではな

べられ、側面には初日に全員が集まって行われた全体ワークショップ

いでしょうか。（中略）それぞれの実践（プロジェクト）にみる一つ一

の動画と議論に使われたメモ書きを配し、13 個の動画から流れるディ

つの未来の予兆が、パラレルワールドのように少しずつ関連しあい

スカッションの声が空間自体に広がり、空間的にワークショップを保存

ながら並走する、そのまとまりを建築の未来として語り合い、広く

することで、プロジェクションのための協同的な場そのものを提示しよう

社会に問う、それがこのパラレル・プロジェクションズの存在意義

と試みた。

です。

・事後的かつ動的な未来像としての社会
議論の中で未来像の描き方が朧げに見えてきた。それは社会がこう
あるべきという予測に基づき、そのために必要な建築やプロジェクトは
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何かと問う演繹的な問いではなく、現在の時点で他者と協働しながら

望によって生成されるという建築のあり方が追求されているといえる。

実現したいと思えるプロジェクトが先にあって、そのプロジェクトを実現

一方で2000 年代以降を見ると、「切断」的状況がさまざまな側面で

できる社会を考え、そのプロジェクトが実現した社会への影響を、建築

現れ始めている。アメリカ同時多発テロを機に、空港という国境のセ

という「フィールド」で考えるという現在に帰納的な描き方である。この

キュリティが強化された。イギリスが国民投票によってEU 離脱を選択し

ような社会とプロジェクトの連関が私たちにとって最も生産的な議論を

た。メキシコとの国境に壁を建設することを主張するトランプがアメリカ

生み出すということがわかってきた。あくまでも現在の実践が先立って

大統領選に勝利した。国家、文化、民族は再び「切断」されつつある。

いて、未来は暫定的に現在の中に見出され続ける。その未来は参加

人工知能の発達も「切断」的状況を示している。グーグルの人工知能

者それぞれがパラレルに受け持つ。その移ろいゆく無数の現在が群と

AlphaGoとイ・セドルの囲碁対局では、AlphaGoがプロ棋士には全く

して、私たちの未来を常に並行に照射し続ける、その動的な計画が、

理解できない手を連発し、結果的に勝利を収めた。人工知能は人間

パラレル・プロジェクションズである。


が共有する認識や合理性からは「切断」されたものとして不気味さを増

辻琢磨／ 403architecture［dajiba］共同主宰

してきている。哲学においても、新しい動きが現れている。グレアム・
ハーマンのオブジェクト指向存在論は、この世界を考える上での基本と
してオブジェクト（モノ）を定義付けている。この中で、オブジェクトは
関係性のネットワークやより細かい粒子に還元されず、本質は外部か
らは常に引きこもっていて、不可解なものであるとされる。つまりオブ
ジェクトとは、他者のアクセスからは常に「切断」されている。
平 野による以 上のような問いかけを起 点とし、 各パネルによるレク
チャーとディスカッションによって、これからの建築のあり方が考察され
た。当日繰り広げられた議論の詳細については、『10 ＋ 1 Website』

建築夜楽校2016

の12 月 号「 特 集： 建 築とオブ ジェクト─「 切 断 」の 哲 学と建 築 」
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シンポジウム「「切断」の哲学と、これからの建築」

（http://10plus1.jp）にて公開されているため、そちらを参照していた

10月7日（金）に田町の建築会館ホールにて、建築夜楽校 2016が
開催された。「「切断」の哲学と、これからの建築」というテーマのもと、

だきたい。
冒頭でも述べたように、現在の建築における議論は、さまざまな社

千葉雅也氏（哲学者、立命館大学准教授）、平田晃久氏（建築家、京

会問題に対してどのようにして建築が具体的に関与し、即効性を持て

都大学准教授）と門脇耕三氏（建築家、明治大学専任講師）をパネルと

るかという点に偏重しているように思われる。今回の建築夜楽校が、

して迎え、コメンテーターに松田達氏（建築家、武蔵野大学専任講師）、

建築における議論に幅を持たせることにつながることを期待している。

モデレーターに平野が加わり、活発な議論が繰り広げられた。



平野利樹／東京大学大学院隈研吾研究室

この数年間の建築夜楽校では、新国立競技場や地方創生について
など、昨今の社会問題に対して建築がどのように関与できるかという問
題に焦点を絞ったテーマをもとに議論がされてきたと思われる。これに
対して今年は、建築と哲学の関係という、これまでとは大きく趣旨を変
えたテーマを設定した。この二つの領域間における議論は、1990 年
代に開催された「Any 会議」で大きな盛り上がりを見せたが、2000 年
代以降は一気に下火になってしまった印象があった。しかし、ここ数
年で両者の中で起こりつつある新たな動きは、建築と哲学の距離を再
び縮めつつある。このような状況のもと、建築と哲学の現在の関係性

カルチベートトーク

を探り、そしてこれからの建築のあり方を議論する場として、今回の建

○「インテリアデザイナーの世界」
2016年カルチベートトーク第1回「インテリアデザイナーの世界」は、

築夜楽校が開催された。
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「切断」というキーワードは、1990 年代以降の建築、哲学、そして

10月18日（火）に開催され、昨年に引き続き登壇者は第一線で活躍す

社会を表す「接続性」や「関係性」といった言葉の対として設定されて

るインテリアデザイナーとして、佐藤一郎氏（インテリアデザイナー、エイ

いる。ソ連崩壊やEUの発足など、国境という政治的な境界が消失す

ジ）と塩見一郎氏（インテリアデザイナー、スピン・オフ、工学院大学教

る。インターネットの普及によって地理的な境界を越えて情報が行き交

授）を招き、モデレーターを濱野が務め、インテリアデザインの道に進ん

う。1990 年代の社会では、すべてのモノが境界なく等しく接続され関

だ経緯から仕事の依頼のされ方、発想の原点、そして空間が出来上が

係し合う、そういった世界像が形成されたといえる。デジタル・テクノ

る過程など、インテリアデザイナーの仕事の知られざる一面を紹介した。

ロジーを駆使する若手の建築家たちを中心として、ドゥルーズの哲学を

内容としては、まず濱野によるお二人の今までの略歴紹介から始ま

「接続の思想」として解釈し、そのような思想や当時の世界像に対応し

り、初期の作品から最新作品を交互に紹介していただき、佐藤氏より、

た建築のあり方を追求するものも現れた。彼らは「接続性」や「関係

「和」から始まったインテリアの世界観や建築全体へのプロデュースなど

性」といったキーワードをもとに、独自の建築思想を生み出していった

を、塩見氏からは数多くのショップやレストランシリーズ作品、大学教

が、これは現在のコンピュテーショナル・デザインの礎になっている。

授としてのお話を伺った。今までの著名なプロジェクトは無論のこと、

社会性を重視した建築のあり方も、この時代から生まれてきた。ここで

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中で、各プロ

は、社会というネットワークの一部として、社会問題やコミュニティの要

ジェクトを依頼された経緯や自分の作品イメージ、建物のデザインとイ
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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

生として、避難所における空間の在り方を見つめる一つのきっかけとな

の捉え方やインテリアデザイナーとして楽しかった部分と苦労した部分

り、実際の避難所を想定し、避難所生活における新たなカタチを模索

を披露していただいた。

したいという考えのもと、時間経過や新たな使われ方を考慮した仮設

インテリアのコンセプト創りから仕事への時間のかけ方、建築主との

物を提案する学生ワークショップを開催した。

相性についてなどとても興味深く、定員締め切りで当日参加もあわせ

ワークショップ 1日目には、講演者として目黒公郎氏（東京大学教授、

た参加者 53 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

日本地震工学会会長）をお招きし、講演後に仮設物の制作が開始され、

なった。

学生たちはそれぞれの仮設物内にて2日目を迎えた。2日目は柳澤潤氏



濱野裕司／竹中工務店

（関東学院大学大学院准教授、コンテンポラリーズ代表）、岩佐明彦氏
（法政大学教授）によって審査がなされた。

コンペの募集概要は以下の通りである。
避難所生活の今後に活かせる仮設物を考えてもらいたい。「あな
たは避難生活と聞いて何を想像するだろうか？ 避難所は生きるこ
とだけが限界なのだろうか」本課題は、避難所が災害時の生きる
ためだけの空間ではなく、多くの問題を解決する提案を兼ね備え
ることを目指し、災害時簡易的に作ることを目的とし、半日の制作
○「行政と建築」

時間で3,600mm×3,600mm×2,500mmの範囲内に、避難所

2016 年カルチベートトーク第 2 回「行政と建築」は、10月31日（月）

生活における新たなカタチを制作する。

に開催され、登壇者に高見真二氏（長岡市副市長、元国土交通省住宅
審査結果

国土交通省に在席していた時の仕事と現職である長岡市副市長として

〈優秀賞〉

の仕事を通じて、安全、環境、まちづくり、経済等における行政的視
点から、建築を概観していただいた。
講演の内容として、まず高見氏が国土交通省に入省した経緯から、
国土交通省の組織と仕事の説明、そして約 3 年毎に変わるポジション

パックde空間

越中玲衣ほか5名

武蔵野大学

仮設的木造ユニットの提案

宮内智也

工学院大学大学院

鏡亮太ほか7名

NAGOYA

〈佳作〉
自由に囲む

Archi Fes 2017

で経験してきた内容や出来事と仕事の成果を語っていただいた。話題
としても、国内外での各行政庁での経験や、姉歯を代表とする構造計

目黒氏の講演では、災害のメカニズムから考案された「目黒巻」の考

算書偽造問題から、中越沖地震や3.11の東日本大震災の対応など、

え方について学んだ。「目黒巻」は災害時に起きることを時系列で事前

さまざまな問題が起きた時の行政の対応について、苦労話や我々が知

に予測することで、実際に災害にあった時の対処をシミュレーションし

る由もない話を、建築家とは違った、まさに「行政的視点と立場」によ

ておくというものである。参加者は事前に記入した「目黒巻」をもとに、

り行ってきたことについて非常に興味深く語っていただいた。

意見交換を行った。

そして圧巻は、ユネスコの世界遺産の担当としての活躍と、長岡市

制作はグループによって苦戦していたところもあったが、審査会まで

副市長として着々と実現していくまちづくりの話であり、今までの豊富な

に無事完成させることができ、制作を通して、他のグループとの交流

経験を活かし、スピーディーに政策を実演していく姿に、本当に面白い

も生まれ、お互いの作品について説明し合う様子も見受けられた。建
築会館で過ごしている間、参加者には非常食と水が配布され、実際

「行政の姿」を拝聴した。
定員締め切りとなった今回も、高見氏の熱気あふれる会話と参加者

に避難所で過ごすことで疑似体験をした。わずか 1日という、実際の

43 名が一体となり、懇親会も含め、非常に意義深いカルチベートトー

避難所生活にしては短すぎる体験ではあったが、床で寝たり、入浴で

クとなった。

きなかったりといった日々が長期間に渡って続くことなどについて考える
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局市街地建築課景観建築企画官）を招き、モデレーターを濱野として、

濱野裕司／竹中工務店

良い機会になったと思う。そこから、建築学生として新たに考えなくて
はいけないことが発見できたのではないだろうか。

学生ワークショップ2016

運営に携わった実行委員は全国各地の建築学生によって構成される

「今を生きるカセツのカタチ－災害時の避難場所における可能性」
10月22日（土）～ 23日（日）に建築会館にて学生ワークショップ2016
が開催され、学生と一般をあわせ2日間で57名が参加した。
昨今、我が国は2011 年の東日本大震災や昨年 4月の熊本地震など、
多くの自然災害に見舞われ、地震発生直後は、救援物資が行き届か
ず、プライバシーの問題等が挙げられた。また、長期に及ぶ避難所生

ため、日頃の会議はオンラインで行われワークショップ当日に初めて会
う委員も多く、熊本への視察や夏の合宿等を企てても、企画の進行に
難しさを感じた。企画の内容としては、今後生きていく中で考えなくて
はいけない内容であるため、来年以降も、この企画を続けていくこと
が必要ではないかと思う。
最後に、このような貴重な機会をくださり、学生ワークショップの運

活では、学生の勉強空間など日常的な空間が必要となる。私たちは、

営を支えてくださった日本建築学会、建築文化事業委員会、ご支援く

震災から3カ月経った熊本の避難所を訪問することで、時間経過に伴

ださった協賛企業、そして学生ワークショップ実行委員にこの場を借り

う仮設空間のあり方に多くの問題が存在することを認識し、避難所はよ

て感謝申し上げる。

り多くの問題を解決する必要があると感じた。こうした経験は、建築学

学生ワークショップ代表：加藤芙沙子／関東学院大学大学院修士1 年

建築雑誌 JABS ｜ vol.132 No.1695 ｜ 2017.03

057

2018-11-14T13:20:43.515本部一般
【 参加団体】学生団体SNOU、NAGOYA Archi Fes 2017（順不同）

・斎藤公男賞
旅する茶室

田中祥恵ほか2名

神戸芸術工科大学

宮内隼ほか2名

日本大学大学院

・山本豊津賞
ゆらぐば
・川勝真一賞
風線亭

楠瀬大志ほか2名 日本大学

・井内雅子賞
∞Infinity Tea House

呂亜輝ほか2名

東京藝術大学

篠川慧ほか3名

九州工業大学大学院

小林泰典ほか2名

千葉大学大学院、東

・辻琢磨賞
オビタタミ
・鵜飼哲矢賞、関野宏行賞
ゆらぐ影

京大学大学院
・佐藤淳賞
泡沫庵

受賞作品・講演会

三浦康平ほか6名

法政大学大学院

大久美保ほか3名

九州工業大学

・濱野裕司賞
板の間、茶の間

活動レポート

審査会・熊本視察

学生グランプリ2016
「銀茶会の茶席」

金賞：kumiko

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38作品であった。8月9日（火）に、建
築博物館ギャラリーにて第一次審査会が開催され、関野宏行審査員
長（建築文化事業委員会委員長、佐藤総合計画）のほか13名の審査員
によって第 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18日（木）には1/1

銀賞：Tension column

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
kumiko

島﨑希世ほか2名

島根職業能力開発短
期大学校

茶の間の間

吉田純子ほか2名

法政大学大学院

Tension column

藤沼悠生ほか2名

千葉工業大学大学院

オビタタミ

篠川慧ほか3名

九州工業大学大学院

入選：オビタタミ

〈審査員賞〉
・大森晃彦賞、加藤詞史賞
茶導-所作から内部空間へ 手嶋達哉ほか2名

芝浦工業大学大学院

の反映の過程と球体による
構築の習作-

入選：茶の間の間

・伊藤明賞
kumiko

島﨑希世ほか2名

島根職業能力開発短
期大学校

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、丹下憲

法政大学大学院

によって金賞、銀賞を決定した。金賞作品「kumiko」は実施施工され、

孝審査員長（丹下都市建築設計）のほか 8 名の審査員による公開審査

・木村知弘賞、田中元子賞
茶の間の間
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10月2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

吉田純子ほか2名
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10月27日（木） ～ 31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。銀茶会の茶席参加者は250名であった。
第二次審査結果

時間は書籍等ではうかがい知ることのできない毛綱氏の話題で大いに
島﨑希世ほか2名

島根職業能力開発短
期大学校

〈銀賞〉
Tension column

また、今回の見学会では、建築家や毛綱氏と交流のあった方、毛
綱氏の子供時代をよく知るご近所の方の参加もあり、車中での談話の

〈金賞〉
kumiko

いる。これもまた、毛綱建築の魅力が成せる技なのだろう。

盛り上がった。
当日は、小雨の降る生憎の天気であったが、毛綱建築を釧路の財
産として振り返ることができた有意義な見学会であった。最後に、見

藤沼悠生ほか2名

千葉工業大学大学院

学会開催に当たってご協力いただいた釧路市産業振興部観光振興室、
同市立博物館、ほか見学の機会を提供いただいた全ての関係者の



鵜飼哲矢／九州大学准教授

方々に記して感謝申し上げる。


創立130周年記念 建築文化週間 2016 開催報告（支部主催）
日本建築学会

西澤岳夫／釧路工業高等専門学校准教授

第 41回「北海道建築賞（2016年度）」表彰式・記念講演会
第 41 回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28日（金）夕刻より北海道大学遠友学舎において

●北海道支部

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

見学会「建築散歩－毛綱建築を楽しむ」

業界関係者などが約 80 名集まり、熱気に満ちた場となった。

2016 年秋に没 15 年を迎えた北海道釧路市出身の建築家、毛綱毅

表彰式は、福島明北海道支部長の挨拶に続いて、北海道建築賞と

曠氏の建築見学会を北海道支部歴史意匠専門委員会を主催として10

して「新得町都市農村交流施設 カリンパニ」の設計（川人洋志君）、北

月8日（土）10:00 ～ 16:00に開催した。釧路市内には反住器（日本に

海道建築奨励賞として「日本基督教団 真駒内教会」の設計（菊池規雄
君）および「ときわの家」の設計（鈴木理君）が発表され、福島支部長よ

路市立博物館（日本建築学会賞）、釧路市湿原展望台（日本建築学会

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

賞）を始め、多くの毛綱建築が現存する。これら建築の見学を通して、

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

毛綱建築を地域資源として意識してもらえるよう、啓蒙普及をはかった。

の報告がなされた。

参加人数は41名（定員 40名）であった。

活動レポート

おけるDOCOMOMO135 選 2006 年度選定建築物、JIA25 年賞）、釧

今年度の応募は14作品であり、北海道建築賞の基本的な評価軸で

見学会は釧路市立博物館講堂で行った見学ガイダンスに始まり、順

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

次、釧路市立博物館、釧路市立東中学校（現 幣舞中学校）、釧路湖

上で、書類審査と現地審査を経て、9月1日（木）に開催された最終審

陵高等学校同窓会ギャラリー（車窓）、反住器（下車外観のみ）、ふくし

査会において長い時間をかけた活発な議論の末に得た結果であること

ま医院、釧路キャッスルホテル（車窓）、釧路フィッシャーマンズワーフ

が報告された。北海道建築賞を受賞した「新得町都市農村交流施設

MOO（車窓）、釧路市湿原展望台へと向かった。移動は貸し切りバス

カリンパニ」は、北海道における半外部空間を、一貫した美学として

で行い、移動中は参加者との談話の時間にあてた。講堂でのガイダ

提示し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

ンスは主催者側から40 分程行い、前半の解説では反住器を寒冷地住

建築奨励賞を受賞した「日本基督教団 真駒内教会」は、上部から降

宅として捉えた場合にどのような解釈が可能かを試み、後半では、市

り注ぐ光によって彩られた聖堂の美しさを創り出すために、細部まで神

販本で紹介されている毛綱建築のキーワードや写真を振り返りながら、

経の行き届いた設計がなされていることが指摘された。同じく北海道

見所を確認していった。なお、講堂内には釧路工業高等専門学校の

建築奨励賞を受賞した「ときわの家」は、素材の吟味など、身体に沿

交換留学生が作成した反住器や釧路市立博物館の模型が展示され、

うような水準で丁寧に設計されていること等が評価された。

参加者の興味を誘った。

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、川人君

釧路市における毛綱氏最後の作品となった「ふくしま医院」では、施

から「新得町都市農村交流施設 カリンパニ」の設計について、また菊

主であった医院長自ら、毛綱氏との出会いやエピソード、毛綱建築に

池君から「日本基督教団 真駒内教会」の設計について、さらに鈴木君

感じる魅力について語っていただいた。なお、10 畳ほどある「ふくしま

から「ときわの家」の設計についてのプレゼンテーションがあった。ここ

医院」の待合室は音響効果が良いことからコンサートホール「Urari」と

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

して時に開放され、市民の芸術文化活動の発表の場として親しまれて

博物館講堂でのガイダンス

医院長の話しに聞き入る参加者

会場風景
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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、プレゼンテーショ

アルミ箔・ティッシュペーパー等）でランプを作成する方法を学んだ。

「紙ぶるる」では、工作を通じて建物の耐震性を学んだ。

ンでの内容をベースとしつつ、より詳細に各氏の考え方などを把握する

他の団体も工夫を凝らした出展内容となっており、参加者の評価も

ことができた。3つの作品はそれぞれ共通する部分とともに対照的な側

高いものであった。また当日は会場に隣接する釧路合同庁舎では「公

面も併せ持っているだけに、いい意味で議論は安易に収斂しない拡が

共建築の日」フェスティバル 2016 in 釧路を本イベントと連携して開催

りのあるものになったように思われる。

しており、地域の建築文化醸成に貢献するものとして定着しつつある。

第41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



戸松誠／北海道立総合研究機構北方建築総合研究所

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。40年を超える歴史を通じて、“北海道の現代建

●東北支部

築”を位置付ける基軸を担ってきたことは確かであろう。以上のことから、

シンポジウム「災害多発地域における建造物の保存・ 再生＜ジレン

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

マ＞を超えて」

て継続し、より一層意義のある場として成熟させていきたいと考えている。


山田深／北海道建築賞委員会主査

10月29日（土）に、せんだいメディアテーク7階スタジオシアターにて、
シンポジウム「災害多発地域における建造物の保存・再生＜ジレンマ
＞を超えて」が開催された。本シンポジウムは、本会創立 130 周年記

「くしろ防災屋台村」

念にあたり建築文化週間 2016 建築文化事業として東北支部が主催し、

北海道支部では建築文化週間事業として地域の方を対象に親子で

建築学の各分野（歴史・ 計画・ 材料・ 構造・ 環境）を領域横断的にま

防災を学ぶイベントを開催している。本年度は昨年に引き続き北海道

たいだ議論の場を提供することで、本会が現在掲げているスローガン

の東部に位置する釧路市において、10月22日（土）10:00 ～ 16:00の

でもある「建築としての声をひとつに」を体現すべく計画されたものであ

日程で第 7 回くしろ安心住まいフェア（主催：北海道釧路総合振興局）と

る。参加者は約 50 名であった。

の共催で「くしろ防災屋台村」として釧路市こども遊学館において開催

シンポジウムは3 部構成で、最初に小林淳支部長より開会の挨拶、

活動レポート

した。この事業の特筆すべき点は、住まいに関する防災知識および住

司会の野村俊一氏（東北大学准教授）より趣旨説明があった。第 1 部

まいの知識向上を図ることにより災害に強く、安心で、質の高い住ま

では、「建築物の保存・再生とその理念」を主題に、足立裕司氏（神

いづくりの推進に寄与することを目的とし、釧路管内の建築関係団体

戸大学名誉教授）、大窪健之氏（立命館大学教授）、山口俊浩氏（文化

と協働して開催していることにある。

庁）の3 名の講師から、「世界と日本の歴史的建造物保存－その歴史

当日は、大人 219 名、子供 129 名の計 348 名の参加があり、未就

と課題」「災害多発地域における建築物の保存・再生を通した防災ま

学児から高齢者までと幅広い年齢層に参加していただいた。昨年を超

ちづくり」「歴史的建造物の保存・ 再生と情報アーカイブの意義・ 課

える参加者数となり、来場者が途切れることがなかった。

題」について報告された。第2部では、「建築物の保存・再生とその技

建築学会北海道支部としてコーナーを設置し、「地震時の我が家の

術」を主題に、長谷川直司氏（建築研究所建築生産グループ長）、青

バーチャル体験」「ほのぼのあかり」「紙ぶるる」の3つのイベントを体

木孝義氏（名古屋市立大学教授）、小椋大輔氏（京都大学准教授）の3
名の講師から、「オーセンティシティの確保と文化財建築の保存・再生」

験できる内容である。
「地震時の我が家のバーチャル体験」では、参加者 1 名または2 名ず

「文化財建築の保存・再生に資する構造工学技術」「文化財・文化財

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、地震を感知

建築の保存・公開における環境調整技術」について報告された。第 3

したら家具の倒れてこない室内空間へ移動することとした。この移動

部は、パネルディスカッションとして上記 6 名の講師から、歴史的建造

中の負傷部位・負傷程度を評価し、移動が成功するまで体験した。
「ほのぼのあかり」では、停電時等に身の回りにあるもの（サラダ油・

物の保存・再生にあたり直面するさまざまなジレンマ（取りうる方策の取
捨選択）について白熱した意見交換がなされ、オーセンティシティの確

保はコモンセンスによること、平時からの対応が非常時における保存・
再生・活用に重要であることなどが確認された。最後に高橋より、まと
めと閉会の挨拶をもって終了した。
東北支部では、東日本大震災の経験をふまえ、災害多発地域が直
面する／直面するであろう諸問題について、建築学の最先端から情
報・教訓を引き続き発信する活動を続けていく予定である。


地震時の我が家のバーチャル体験

紙ぶるる
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高橋典之／東北大学准教授、東北支部常議員

ほのぼのあかり

小林淳支部長

挨拶の様子
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ング・デザイン（AND）展2016」との連携を図っての開催となった。今

見学会「世界遺産「国立西洋美術館（本館）」−コルビュジエ建築の

年度の構造デザインフォーラムは、「大空間スポーツ施設の構造とデザ

世界へ」

インはいま」と題して、二部構成の企画とした。第 1 部は、ロンドンオリ

建築文化週間見学会として、10月3日（月）13:00 ～ 15:00（休館

ンピックのアクアティクスセンターや新国立競技場（当初案）を手がけた

日）、国立西洋美術館（本館）建築ツアーが定員 20 名の参加のもと、

ザハ・ハディッドのデザインについて、エンジニアの立場から与那嶺仁

国立西洋美術館専門職員の福田京氏の解説により開催された。

志氏（Arup Japan）と杉浦盛基氏（日建設計）に講演していただいた。

国立西洋美術館（本館）は、戦後、日仏間の国交回復及び関係改

第 2 部では、2020 年夏に開催予定の東京オリンピック施設である有明

善の象徴として、20 世紀を代表する建築家ル・コルビュジエの設計に

アリーナ、アクアティクスセンター、新国立競技場の計画と技術につい

より1959 年 3月に竣工した歴史的建造物であり、1998 年には地域に

て花田達矢氏（久米設計）、曽根拓也氏（山下設計）、水谷太朗氏（大

根ざした優れた公共施設として公共建築百選に選定されるとともに、

成建設）より主として基本計画が紹介された（モデレーター：斎藤公男

2007 年には重要文化財（建造物）に指定されている。2016 年 7月に

（日本大学名誉教授）、司会：中村伸（日本設計））。参加人数は101名

は、トルコで開催された第 40 回世界遺産委員会において世界文化遺

（ 社 会 人 60 名、 学 生 41 名 ）と、 多くの方々に参 加していただいたが、

産への登録が決定された。日本国内の世界文化遺産登録は、2015

東京オリンピックに向けて、社会的・建築的関心が寄せられている現

年の「明治日本の産業革命遺産」に続いて16 件、自然遺産を含めると

れと感じられた。

20 件であり、日本における20 世紀の建築物としては初めての世界遺
ロンドンオリンピック2012

産登録となっている。

アクアティクスセンター

ロンドンアクアティクセンターは、ザハ・ハディッドによって設計され
た屋内水泳施設である。建設費は当初見積もりを超えたが、屋根の

設計した唯一の建造物であり、ピロティー、スロープ、光、螺旋状空

面積を縮小しながら建設予算内におさめるよう努力された。ザハ氏は

間、寸法体系等、ル・コルビュジエの建築的特徴が表現され、完成

奇抜なデザインで世界的に有名であるが、建設コストを含めて建物実

度が高いと評価されている無限成長美術館を、通常は非公開となって

現に向けては、エンジニアの意見に耳を傾け、建築と構造の協働を大

いる部分も含めて体感する味わい深い見学会となった。

切にしている建築家であることが紹介された。ロンドンアクアティクスセ

本館エントランスから19 世紀ホールと2階展示室を巡り、中 3 階バル

ンターは、オリンピック閉幕後に、両ウイングの観客席を減築し新たな

コニーから照明ギャラリーを経て旧館長室に赴き、屋上のトップライト

顔を残すことになったが、オリンピックレガシーを実現した施設のひと

から19 世紀ホールを望んで地下から免振ピットを見学した後、中庭か

つであると言える。ザハ氏は2016年3月31日マイアミにて逝去した（享

らリズミカルな律動ルーバーに触れたこの一連の散策により、ル・コル

年 65 歳）。

ビュジエ建築の世界を深く堪能した。探検とも言うべき無限成長美術

新国立競技場（当初案）

館の散策はこれまでの疑問を解放し、概念がより具現化されることとな
り、その時々に現存する創建時の部材、仕上げや設備などに触れるこ

新 国 立 競 技 場（ 当 社 案 ）は、ロンドンアクアティクスセンター同 様、
建築家ザハ・ハディッドのデザインである。プロポーザル案から実現可

とができたほか、身体のサイズを利用したモデュロールの定規の空間

能な計画にした後に、設計関係者 120 名程度で2 年近く設計が進めら

的概念や新しい時代の建築に相応しいさまざまなアイディアを含み込ん

れた。構造計画上の最大のポイントであるキールアーチの実現に向け

だ本質的意味とともに、開館当時の無限成長美術館の鼓動を全身で

た調査には多くの時間を費やしている。事例調査では、国内・海外の

感じることとなった。

スタジアム建築だけでなく、アーチ橋の調査まで行われている。また、



北野幸樹／日本大学教授

活動レポート

世界各地に約 70のル・コルビュジエ作品（建築・都市計画）が現存
している中で、国立西洋美術館（本館）は、ル・コルビュジエが日本で

土木のボックスガーダーの溶接方法など、製作面でも設計段階から施
工性を重視して検討された。また、建築家に対してもキールアーチを
合理的に製作するためのルールを、事前調査の内容を基に早い段階
で決めている。たとえば、キールアーチの角度や箱型断面の形状など
である。これはロンドンのアクアティクスセンターでの対応と同様、建
物実現に向けた建築家の柔軟な対応と、設計の早い段階でルールづく
りを決めたエンジニアの対応が相乗効果としてあらわれた結果であると
感じられた。
有明アリーナ
有明アリーナは、スパン約 100mの大屋根を有する体育施設である。

第22回構造デザインフォーラム「大空間スポーツ施設の構造とデザイ

計画当初は、屋根架構はカテナリー曲面＋ケーブル構造とし、下部構

ンはいま」

造は四隅の大黒柱を斜めに配置することで、カテナリーの水平反力に

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

抵抗する構造計画としていた。その後、水勾配やスライディング工法

インフォーラム「大空間スポーツ施設の構造とデザインはいま」が 11月

を考慮した屋根のジオメトリーが再検され、さらに水平力伝達用の鉄

12日（土）（14:00 ～ 17:00）に行われた。1995年にスタートして今回

骨量を削減することを目的に屋根免震が採用された。屋根免震を採用

で22 回目を迎えた構造デザインフォーラムは、恒例の建築文化事業の

したことは、吊物の安全性を十分確保できるため、将来のさまざまなイ

一環に位置付けられており、昨年同様、建築博物館ギャラリーで開催

ベントに対応できるオリンピックレガシーを実現するためにも有用となっ

（11月11日（金）～ 18日（金））された「創立 130周年記念 アーキニアリ

ている。
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東京オリンピック2020

アクアティクスセンター

●東海支部

アクアティクスセンターは有明アリーナ同様に、下部構造の負担減や
天井の落下防止の観点から屋根免震を採用したプール施設である。

建築ウォッチング「JPタワー名古屋－次世代超高層オフィス拝見」
リニア中央新幹線の開業を控え、これまで以上の活性化が期待され

ロンドンアクアティクスセンターと同様にオリンピックレガシーを意識した

る名古屋駅前にて、旧名古屋中央郵便局名古屋駅前分室から生まれ

建物であるが、ロンドンとは異なる課題に応えた計画となっている。す

変わり建設された「JPタワー名古屋」の見学会を10月8日（土）13:30

なわち、ロンドンでは、両ウイングのスタンドを減築し、レガシー用に

～ 16:00に実施した。

ガラスカーテンウォールを張り付ける計画であったのに対し、ここでは、

JPタワー名古屋は、高さ195.74m、地上 40 階・地下 3 階・塔屋 1

屋根面をジャッキダウンし、気積を小さくするというオリンピック後の減

階のオフィス棟と、地上 11 階・地下 1 階・塔屋 2 階の駐車場棟から構

築を試みている。

成されている。2013 年 7月に新築工事に着手して、2015 年 11月11

新国立競技場

日に竣工した。2016年6月17日に、先行して地下1階から地上3階に

新 国 立 競 技 場は、ザハ案の白 紙 撤 回 後に、 大 成 建 設・ 梓 設 計・

入居する商業施設「KITTE名古屋」と「JPタワー名古屋 ホール & カン

隈研吾チームがプロポーザルで当選した案である。構造設計上のポイ

ファレンス」が開業している。2017 年 4月には、バスターミナルを使用

ントは、「施工性を最優先としたシンプルなスタンド架構」、「効率的な

開始して全面開業する予定である。

施工が可能な片持ち屋根架構」、「木材を積極的に利用した、日本ら

JR 名古屋駅から2 階のオフィスエントランスまでは、貫通通路で直結

しさを表現した架構」となっている。施工性を最優先とするために、長

されている。建物南側のJRゲートタワー（建設中）と一体的に、バス

さ約 60mの片持ち架構を周方向に、ほぼ同じフレームを繰り返すこと

ターミナルを再配置することで、名古屋駅北側の歩行者通路が地下・

になるが、スタジアムの中央部（楕円長辺の中央部）にはむくりをつけて
形態抵抗を期待することで、構造性能面への配慮も考えられている。
木材の利用では、補剛的な役割を果たすことになるが、トラス下弦材
とラチス材に全面的に使用されている。しかし、なぜ膜屋根が採用さ
活動レポート

れなかったかについては特に言及されなかった。耐震性能の面ではソ
フト・ファスト・ストーリーを取り込んで、地震時の多くのエネルギーを
吸収するしかけを盛り込んでいる。施工性を重視しながらも、世界的
に誇れるスタジアムを実現したいとのメッセージが述べられた。


中村伸／関東支部構造専門研究委員会設計WG 主査

モデレーター斎藤公男とプレゼンター

斎藤公男

中村

伸

日本大学名誉教授 日本設計
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JPタワー名古屋

1階アトリウム

テナント専用カフェ

オフィスフロア

バックヤードの行先案内

プレゼンルームでの様子

会場は学生らも多数参加し、
満員となった

与那嶺仁志

杉浦盛基

Arup

日建設計

花田達也

曽根拓也

水谷太朗

久米設計

山下設計

大成建設

建築模型を使った説明
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地上とも立体的に整備される。建物入口部分は、吹き抜けのアトリウ
ム空間を設置しており、イベント・ 休憩スペースに加え、災害時等の
帰宅困難者の一時待機場所としての利用も想定されている。

（土）13:00 ～ 16:00に行い、下新町、袋町、尾張町、主計町エリア

を裏通りなど交えながらツアーガイド（宮下）とともに歩いた。
泉鏡花記念館を出発し、久保一乙剣宮から下新町エリア、暗がり

オフィスエリアは33フロアあり、1フロアは約700坪で、フレキシブルに

坂、あかり坂、主計町エリアなどを見学した。また、浅野川周辺の東

間仕切りが可能な無柱空間となっていた。空調・照明とも、個別空間ご

内惣構堀や一の橋、枯木橋など水とともにあった金沢の暮らしを楽し

とに制御機器が設置され、利用状況に合わせた設定が可能である。

んだ。その後、尾張町周辺を散策しながら武家屋敷寺島蔵人邸や、

オフィスエリアの中間階の1フロアに、テナント専用の食堂、貸し会
議室、ラウンジ、カフェ等の共用施設を集約させており、オフィス空間
の最適化・効率化に努めていた。バックヤードでは、各所要室の行先

尾張町町民文化館などを見学した。金沢に住む方たちの中でもはじめ
て訪れたという方が殆どで、大変熱心に見学している姿が見られた。
出席者は東京からの参加者を含む12 名（うち会員 6 名、大学生 4 名、

を分かりやすくするために、通路壁面に五線譜とカラーサインを組み合

専 門 学 校 生 2 名 ）であった。 参 加 者からは、日頃 住んでいて名 前は

わせた行先案内が記されていた。大規模ビルでは、バックヤードの効

知っていても裏通りをじっくり歩いたことはなかったいう意見や、用水

率運用も重要であるため、慣れない人でもスムーズに移動することが

や川との生活の繋がりを初めて考えたという意見などが聞かれ、とても

できるよう配慮されていた。

有意義なまちあるきとなった。

構造計画については、地震時に建物全体の揺れを軽減するために、



宮下智裕／金沢工業大学准教授

頂部にはアクティブマスダンパー、低層階には疲労耐久性に優れた新
合金制振ダンパー、各層には粘性体制振を設置していた。強風時の
風揺れや長周期地震動などの自然災害に対しても、建物利用者の安

「第 6回 越前・若狭の建築文化探訪－集落活性化活動がすすむ小原
集落の見学会」
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

全とBCPへ対策を図っている。
建物全体は、高効率熱源システムによる地域熱供給を受けるとともに、
太陽光・風力発電の活用、雨水貯留槽・壁面緑化の設置など、自然
然換気システム、Low-Eペアガラス、縦フィン（東西面）、水平庇（南北
面）の利用により、外部からの熱負荷軽減を図っている。これらの積極

画・開催している。6 回目となる今回は、平成 18 年から集落再生・活
性化活動を行っている勝山市北谷町小原集落の見学会を10月22日
（土）13:00 ～ 15:00に実施した。

小原集落は石川県境の山間にある山村で、段々の石垣の上に建つ

的な取り組みにより、CASBEE名古屋2010のSランク評価を受けている。

民家や小道を流れる小川、多くの草花など原風景が残る自然豊かな土

BCPや環境への配慮だけでなく、名古屋駅を中心とした動線計画に

地である。当集落は明治期において90 戸、400 人ほどの人々が暮ら

も配慮した次世代型の高層オフィス建物の見学を通じて、最先端の設

していたが、38豪雪や56豪雪などを契機として、年々人口は減り続け、

計コンセプトや建築技術に触れることができた。当日は、建築模型を

近年の平成 18 年豪雪によって多くの空き家が破損、倒壊し、現在は

備えたプレゼンルームで建物概要や設計コンセプトの説明を受けた後、

20 余戸の住宅が残るものの、住民は2 戸 2 人という廃村の危機が迫っ

オフィスエリア、商業エリア、バックヤードにわたって見学することがで

た限界集落である。

き、参加者 26 名からは、多岐にわたる活発な質問が出された。ご対

この小原集落の再生・ 活性化を目指し、（旧）地元民と大工棟梁、

応いただいた日本設計の東正典氏、松尾桂一郎氏にあらためて感謝

福井工業大学工学部建築土木工学科の連携事業として平成 18 年度

申し上げる。

に始まった小原ECOプロジェクトは、平成28年度で11年目を迎え、こ



中村祥保／中部電力、東海支部事業委員

活動レポート

エネルギーを活用した環境対策に取り組んでいた。環境を考慮した、自

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

れまでに7 棟の民家修復と休憩所 1 棟を建設している。修復した古民
家は田舎暮らし体験やエコツアー、国際ボランティア団体の受け入れ

●北陸支部

先の拠点として活用している。

見学会「建築まちあるきツアー」

当日は15 名の見学者が参加し、修復した民家で建築の特徴や修復

近年、金沢では北陸新幹線が開業し、以前にも増して観光スポット

箇所、状況などを多米が解説。集落内の散策では杉吉政巳氏（小原

には多くの観光客が訪れている。一方、金沢には観光スポットとして

区長）や國吉一實氏（小原 ECOプロジェクト代表）から集落の歴史や現

注目されている場所以外にも非常に魅力的な街並みが数多く存在して

状などを説明していただきつつ、集落内で栽培しているお茶摘みも体

いるが、金沢に在住している人々にもあまり知られていないことも少なく

験した（写真 1、2）。

ない。そこで2016 年の建築文化週間では、このような日常の中にある

集落の散策後は、修復した民家内で小原茶を飲みながら、杉吉氏

素 晴らしい 街 並 みを散 歩しながら巡るまちあるきツアーを10月15日

や國吉氏、山内由季氏（小原 ECOプロジェクト事務局）から小原 ECO

さまざまな時代の建築とまちなみを見ながら歩く参加者

写真 1
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プロジェクトの活動内容や課題についての説明および参加者からの質

●近畿支部

疑応答を行い、和やかで良好な雰囲気の中、見学会を終了した。

近代建築見学会および講演会「大津市庁舎／旧大津公会堂」



多米淑人／福井工業大学准教授

去る10月21日（金）、日本建築学会近畿支部建築文化週間の一環と
して、近畿支部主催により、滋賀県の大津市庁舎および旧大津公会

シンポジウム「水と緑のまちづくり－日本建築学会「雨水活用技術規
準」がめざす雨まちづくり」

堂の見学会と講演会を開催した。
大津市庁舎は、建築家 佐藤武夫（1899-1972）の設計により1967

10月14日（金）に日本建築学会北陸支部福井支所主催（共催：日本

年に本館が竣工し、その後別館が1971年に竣工したものである。とり

建築学会環境工学委員会水環境運営委員会雨水活用推進小委員会、あ

わけ本館は、鉄骨鉄筋コンクリート造による柱梁を強調したモダニズム

めゆきCafe）のシンポジウムが、福井工業大学にて開催され、60 名の

建築であるが、ヨーロッパの様式建築に特有の三層構成をなし、同時

参加があった。

に柱が円柱で最上階の天井は格天井になっているなど、木造の日本

このシンポジウムでは、はじめに日本建築学会雨水活用推進小委員

建築のような風貌をも併せ持っている。

会（笠井）より近藤晶氏（福井工業大学講師）へ依頼して制作された「蓄

佐藤は戦後、数多くの庁舎建築を設計してきたが、大津市庁舎は

雨」解説アニメーションが上映され、制作の経緯や過程が近藤氏から

他の庁舎建築にはない特異な姿を見せている。そのことも評価されて、

紹介された。次に基調講演では、進士五十八氏（福井県立大学学長）

2016 年にはDOCOMOMO Japanから優れた日本のモダニズム建築

から「環境市民のライフスタイル」の演題で物事の多様性と農の重要性

の1つとして選定された。しかしながら、近年は建て替え計画も生じる

についての講演がなされた。

など存続が危ぶまれていたため、2015 年には、日本建築学会近畿支

次の3 件の講演では、笠井より「雨水活用のこれまでとこれから」、
屋 井 裕 幸 氏（ 雨 水 貯 留 浸 透 技 術 協 会 ）から「日本 建 築 学 会 環 境 基 準

部から保存活用要望書を提出した。その後大津市から免震レトロフィッ
トで保存活用する計画が発表されている。

活動レポート

「雨水活用技術規準」について」、福岡孝則氏（神戸大学大学院特命

一方旧大津公会堂は、大津市土木課の設計により1934年に竣工し

准教授）から「グリーンインフラの時代へ」と題して講演があり、今後の

た建物で、スクラッチタイルで覆われた、ライト風やアールデコ風の特

雨水活用を取り入れた“ 雨まちづくり”に向けた方策について、人づくり、

徴を併せ持つデザインである。近年は、老朽化により利用率が低下し

技術基準、緑の導入からみたさまざまな事例紹介等があった。

耐震性にも問題を抱えていたが、市民を中心に起こった保存運動の

最後にパネルディスカッションの進行役として

池田岳史氏（福井工

業大学教授）を迎え、緑を活かしたこれからの街づくりについて講師陣

が議論を交わし、進士氏のコメントで会は閉会された。


笠井利浩／福井工業大学教授、雨水活用推進小委員会主査

後押しを受けて、集会と商業の複合施設として整備され、リニューアル
オープンした。
見学会では、主に笠原が解説・案内を担当し、加えて大津市庁舎
等の建築史に詳しい石田潤一郎氏（京都工芸繊維大学教授）にも解説
をしていただいて建物の内外のデザインを中心に、市議会議事堂まで
見学させていただいた。時折、佐藤武夫が創設した佐藤総合計画の
社員である参加者からも詳しい解説があり、有意義な会となった。そ
の後旧大津公会堂に移動して建物の見学を行い、石田氏に大津市庁
舎の設計過程や意図、設計者の佐藤武夫についてご講演いただいた。
講演後には大津市庁舎の価値と保存活用についての質疑応答を行っ
た。参加者は、戦後建築が置かれた難しい状況や問題を理解した様
子であった。

大津市庁舎
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外観

大津市庁舎

議場

大津市庁舎の会議室で説明を受ける

大津市庁舎の最上階で石田教授の解説

参加者

を聞く参加者
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今回は定員 30 名を上回る応募があり、急遽定員を35 名として対応

福山市沼隈町の「神勝寺秀路軒」は、天明の大火で焼失した表千

し、33名が参加した。東京からも複数の参加があり、関心の高さが感

家の残月亭、不審菴及びその路地を古図を基に中村昌生氏の設計に

じられるものとなった。

より再現された茶席である。神勝寺の職員から解説を受け、詳細に見

 笠原一人／京都工芸繊維大学助教、近畿支部近代建築部会主査

学した。また、昼食は神勝寺内で、修行僧が食べている「神勝寺うど
ん」をいただいた。

●中国支部

福山市沼隈町の「磐台寺観音堂（阿伏兎観音堂）」は、阿伏兎岬の

見学会「ひろしまたてものがたりを巡る」

突端で海にせり出すように佇んでいる朱塗りのお堂であり、県重要文

中国支部では、10月29日（土）に見学会「ひろしまたてものがたりを
巡る」と題し、広島県東部（尾道市、福山市）の5つの建物を見学する
バスツアーを開催した。一般県民、建築関係者など37 名の参加があ
り、大阪からの参加もあった。

化財に指定されている。毛利義典氏（磐台寺住職）から歴史を踏まえ
た解説をいただき、詳細に見学した。
最後に、福山市鞆町の「太田家住宅」は、瀬戸内海を代表する港
町だった鞆の浦の繁栄を今に伝える商家の建造物群であり、江戸時

「ひろしまたてものがたり」とは、広島県が実施している県内の魅力

代初期に漢方の製薬を配した薬酒「保命酒」の製造販売で繁栄した中

ある建築物を発掘・ 発信する県民参加型プロジェクトであり、モダン

村家から太田家に継承されたもので、国重要文化財に指定されている。

で美しい高層ビルから、情緒あふれるレトロ建築、貴重な国宝、世界

この太田家住宅は公開されており、ガイドにより解説を受け、詳細に

遺産まで魅力ある建築、100セレクションが選定されている。

見学した。また、高田氏の解説のもと、鞆の浦のまちなみ散策を行い、

こうした魅力ある建築物に訪れていただくための取り組みとして、10

帰路につき、広島駅にて午後 7 時に解散した。

月15日（土）から11月13日（日）までの30日間、「たてものがたりフェス
タ2016」と題し、建物見学会やまちなみめぐりなど、40の建物で52の
イベントを実施しており、このバスツアーも当該フェスタの一つのイベン
トとしても位置付けている。
活動レポート

参加者は午前8時30分に広島駅に集合し、大型バス1台でツアーを
行った。広島のまちの活性化を目指し、建物見学イベントの開催や建
築ガイドブックの発行などを行う市民団体の高田真氏（アーキウォーク広
島代表）に、見学建物の見どころなどを車内にて解説していただいた。

阿伏兎観音堂にて 太田家住宅にて

鞆港にて（鞆の浦まちなみ散策）

現地では、それぞれの建物管理者等から解説をいただいた。
尾道市東土堂町の「みはらし亭」は国登録文化財に指定されており、

参加者の多くは、先に説明した「たてものがたりフェスタ2016」の広

尾道空き家再生プロジェクトによって、大規模改修が行われ、現在は

報などで事業案内を知った建築に関心のある一般県民で、広島県内

ゲストハウスとして営業を開始している。渡邉義孝氏（尾道空き家再生

の魅力ある建築を発掘・発信する「ひろしまたてものがたり」に選定さ

プロジェクト理事）から100 人を超えるボランティアとともに実施した空き

れた建物を効率的に訪問するバスツアーに興味を持たれ、各所で熱心

家再生の話を踏まえ、詳細に見学した。

に見 学されていた。5か 所の建 物 見 学を行う関 係から駆け足での解

福山市松永町の「旧マルヤマ商店事務所」は、かつて下駄の生産で
活況を呈したマルヤマ商店の事務所であり、国登録文化財に指定され
ている。現在は、福山市松永はきもの資料館の中にあり、限定で喫茶

説・見学となったが、今回のバスツアーと同様なものがあれば参加し
たいとの意見が多く、好評であった。


吉田勝則／広島県土木建築局

として使用されている。福島政文氏（福山市文化財課）から、歴史的
●四国支部

背景を踏まえた解説を受け、詳細に見学した。

「屋外博物館の40年の歩み」
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 年に開設された四国村は四国に唯一ある野外博物館であり、約
50,000㎡の敷地に四国各地から移築復元した建造物 33 棟を見ること
ができる。古民家や民具、民族資料からは江戸期から大正期にかけ
みはらし亭にて

旧マルヤマ商店事務所にて

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れることができる四国村の西
谷美紀氏（四国村学芸員）をお招きして「屋外博物館の40年の歩み」と
いう題名で講演会と見学会を実施し、四国地方の古民家の伝統技術
や魅力について伺った。開催日は、10月16日（日）13:30 ～ 17:00、
参加者は82 名であった。
まず、第1部は農村歌舞伎舞台において午後1時30分より講演会が

神勝寺秀路軒にて

神勝寺にて参加者全員で

行われ、松島学氏（香川大学教授）より、西谷氏の紹介と講演会の主
旨が解説された。続いて、西谷氏から、四国村の開園時の様子や現
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在の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

都市景観大賞（2014）を受賞している駅周辺地域などを見学した。参

られる材料や構法の特性、屋外博物館がこの40 年を通じて文化遺産

加者は再開発地域内の食堂やレストランでそれぞれ昼食をとり、バス

を保存するうえでどのような役割を果たしてきたのか等についての説明

にて日南に向かった。

であり、屋外博物館による文化遺産保存への強い思いが伝わってきた。
続いて、第2部は午後3時30分より見学会が行われ、西谷氏を講師

油津商店街では、まず、新たに商店街に誘致されたIT 関連の事務
所、リノベーションされた喫茶店、スーパーマーケット跡地を活用した

として四国各地から移設された古民家や民具、民族資料を見学した。

商店街の交流施設「油津 Yotten」と「あぶらつ食堂」（日本建築士会

参加者は西谷氏の解説を興味深く聞き、熱心に質問する様子も見られ

連合会賞・2016）、コンテナを利用した店舗などを見学した。その後

た。天気は、見学会の途中までは晴れていたが、最後の30 分あたり

「油津 Yotten」にて木藤氏より、商店街自身が持続的な発展を可能と

で小雨になった。それにも関わらず、参加者は熱心に西谷氏からの説
明を聴講しながら見学し続け、大いに楽しんだ様子であった。

する取り組みや仕組みについてなど説明があった。
見学会の開催場所が宮崎県の北部と南部に位置し移動距離が長

筆者だけではなく多くの参加者にとって、四国の屋外博物館の40 年

かったため、説明及び見学はそれぞれ1時間30分ほどとなってしまった

の歴史を知る機会を得て、見学会では、西谷氏から古民家や民具、

が、参加者からは、新たなまちづくりの可能性と同時に、まちづくりに

民族資料の使い方などを教えていただきながら、古民家を移築して保

は終わりがないことを実感したというような感想が聞かれた。

存することの意義や実際の建築物からさまざまな構法を理解することの



林田義伸／都城工業高等専門学校、宮崎支所長

すばらしさを強く感じる1日となったのではないかと思う。

活動レポート

日向市駅

第1部の講演会の様子



油津 Yotten

第2 部の見学会の様子

中島美登子／香川大学講師

第 36回北海道建築作品発表会を終えて
北海道支部

●九州支部
「宮崎のまちづくりウォッチング！— くらべてみよう2つのまち」
宮崎県では、さまざまな市町村で中心市街地の活性化を目的とした
まちづくりが企画・実施されている。そのうち、日向市駅周辺地域と油

があり、その中から、北海道に関係する多様な建築活動の一端を点描

津商店街のまちづくりについて、10月9日（日）に見学会を実施し、23

したい。

名の参加があった。殆ど宮崎県内からの参加であったが、東京・ 熊
本・鹿児島からの参加もあった。

今回着目される一つのキーワードが、建築による地域の再資源化で
ある。

日向市駅周辺地域では、県による「日向地区連続立体交差事業（JR

一つは、地域の資産として位置づけられて来た文化財の価値をさら

線と日向市駅の高架事業）」、市による「日向市駅周辺地域整備事業」、

に高めるために、利活用のための機能性と同時に創建当時の意匠性

地元商店街による「中心市街地商業集積整備事業」、日向市駅を核と

を回復しようとする試みである「豊平館附属棟」（野村和宣、細見聡、

した「交流拠点整備事業」など、行政指導型の再開発を総合的に行っ

加藤吉雄［三菱地所設計］）。明治天皇行幸の際の行在所として建築さ

ている。一方、日南市では、「月額 90 万円の給与で、油津商店街に

れた豊平館を時間的経過の中で、現代さらには将来に向けてどのよう

在住し、4年で20店舗を誘致する」人材を全国から公募し、これにより

な社会的価値を持たせるのかに対して、後に改変されてしまった本棟

選出された木藤亮太氏によって、公募条件の実現と木藤氏自身が提

を当時の状態に復原し、必要な機能を増築したものである。

案している「自走できる商店街づくり」をテーマに、さまざまな活動が行

また、大正15年築の旧北海道庁立図書館を外壁だけを残し、しか

われている。この見学会では、対照的な手法で実施されたもののそれ

し、ボリュームをそのままにして、歴史的建物が散在する札幌中心部の

ぞれに成果を上げているこれら2つのまちづくりを同時に見学・学習す

街並みの再現に寄与するものとして、道内菓子企業の札幌のフラッグ

ることを目的とした。

シップ店に生まれ変わらせた「北菓楼札幌本館」（西田達生、河合有人、

午前 7 時 30 分に都城工業高等専門学校を出発し、宮崎神宮近くの
第 2 集合場所を経由して日向へ向かった。日向市では、日向市役所に
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2016 年 11月25日に北海道立近代美術館講堂にて第 36 回北海道
建築作品発表会が開催された。今回は、全部で34作品の応募と発表

横尾淳一［竹中工務店］、安藤忠雄、若山泰伸［安藤忠雄建築研究所］）

がある。レンガ構造の外壁を補強して保存という技術に加え、変に増

て、古谷政幸氏（日向市建設部市街地整備課長兼中心市街地活性化室

床して経済性ばかりを追求するのではなく、増築部分も含め創建当時

長）から、複数の事業を連動し、行政と地域商店街が緊密に連携を取

のボリュームにとどめ、歴史が重層した街並みの再現に貢献している。

りながら実施されたまちづくりに関する説明があった。その後、徒歩に

小規模なものではあるが、積丹町ヤマシメ福井番屋（平尾稔幸［平

て再開発地域に赴き、鉄道に関する国際的なデザインコンテスト（ブル

尾建築事務所］、山之内裕一［山之内建築研究所］）は、地域資産であ

ネル賞）で最優秀賞（2008）を受賞している日向市駅、国土交通省の

る鰊番屋を復原改修し、地域観光の拠点として再生したものであるが、
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