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塔状住居—カッパドキア・ギョレメ
（トルコ）
カッパドキアはトルコ・アナトリア高原の
中央にある。
この地域では独特な奇岩の景観が続く。噴
火により堆積した火山岩への豪雨などによ
る浸食が、それらを作り上げた。
歴史的に言えば、5000 年以上も前に鉄を
製造していたヒッタイト帝国があった場所
である。3、4 世紀のローマ帝国時代にはキ
リスト教徒が定着し、洞窟教会などがつく
られた。
地中の温度は年間を通して一定で、夏涼し
く冬暖かい。しかも火山岩は多孔質で断熱
性能も高いと言われる。そのため居住性能
にも優れていた。
一方で、この方法は最も容易な建設法であ
る。地上に建築をつくることは床、壁、柱、
屋根をつくり、内部を仕上げ、さらに外の
厳しい自然から守るために外部にも十分な
考慮を払わなくてはならない。しかし地中
にはその必要がない。天井高を決めるにも
通路もベッドも厨房も間仕切りも、ひたす
ら掘り続けていけばよい。
これらの利点を生かした地下住居、断崖を
水平に掘った洞窟建築はアナトリア一帯に
無数に点在する。
中国黄土高原のヤオトン、
チュニジアのマトマタ地下住居、インドの
アジャンタ寺院等々、世界中にも多くの例
が見られる。縄文の竪穴住居も大地を掘り
屋根だけ載せる方法で、地中住居の延長と
考えることができる。
しかし表紙の写真は地下、洞窟ではなく、
地上に突き出した一個の岩山を掘り抜いて
塔状住居にしてしまうという点で特徴的で
ある。内部は複数階になっていて、部屋を
繋ぐ階段、通路、換気孔と複雑な空間から
構成される。それぞれの空間には窓が開け
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られ、中にはバルコニーもある。それらの
窓等の穴が、外観をつくる唯一の要素であ
る。穴の開いた岩山がつくる群造形は、最
初目にすると不気味であるが魅力的でもあ
る。何やらイエメンの砂漠の摩天楼シバー
ムのようでもある。
少し大きいものになると、かつては集合住
宅として使われた。世界最古の高層住宅と
いえる。


（写真・文：古市徹雄）
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特集
建築・都市の
パラダイムシフト

自由な発想で
木を活かした新たな建築を
鉄や木造建築の良さが見直されています。日本国土の約 70％を占める森林。環境問題を考える上でも
・ガラス・コンクリートは 20 世紀モダニズム建築の主役でした。しかし 21 世紀に入り、いままた木

私たちは木についてもっと知る必要があります。今回は、東京大学大学院農学生命科学研究科木質構造学
研究室の特任教授である安藤直人先生に、木の特性から木造建築の考え方、木を使う際の建築家へのアド
バイスなど、様々な角度からお話をうかがいます。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
東京大学農学部には、木質構造科学専修コースがあり、

———ライフスタイルの転換 ⓯

います。それまでは IT、ハイテク、GNPをひたすら追

パーティクルボード等の木質材料の物性や材料開発など

求した時代でしたが、本当に機械に頼っていいのかと多

について多面的に研究しています。また建築士の受験資

くの人が思い始めました。それは、原発事故の影響も

格が得られるカリキュラムも用意されていて、建築志向

あったと思います。節電、二酸化炭素（CO2）問題などを、

でとくに木造建築を学びたい学生にふさわしいコースで

皆が考えなくてはいけないようになってきました。

す。また、社会人のための大学院修士課程木造建築コー

特に、今、木造が持つ CO2 に対する特質も非常に注

スも開設されています。日本で最高峰の「木造建築」
「木

目され始めています。それから、木造が持つやさしさと

質構造」の研究が、工学部建築学科ではなく農学部で行

か、情緒的な部分にも人々が惹かれていますね。

われている実状があります。

●

安藤●ここは（東京大学弥生講堂アネックス 2 階、東京
大学大学院農学生命科学研究科木質構造学研究室）
、木

東京大学農学部にある 3 つの木造建築

をふんだんに使ったやさしいところでしょう。
古市●やさしいですね。いつできたのですか。

古市●いま木造も含めて建築が、ダイナミックにいろい

安藤● 2008 年です。農正門の向こう側の弥生講堂がで

ろ変わってきました。

きたのは 2000 年です。大げさに言えば、前世紀の最後

安藤●僕から言わせると、やっと変わってきたという感

ミレニアムに向けて、当時の集成材でつくった構造です。

じですね。

安藤直人氏に聞く
002

古市● 3.11 以降、少し価値観が変わってきたように思

木造の建築物や家具などの各種性能、集成材・合板・
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東大農学部には 1 学年約 300 人が進学しますが、1 ヵ所
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ヒノキ端材から削り出した木の器。香りも楽しめるこ
とから「楽香（らっこ）
」と名付けられている

変なものもある。つまりバラツキがあるから扱いが簡単

るように弥生講堂をつくりました。それが固定椅子のス

ではないのです。

ペースなので、もうひとつ、今度はフリーになるスペー

古市●（ヤニの付いた器を持って）いや、全然問題ない

スとしてアネックスを計画しました。1 階は 80 人くらい

ですね。

の講義にも使えますし、椅子をどかせばパーティーやポ

安藤●本当はそうですよね。古市先生は許してくれます

スターセッションもできるフリースペースです。

が、一般消費者は工業製品に慣れてしまっていて、木の

農学部に社会人のための修士課程木造建築コースを開

ライフスタイルの転換 ⓯
——

に集まれるスペースがなかったため、受け入れる器にな

バラツキを好みません。

設していますが、勉強するためのスペースをつくらない

古市●逆に、このバラツキが味があると思いますよ。

と新しいこともできませんから、それがそもそもこれ

安藤●現在は商品があまりにも均一で単純になっている

をつくった動機です。そして学内の 3 つ目の施設として、

ために、木はバラツキがあって商品化しにくい。でもこ

キャンパスの一番奥に宿泊棟とレストランをつくりまし

の器は木の肌がいいし、ヤニが付いている方がヒノキの

た（向ヶ岡ファカルティハウス）。

匂いが強いですよね。これも、忘れていた木の温かさだ

古市●それももちろん木造の施設なんですね。

と僕は思うのです。

安 藤 ● こ れ で 3 部 作 に な っ て い ま す。10 年 間 で 3 つ、
キャンパス内に木質構造建築を完成しました。いずれも
木材・木質材料を組み合わせて計画しました。農学部で

木材炭素固定の原理

すからどうしても木質系にこだわっています。2003 年に

古市●木は光合成によって大気中の二酸化炭素（CO2）

改修したヒノキの農正門も、できたての時は白かったの

を取り入れて酸素（O2）を出します。そのとき炭素（C）

ですが、今はずっと色が落ち着いてきました。このよう

は木にそのまま貯蔵されるため、炭素を固定していると

にいろいろと木材の手当てをしながら建築物として使っ

よく言われますが、どのように換算するのでしょうか。

てもらっています。

安藤●木材は水分を含みますので、水を抜いたのが木材
の実質の重さ。そのおよそ半分 0.5 が炭素量です。例え

バラツキがあるから味がある

ば 1m 角の木材の比重が 0.4 だと重量は 400kgで、その
半分の 200kgが炭素です。

古市●安藤先生は、かなり建築の領域に入られています

古市● 200kgの炭素は、CO2 になるとどのくらいですか。

が、いつ頃からなのでしょうか。

安藤●炭素は分子量 12、酸素は 16 ですから、12 ＋ 32 ＝

安藤●僕は学生時代から、アートや芸術系のことにも興

44。12 分の 44 倍すれば CO2 に換算できます。結構大き

味があって、趣味として建築が好きだったのです。だか

いですよ。木材は、燃やすとその分が CO2 になって空

ら建築の学生よりも、よっぽど建築の本を読んでいたか

中に戻ります。でももともとは CO2 を取り入れている

もしれません。住宅会社勤務も経験しています。今でも

ので、炭素的にはニュートラルと言われるわけです。建

モノづくりは好きですから、いろんなことをしているん

築的行為で地上にできるだけ留め置いて燃やさないので

ですよ。

あれば、さらに木を植えて木が育っていくと炭素固定が

古市●この部屋もいろいろなものがたくさんありますね。

進む理屈なのです。だから森林は、炭素上は伐って使っ

安藤●実は木で器まで作っているんです。
（研究室の隅

て植えておけば二酸化炭素が固定されることになります。

に置いてある太い木を指して）あの木の「親」は神社仏

これが炭素、環境の理屈です。

閣にちゃんと使われていますが、製材所の陰で長さを調

古市●日本の公共建築を全部木造にすると、京都議定書

整する時に落とされる部分があって、普通は使いようが

のかなりの部分をカバーできるのではないでしょうか。

ないので燃やされています。これはその部分で作った器

安藤●カバーできますね。木造がもともと有利なのは、

です。例えば立方メートルあたり 500 万円の板がある半

木がそもそも炭素を貯めているから、そのあといくら

面、同じ木の使えない部分は捨てられているのです。か

でも手をかけてつくれますが、鉄やアルミなどの金属

わいそうだし、もったいないじゃないですか。

は材料の時点で、エネルギーをかけてつくり出していま

でも難しいのはここからなんです。材料はタダのよう

す。でも鉄もアルミも避けて通れない使わざるを得ない

なものですから、絵を描いて工賃を入れれば作れます。

ものです。それらは、リサイクルやリユースなどの循環

ところが、木はきれいなものもあれば、ヤニがあって大

が回っていけば CO2 削減がかなり進むと考えられます。
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東京大学弥生講堂・一条ホール
設計・監理 香山壽夫建築研究所
構造設計
遠山一級建築士事務所
東京大学大学院農学生命科学
実験
研究科 木質材料学研究室
一条工務店
施工
975.88m2
建築面積
延床面積
998.77m2
1F 907.28m2
2F
91.49m2
構造規模
木造一部鉄骨造
地上2階建
2000年3月
竣工

伐って使ってまた植える循環が必要

使って炭素固定に役立てて、そのお金で山元で植えても
らう必要がありますね。そうでないと、日本の木材の将

古市●戦後建築基準法は、木造をつくらせない、使わせ

来はありません。

ないようにしてきました。

古市●常に循環していくことが大事なのですね。

安藤●高さ制限がありますから、木造は 2 階建てにだい

安藤●柱を取ることを中心に考えれば、木は、約 30 年

たい収まっていましたし、工業化、高度成長の時代でし

で間伐、約 60 年で主伐です。長伐期にして梁を取ったり、

たから、建物はずっと高層へと向かったわけです。一方

あるいは柱には使いにくいから集成材やラミナを作ろう

で、木造は高さ制限を決めてしまえば大工がつくってい

と考えても 50 ～ 60 年で回る。ヒノキはもうちょっと置

るからいいじゃないと、長らく放置されていたのです。

いたとしても人間の平均寿命とだいたい一緒です。そう

いま環境問題、省エネ問題で木が注目されている背景

考えれば、赤ちゃんの時に植えたらちょうどいいという、

に、日本の木が育ってきたことがあります。それまでは

そんなリズムです。

木を輸入していました。その理由はあまり知られていな

古市●木を植えることは、いろんなメリットがあると言

いことですが、実は日本に木がなかったからなのです。

われます。

古市●僕らは経済的な理由だと認識していました。

安藤●木と水との関係は深いですね。木を植えておかな

安藤●戦争直後、木を伐ってしまったために木がなかっ

いと鉄砲水も出てしまいます。ただ、日本の戦後造林は、

た。そしてその時に苗木を植えて、これが 60 年経って

広葉樹ではなくて針葉樹で、ほとんどがスギとヒノキと

伐期がきて、やっと資源が戻ったのです。だから 60 年

カラマツを植え続けてきたために、いろんなものが変

の空白期間がありました。

わってしまいましたし、弊害も出ています。

古市●戦後の復興で、大きな需要があって山の木が失わ

古市●日本の森林が今後ずっとうまく回転していけば、

れてしまったわけですね。

木材の利用率は上がっていくでしょうか。

安藤●戦後の街の復興に、山の木が欲しかったのです。

安藤●水を確保するためにも利用率を上げる必要があり

それから、次の段階は高度経済成長でコンクリートが

ます。我々は木で家をつくることがメインですが、山に

出てきます。高速道路やビルをつくる際に型枠合板が必

手を入れることは、実は山を保全して水をちゃんと蓄え

要です。その時は東南アジアの木を輸入して、型枠に

て災害を減らす意味もあります。

してどんどんコンクリート化しました。1970 年以降、1
ドル＝ 360 円の時代が終わって円が自由化されると、海
外の木材が安く、安定的な量が入ってきます。そして

1980 年代に入る頃から、住宅産業が成立し始めました。

古市●最近は地場産材の話が盛んに出ます。コンペでは

木造の大手住宅会社が現れ、同時に鉄骨住宅の大手住宅

できるだけ地場産材を使った木造にするように条件が出

メーカーも現れました。木造住宅は輸入材でつくられ、

されるほどです。

ツーバイフォーがオープンされた 1974 年は、まさにそ

安藤●僕はそれには反対ですね。県産材の「県」が圏域

の時期です。

の「圏」という字ならまだわかりますが、県で縛ると経

つまり、日本の木造住宅が外材を使うようになったの

●

済と合いません。

は、日本の山がまだ成長していなくて十分な供給力がな

古市●設計していても、県産材と条件を出されると非常

かったからなのです。ただここへ来て国産材を使うこと

に困る場合があります。隣の県のほうがいいものがある

が可能になってきました。以前はほかからは来ない、自

とか、コストはこちらのほうが安いとか……。

国の木は限られていることから日本の木材は高い相場で

安藤●流通している材は安く、探しに行くと高いという

通ったのです。材木屋が儲かった時代です。

のが木なんです。定価がないので、そこにある木を利用

木が農作物と違うのは、いま植えた木は孫の代に育つ

004

地場産材へのこだわりは必要なのか

すれば安いのですが、指定したら高くなります。

くらいでスパンが長いのです。でも、やり始めないと安

地産地消は分かりますが、例えば、名古屋地域で用い

定しません。国際相場が入ったために外材に値段が負け

られている岐阜と三重と三河の材を愛知県産材でなけれ

てしまい、森の手入れをしなくなり、もう若手もいませ

ば駄目だと言ってしまうと、ちょっと理屈に合いません。

ん。林業は崩壊したのです。でもいまは国際相場の中で

現実の経済圏と建築行為というお金の行為が合わなく

日本の木は評価されますし、量もありますから、伐って

なってしまいます。
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東京大学弥生講堂アネックス

ています。ドイツも非常にマニアックで深いですね。
「こ

わけですね。

んなの、よくやるな」と思うとだいたいドイツです。

安藤●いまは地元にお金が落ちるためにも地元の山の木

いま、僕が注目しているのは、オーストリアの建築家

を使うように言われます。しかし、木材を産地としてい

ヘルマン・カウフマン（1955 年生）ですが、モダンな木

る県は県外に売らなければ商売にならないですよ。建物

の使い方を見せる人で、彼のつくったものが結構セン

はそんなにたくさんできるわけないですから。だから、

セーショナルなので、似た事例がたくさんヨーロッパ中

その辺りが日本がまだ一皮むけていないところです。例

に出ました。ほかの国の人からも、カウフマンから影響

えば、宮崎県や大分県はスギの産地ですね。そういう材

を受けたという話を聞きます。彼は 2002 年からミュン

は県外に売らなければなりません。メインのビジネスと

ヘン工科大学建築学科の教授をしていますが、オースト

しては、山を守るためにも大量消費地である大阪、名古

リアのブレゲンツの山の中に住んでいます。僕はチャン

屋、東京へ動かさないといけませんね。

スをつくって彼の事務所まで行ったんですよ。事務所は

古市●そうしますと県産材というよりは、先生がおっ

小さいですけれど、大きなことをやっていますね。

ライフスタイルの転換 ⓯
——

古市●森林のマップと経済のマップがかみ合っていない

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

設計・監理 河野泰治アトリエ
構造設計
東京大学大学院農学生命科
学研究科 木質材料学研究
室
エンゼルハウス
施工
359.21m2
建築面積
延床面積
497.48m2
1F 327.51m2
2F 151.97m2
構造規模
木造 地上2階建
2008年8月
竣工

しゃるように圏産材という広い範囲で考えた方が良いわ
けですね。

発達した欧州の木造建築

20 年遅れを取っている日本の木造
古市●日本でも、いま盛んに木材を使うように推奨され
ています。コンペがあると必ず木造でという話が出て、

古市●北欧の公共建築は非常に木造が多く、特にノル

それはいいことだと思いますが、大学の建築学科で木造

ウェーなどは、原則として公共建築は全部木造にしなけ

を教えているところが非常に少ないのです。

ればならないと聞きます。オスロ空港も木造ですが、あ

安藤●ご存じのように日本建築学会はかつて木造を禁止

んなに巨大な空港のターミナルが木造で感動しました。

しましたから、学校教育や研究から木造が消えたのです。

安藤●ストックホルムのアーランダ空港の手前のファ

いまそのツケがきて、日本は北欧・ドイツ・オーストリ

サードも木でつくられています。北欧には他にもたくさ

アなどから 20 年遅れていると思いますね。まず日本の

んあって、1925 年につくられたストックホルムの中央駅

法規が 20 年遅れています。

の内部は一般に鉄骨だと思われていますが、実は木造で

古市●戦争で東京の街が全部燃えてしまったために吉田

す。現在よく使われている集成材ではなくて、重ね合わ

茂さんが、
「もう木造をつくらせるな、これからは鉄筋コ

せて束ねたようなつくりです。あまり知られていません

ンクリートでつくるんだ」と言ったそうです。それが建

が実は歴史があります。ヨーロッパの建物の床も屋根も

築基準法のもとになったという話をよく聞きます。

木ですから、木造がないわけではないのです。それがさ

安藤●不燃化ということですね。でも僕は今の技術をき

らに構造まで木になっています。オーストリアは日本と

ちっと評価できる仕組みを作ればいいと思います。木材

一緒で 10 年前まで木造は 2 階建てまでしか建てられな

は可燃物である、鉄は燃えない、そこから始まっていま

かったのですが、いまは 8 階建ても建てられます。ヨー

すが、実は鉄は火災時には軟化してしまいます。それに

ロッパ各国では、6 階建てから 8 階建ての建物が木造で

対して木は、崩落しないでブスブス燃えていますから間

建てられていて、だいたいそのくらいの規模がちょうど

に合えば消せるのです。また、消防士は火災時に、ある

いい大きさなのかもしれません。建築的には木材をそこ

程度防火性のある木造建築であれば飛び込むことができ

まで処理できるようになっています（＊現在、木造と RC 造

ますが、鉄骨ではいつ構造的に崩れるか分からないから

との混構造の 20 階建の建物がオーストリアに計画されています）。

飛び込めません。ただ、木造でも金物で接合している場

日本人は木造建築は日本にしかないと思い込んでいて、

合は飛び込めないですね。

周りを知りません。直近まで公共建築物の木造化率は床

古市●熱で金属部分がやられてしまうのですね。

面積ベースで約 7％と非常に少ないのです。だからもっ

安藤●そこが熱で軟化して落ちると建物が崩れてしまう

と海外の建築を見てほしいですね。特に今のヨーロッパ

のです。そのような事故が一部で報じられたこともあり

を見ないと分からないと思います。

ます。だから、消防士が飛び込めるかどうかで耐火性を

古市●スカンジナビア以外は、どのあたりでしょうか。

考えることも必要かもしれません。これもある意味ハイ

安藤●オーストリアが面白いですね。すごく先端を走っ

ブリッドの考え方で、スプリンクラーの設置で防火性の
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改修したばかりの東京大学農正門（2003.3）

東京大学農正門 2013年6月に撮影した農正門。
ヒノキの色が落ち着いたものになっている。

考え方は変わると思います。平時ならば火災があっても

古市●それを想定して設計しているのですね。

15 分あれば消火できますが、大地震での火災の場合は

安藤●そういう移り変わりが設計に織り込まれるには、

消防士が来られません。そのときは、初期火災をスプリ

やはり経験が必要ですし、環境を見ないと駄目ですね。

ンクラーもしくは何かの消火剤で抑えればいいのではな

古市●木材のなかった空白の 60 年間で、日本の街にい

いでしょうか。法律に合わせるために木に太い燃え止ま

い事例がなくなってしまったのでしょうか。

りや燃え代を施したり、非経済的な開発をしています。

安藤●いや、ありますよ。例えば、弥生講堂は岩手県遠

古市●もっと根元的に検証する必要がありますね。

野の樹齢 70 年以上のベニカラマツを使いました。設計

安藤●また、いま日本では木製建具は少なくなりアルミ

された香山壽夫先生にお願いして一緒に遠野まで行って、

サッシで窓を作ります。アルミサッシは熱伝導がいいの

カラマツが古くなって変色した事務所を見ていただいた

で省エネルギーになりません。こんなにアルミサッシを

のです。そうしたら先生は「これ好き」とおっしゃった。

使っているのは日本だけです。ドイツもアメリカも樹脂

木の色が移っていくのは当たり前なので、それをお見せ

サッシか木製サッシですよ。

して理解していただいたのです。弥生講堂の色が変わっ

古市●そうですね。木製サッシが多いですね。

てきたとき「安藤さん、いい色になったね」と言って下

安藤●ただ木製サッシでも欧米と日本とは違います。日

さったんです。嬉しかったですね。そのように、木の建

本は引き戸ですから、エアタイトの取り方も違うし。日

築では変わることも実は最初から想定している、そうあ

本はこれから省エネへ向かいますが、その際窓はとても

りたいと思います。

重要で、開発すべきテーマはたくさんあると思います。

古市●以前、ある大工の棟梁が、木は、その生まれた場

その点ヨーロッパでサッシはものすごく進んでいますね。

所で使わないと駄目だという話を盛んにされていました

古市●ヨーロッパに木造サッシのトップライトの既製品

がどうなのでしょうか。でも、例えば薬師寺の材は実際

がありますが、絶対に雨漏りしないですね。

は台湾から持ってきているんですよね。

安藤●結露もさせませんね。トップライトは結露が欠点

安藤●それでは言っていることとやっていることが違い

になりやすい場所ですから、結露水が逃げる仕掛けがあ

ますね。でも確かに木にも特徴がいろいろあって、それ

るのです。屋根窓専門のメーカーがあって、この分業も

は分かっていないといけない。いま台湾の話が出ました

面白いですよ。支える産業構造も違います。僕の感覚で

が、台湾のヒノキと日本のヒノキを混ぜて使ったら大変

は、日本は構造も法規も遅れていると思います。

なことになります。台湾のヒノキはグレーになるし、日
本のヒノキは飴色系になりますから、建築がバラバラに

経年変化を見込して設計する

なってしまいます。
だから、数寄屋や神社などは同じような木でつくると

安藤●一般の方に「木はいいよ」と言っても、60 年の空

いう常識があるのです。いま障子を作るのにスプルース

白ができてしまったので木の経験がありません。
「木は

を使いますが、日本の空間には本来ないグレー系に変色

色は変わるし、使いにくいでしょう、シロアリも来るし

してしまいます。欧州アカマツは飴色系ですから、どち

何でいいの？」と言われるのです。みんな、メンテナン

らかというと日本人が好きなほうに変化します。ですか

スして使いこなした経験がないのです。

ら、材料の手当ては、設計者の指示、施工者のレベル、

古市●僕は木材の経年変化はとてもいいと思います。で

そして双方の話し合いがものすごく重要ですね。

も今の日本の役所は経年変化をものすごく嫌うのです。
経年変化すると木材の性能は変化するのでしょうか。
安藤●強度は落ちません。ただし紫外線で成分が変わっ

006

●

木造への固定観念をなくし表現を広げる

てきますから、色がグレー系に変わっていきます。面白

安藤●僕はいつも思うのですが、建築家や施工者が木材

い例ですが、先ほどのカウフマンの作品をヨーロッパに

を使うと、せっかく木を使うのだからと、ここぞとばか

見に行った時、彼がつくった建物はピカピカのまだ一

り木を見せたがる。そうすると難燃化などの処置をしな

年生なのです。でも周りを見ると田舎ですから、100 年

ければなりません。それよりも、木を石膏ボードで被覆

経っている民家があるのです。そうすると彼は「俺の建

して、それで耐火性が通るならいいじゃないでしょうか。

物も、100 年経つとあの色になる」と言うのです。

ヨーロッパでは皆そうですよ。
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＊1 OSB（Oriented Strand Board の略）
一般的には原木から削った長方形の薄い木片を、
繊維方向が並ぶように重ねて圧縮した木質ボー
ド。研究室の壁仕上げは、ヒノキから作った内
装用ランダムボードを採用。

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

研究室の壁

研究室の床

＊2 LVL（Laminated Veneer Lumberの略）
2 ～ 4mm程度の単板を、数層から数十層、繊維
方向を平行にして積層・接着した「単板積層材」
LVLは、構造用のほか家具の骨組材や造作材の芯
材などに利用される。

塗装すると薄膜が載りますから、毒はないけれど忌避

すると、普通は木造の耐火被覆はしませんね。

作用があってシロアリが食わないのです。自然と向き合

安藤●ここの壁のボードは、ヒノキの OSBのようになっ

う姿勢としてはとてもいいので、商品化しました。

＊1

＊2

ているボードで、床がスギの LVLです。これでもちゃん

古市●特に木に対しては、歴史もあるので既成概念が強

と国産材を表現しています。何をもって木とイメージす

く、新しい試みに抵抗がありがちですが、思い切って

るかですね。この建物では結構実験的にやっています。

色々な挑戦をすることも大事ですね。

そこに折り鶴がありますが、これも本物の木でできて

安藤●紫外線劣化で木の色が変わることはわかっていま

います。シートに木が貼ってあって縦横に折ることがで

すから、エンドユーザーのイメージに合うならば、今の

きる建築材料で、壁紙にもなります。裏に不燃シートを

技術を取り入れて最初から塗装しておけばいいわけです。

貼ると不燃材になるのです。木ですけれど非常に薄いの

僕は空間が気持ちいいかどうかが大事だと思っていま

で建築材料として不燃化できるのですね。

す。例えば木を多用したドームもつくられていますが、

古市●シートの場合、普通はプリントですが、これは本

結構暗いんですよね。建築は成立しているかもしれませ

物の木ですから材質感が全然違いますね。

んが「これではダメだ」と思います。それなら普通にペ

安藤●また、欧米では木に塗装してプロテクトする場合

ンキを塗ればいいし、プロテクトすればいいでしょう。

が多いのですが、日本人はなかなか割り切れないですね。

僕は「木は塗っちゃうぞ」といつも言っているんです。

ライフスタイルの転換 ⓯
——

古市●それはものすごく斬新な発想ですね。僕らが設計

木材を0.1 ～ 0.2mmにスライスして裏のシート
で補強した「折り樹」

もちろん法律に対応しなければならないし、守らなけれ
ばならないのですから、でもそのうえで空間の表現が
あっていいし、一般の人はそれで満足するのではないで

他の構造とのハイブリッドで広がる可能性

しょうか。僕に言わせれば、設計者は木を使ったところ

安藤●また、僕がやりたいことのひとつに、ハイブリッ

を見せなければ施主が満足しないのではないかと考えす

ドがあります。コンクリートで 1 層目をつくり 2 層目以

ぎているような気がします。このあいだもスギ板を張っ

上に木を使用する。混構造になりますが、そのほうが雨

て、その上からちょっと拭き取りくらいで白い水性ペン

仕舞にしても理屈に合っています。木造というと多くの

キを塗りましたが、そのほうがきれいです。現代はもっ

建築家は純粋に木だけでつくろうとするでしょう。それ

と積極的にそういう表現をしていけばいいと思います。

では全然熟していませんよね。

モダンとは、そういうことでしょう。

階段に防火の規制が入るのであればそこはコンクリー

古市●それは木造の表現の幅を広げていくと思います。

トを使えばいい。外に延焼のおそれがあればその部分は

安藤●塗装で表面性能が出るのだから、固定観念をなく

鉄にすればいい。僕は本当は鉄のほうが駄目だと思い

していけばいいと思います。実は私は塗料も開発したの

ますが、鉄でバルコニーを作れば防火上は OKですから、

ですよ。シリカ系のガラス塗料ですが、塗って、磨けば

そういう組み合わせのためにも木を知っていればいい。

磨くほどガラスのようになります。溶媒系の塗料はかな

軽くて強いのだから構造は木のほうがいいと思います。

り臭いますが、これは今までの自然系塗料とは違って

古市●木造にすれば、杭も全然要らなかったりしますね。

まったく無毒無臭で速乾性がありますので、スギには

安藤●この場所は本郷台地だと思っていたのですが、意

ちょうどいいのです。色は 7 色＋無色で 8 種類あります。

外に地盤が悪かったのです。もちろん僕らは最初から木

古市●ガラス塗料は耐久性もあって、さらに耐水性もい

造しか頭にありませんでしたが、結果的に構造的に木造

いですよね。

がふさわしかったのです。掘ると遺跡も出ますしね。

安藤●耐火性はどうですかとすぐ聞かれますが、建築で

古市●つまりこの建物は浮かせている感じですね。大地

いう耐火性能まではとてもじゃないけれどいきません。

に接したところはコンクリート、木造でスパンがもたな

でも防炎性はありますから着火しにくいのです。耐火性

いのであれば、少し鉄骨で補強するというように適材適

能まで塗料でやろうとしていろいろな成分を入れるから、

所で考えればいいわけですよね。

すぐ白化してしまい、トラブルになるのです。僕の直感

安藤●それは自由でいいと思います。でも、それをあえ

では、いつかできるかもしれないけれど、いまは無理な

て「ハイブリッド」と言わなければいけないところがま

んだからそこまでやらないで、スギも塗装して使えばス

だ熟していませんね。
「建築家だったらそこまでの技量

ギの難しさはかなり緩和できます。

を使い、そういう方針でいくのが、当たり前でしょ」と
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東京大学向ヶ岡ファカルティハウス
設計
構造設計
施工
建築面積
延床面積
構造規模
竣工

言いたくなるのです。

阪根宏彦計画設計事務所
宮田構造設計事務所
エンゼルハウス
649.74m2
998.40m2
1F 507.67m2
2F 490.73m2
木造 地上2階建
2009年4月

安藤●やはり現職の建築構造の先生の研究対象は鉄とコ
ンクリートですからね。それを急に木と言われても困る
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のではないでしょうか。ただ、全国の大学の農学部でこ
こまで特化して木の研究をしているところも極めて少な

安藤●ここ数年、林野庁は一所懸命に木を使おうという

いと思います。ちょっと特殊事例ですね。

広告宣伝費的なものにも予算を充てていました。でも今

古市●今回先生にお話をうかがった目的のひとつは、建

年はついに民間側が動き出して潮目が変わったような気

築関係の方々に安藤先生の研究を知っていただいて、建

がしています。実は今年に入って何回かテレビ出演の話

築学科での本格的な木造建築教育の引き金になってほし

がありましたし、民間が主催の大きなイベントもありま

いからなのです。ここがきっかけとなって、全国に広

す。ですからやっぱり時代が変化して、マスコミが気が

がっていく必要がありますね。

つきだしたようですね。

安藤●絶対にそうです。鉄やコンクリートを否定するわ

古市●建築学科ではないのに先生の研究室が一番木造建

けではありませんが、環境問題や日本の国土の資源論な

築の研究が進んでいますよね。でもそれは日本の大学の

どを真面目に考えると木は重要なアイテムです。いま少

建築学科が木造教育を行ってこなかったことを意味する

しずつ大学の中で木造を扱うところが出てきましたが、

わけです。

構造しかやらないのです。だけどいまのモノづくりは、

安藤●もともとここは木質材料から名前が始まっていま

環境や省エネのこともわからなくてはなりません。トー

す。それはやはり、戦後は型枠合板、パーティクルボー

タルの話ができる人はあまりいないですね。

ドなどのボード類の開発需要がものすごく高かったので

古市●いま東大では、安藤先生がいらっしゃる農学部の

す。でも結局、使い方を知らなければ、材料を作れても

研究室と建築学科とは連携しているのでしょうか。

捌け口がありません。そこで杉山英男先生がこの東大農

安藤●以前、建築学科には建築構法の内田祥哉先生、歴

学部の教授に就任されました。杉山先生は、東大建築学

史では稲垣栄三先生、農学部には杉山英男先生がいらし

科の大学院を出られたあと、ただ一人木造建築の耐震性

て、皆さん建築学科のご出身でほとんど同年代ですから

を研究されていた方で、長く明治大学で教えられたあと

知り合いだったのです。僕も学生時代は内田先生がやっ

にここに来られて、いわゆる木質構造はそこから始まり

ていらした「在来工法懇談会」のメンバーでしたし、建

ました。僕らはその申し子で木質構造もやるようになっ

築学科とはずっと交流がありました。

たのです。研究室はそもそも材料として木を研究してい

古市●いま建築学会で木造の研究会はありますか。

ましたが、杉山先生がいらしてから構造を始め、今はも

安藤●学会にもありますし、木の建築フォラムも活動し

う建築そのものをやっている感じです。実際にモノづく

ています。僕らは 1981 年以来 30 年以上「木質構造研究

りをしていますから、かなり建築色が強いのです。

会」をやっています。メインは技術論です。あと、建物

古市●今は木造にすることがコンペの条件にもなってき

の成果物や苦労話などを公開して、新しい材料が出てく

たのに、建築家はみんな木質構造のわかる人を探すとこ

れば発表します。

ろで困っています。

古市●いまは学術よりも技術のほうに関心が非常に高

安藤●建築界では木造技術を知らないし、誰に聞いてい

まっていますね。

いかも分からない。知っている人がどこにいるか分から

安藤●設計側の意匠、構造、環境の問題はこれから勉強

ない。結局ここの一門が、いま引っ張りだこになってい

していろんな協力体制を作っていただければ何とかなる

るのです。

でしょう。ただ木材という材料について本当に分かって

古市●僕らも、安藤先生のところしか聞くところがない。

いる人がいない。僕はもちろん意匠デザイナーの描く線

それが日本全国に広がらないと、木造で設計しようとし

を尊重しますが、それに当てはめる材料がどうも違うと

てもパートナーとなる木質まで知りつくした構造エンジ

思う時があります。どんな種類でどのような形状のもの

ニアがいないのです。

を使うか、材料側で提案しなければならないと思います。

安藤●やはり現場は大事で、現場に入らないと分からな

それをプロジェクトのようにやれればいいですね。

いこともたくさんあります。いま木材に対しての教育も

古市●先生は、これらの建物をつくられた時は、どのよ

現場もないとしたら、日本はますます遅れます。

うな関わり方をされたのですか。

古市●大学で木造をもっと本格的に教えてほしいですね。

安藤●構造的な実験も計画しますし、どんな材料がある
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うち だ よしちか

大学生存圏研究所）
2000 年 東京大学弥生講堂・同附属資料館
2003 年 東京大学農正門改修
2008 年 東京大学弥生講堂アネックス
2009 年 東京大学向ヶ岡ファカルティハウス
［近著（執筆分担）］
『安全で長持ちする木の家—耐久性が住宅を
変える』（2010.5 ラトルズ刊）
『新・木質構造建築読本』
（2012.6 井上書
院刊）

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

東京大学 大学院農学生命科学研究科木質構
現在：日本木材輸出協会会長、NPO 法人「木
造学研究室（JKHD）
、農学博士
未来」理事長、等
東京生まれ。東京大学農学部林産学科卒、同 ［主な受賞歴］
大学院修士課程修了、住宅会社勤務後、東京
1987 年 木材学会賞、
大学助手、住宅会社研究所取締役、京都大学
2001 年 木質材料・木質構造技術研究基金
木質科学研究所客員助教授、木質住宅研究所、
賞
東京大学大学院農学生命科学研究科助教授を
2002 年 日本建築学会作品選奨
経て、2004 年より同大学院木質材料学講座
2008 年 木 づ か い 運 動 日 本 木 材 情 報 セ ン
教授、2011 年４月より東京大学大学院木質
ター理事長賞
構造学講座 (JKHD) 特任教授
［主な建築企画］
2011 年 6 月東京大学名誉教授
1995 年 京都大学木質ホール（現在：京都

特集

安藤直人（あんどう なおと）

その上に仕上げを施せばいいですよね。個人的な意見で

した。

すが、僕は木だらけなのは大嫌いなんです。法規をクリ

古市●我々建築家だけで木造をつくると、どうしても既

アできる範囲で木を使って、家具を木にするというよう

成の考え方に支配されてしまいます。そこをバーンと打

にインテリアまでトータルで考えればちょうどいいんで

ち破ってくれるパートナーですね。

すよ。皆さん木を使いすぎですし、さらに、いい木にこ

安藤●この研究室に持ち込まれる図面を見ても、直観

だわるでしょう。

的に「構造がおかしい」と思うときがあります。まずい

古市●節があっては駄目だなどと言いますよね。

設計はどうやってもまずいので、
「やめろ」と言いますね。

安藤●「冗談じゃない」と言いたくなります。木だけの

でもみんなで考えていけばやっぱり良くなるんです。変

家なんて辛いですよ。前にログハウスをつくって商品化

なことをし過ぎているのを基本的にはシンプルに持って

しましたが、壁はログですが、天井は石膏ボードで全

いきます。

部白く塗ってしまいました。そのくらいでちょうど良

古市●この建物の構造設計はどなたがされたのですか。

かったのです。でも日本人は全部木でやりたがりますよ

安藤●ここの教授で構造設計家の稲山正弘さんです。デ

ね。木のマニアの人はいいかもしれませんが、僕から見

ザインの線を生かして、適切な構造を充てていかないと

るとやっぱり暗いんです。この研究室もスチールの白い

いけませんし、そういう構造設計（ストラクチャルエン

棚を敢えて使いました。
「何で木にしないんですか」とよ

ジニアリング）を、学会ではティンバー・エンジニアリ

く言われますが、これがないとせっかくの木造の空間が

ングといって、これは世界で共通した名称です。

生きてこないからです。それにこのスチール棚の機能性

古市●日本には、そういう言い方はありませんね。

を木に持たせようとすると非常に高い家具になってしま

安藤●ないですね。ティンバー・エンジニアは、構造も

いますし、それは違うと思うのです。建築家の皆さんも、

材料もカバーします。

もっと自由に木材を料理してほしいですね。

ワールド・カンファレンス・オン・ティンバー・エン

古市●特に日本人は木造に対して非常に情緒的な感覚が

ジニアリング（WCTE ＝木質構造国際会議）というティ

あって、どうもそれが障害になっている部分がかなりあ

ンバー・エンジニアリングの世界大会が、2 年に 1 回、

りますね。きょうの耐火被覆の話は「すごいな」と思い

開催されます。去年はニュージーランドで行われ、来年

ましたね。まったく考えたことがなかったです。

はカナダのケベックで開催されます。ヨーロッパ圏とア

安藤●木材界も建築の先生も、みんな数寄屋至上主義に

ジア・オセアニア圏とアメリカ圏をまわります。

なりすぎていますよ。だから白木からなかなか脱出でき

古市●日本でも開催されたことがありますか。

ない。だけどいまは生活が洋風化して昔とは全然違いま

安藤●日本では 2 回やりました。1 回目の 1990 年は杉山

す。白木でつくろうとするから高くなる。節だらけでも

先生がチェアマンでした。2008 年には当時宮崎県木材利

いいじゃないですか。かなりマイルドになりますよ。

用技術センターの所長だった有馬孝禮先生（農学博士・

古市●逆に、節があるという前提でデザインを考えたほ

東京大学名誉教授）を中心に宮崎で行われました。

うが面白いですね。

あり ま たか のり

ライフスタイルの転換 ⓯
——

のか、またどの業者がいるのか、などをアドバイスしま

安藤●そう思います。ニュージーランドでラジアータパ

もっと自由に木を考えよう

インを使う建築家がいますが、彼の自宅に行ったらロ
フトの部分が節だらけなのです。だけど「節がなきゃ木

古市●きょうのお話から、我々建築家は木に対して固定

じゃない」と彼は言うわけです。もちろん伝統は大切で

観念にずいぶんとらわれていると痛感しました。例えば

すが、もっと建築は自由じゃないですか。21 世紀なので

木と他のものをいろいろ混ぜたり、木に耐火被覆したり、

すから、アレンジに大胆にチャレンジしてほしいです。

塗装したりと考えると、方向性がずいぶん広がります。

古市●今日の木造のお話は、建築家にとってとても刺激

安藤●基本は木を燃やさないようにすればいいわけです。

的だと思います。これから木造建築を考える際の視野が

古市●木造は自然に見せなければいけないという強迫観

ぐっと広がりました。長い時間にわたり貴重なお話をい

念が建築家にはありますから、そこをガラッと変えてい

ただきまして、ありがとうございました。

く必要がありますね。
安藤●いままで木を使ってこなかったがためにそうなっ

（2013 年 6 月 20 日

東京大学大学院農学生命科学研究科
木質構造研究室にて収録）

てしまうのでしょう。被覆して法規に通るのであれば、
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特別寄稿

新国立競技場案を
神宮外苑の歴史的文脈の中で考える
槇 文彦

誰もが人生の中で様々な出会いを持つ。或るものの出会いは強

時にこの近くを訪れた時に、人の流れを見ていると、アリーナの

く印象に残り、他は忘却の彼方に消え去っていく。建築家の私も

曲面の壁に沿って歩いている人達の動きも自然であり、その向か

建築にかかわった中だけでも、様々な出会いに遭遇してきた。場

いにある小さなカフェも結構賑わっている。完成後、23 年を経た

所、建物、人、そして建築にまつわる事件……それらの多くは極

今日、そのデザインのすべてが自慢したり褒められるものではな

めて離れた空間と時間の中の出来事であり、それぞれが私の記憶

いが、メイン・アリーナが使用されていない時でも広場では親子

の室に収められている。しかし、何か一つの出来事が起きた時、

がキャッチボールをしていたり、そこには穏やかな風景が展開し

それまで一見関係がなかったような記憶が室から引き出され、お

ている。

㋰㋺

㋰㋺

互いに関連した一つの思考の世界を形づくっていく。
最近、新国立競技場案がメディアに発表され、そのイメージを
見た時に私の遠い場所と過去の出会いも含めて様々な出会いが鮮
明に浮かび上がってきた。

都市景観の作法
発表された新国立競技場案のパースが一葉、日本のメディアに
公表された時、私の第一印象はその美醜、好悪を超えてスケール
の巨大さであった。私自身がすぐ隣接する所で体育館を設計した

東京体育館の設計

その経験から直感的に抱いた巨大さであったが（図 2）
、このパー

今からほぼ 30 年前の 1984 年、我々はプロポーザルによって東

スはよくこの 2 つの体育施設のスケールの差を示している。

京体育館の設計者に選ばれ、その作業を開始していた。この地区

次に私がこの案に対して持った関心は、その接地性、言うなれ

は（図 7）に示されるように風致地区に指定された地域の中にあっ

ば与えられた場所の中で、目線のレベルでその対象建築が様々な

た。ここは東京でも風致地区の第一号であったが、何故第一号で

距離、角度からどう見えてくるかであった。もしもこの案の正確

あったかは次の外苑の歴史の中で少し詳しく述べることにする。

な立面、平面を与えられれば、コンピューターグラフィックに

この風致地区でもある代々木公園では、原則として建物の総建

よって即座に数十箇所からその見え方を検証することができたの

蔽率は 2 ％を超えてはならない。この同じ 4.5haの場所には既に

だが、残念ながら私はそのインフォメーションを持っていないの

1952 年、第 1 回アジア大会の会場として、室内体育館と水泳場が

で、当分こうしたイメージをもとに検証を進めていかなければな

建設されていた。スタジアム通りの諸スポーツ施設も含めて、2％

らない。そして、おそらく新国立競技場案の場合、我々の時と異

の建蔽率は既に超法規的に緩和されていたのである。

なって、現存の施設の規模を遥かに超える「超超法規」が適用さ

しかし、新東京体育館の設計に与えられた条件は、既存の施設

れたのではないかと思われる。

の建蔽率、そしてその最大高さ 28mを超えるものであってはな

私がハーヴァード大学に学んだ時、デザイン学部学部長は当

らないということであった。一方新体育館は、旧体育館の観客

時、都市デザインの権威ホセ・ルイ・セルトであった。次の彼の

席 4,000 に対し 2 倍の 8,000 席が要求され、様々な諸施設の総床面

言葉が一生忘れられない。彼は、
「都市で道を歩く人間にとって最

積もまた、既存施設の 2 倍であった。こうした厳しい条件の中で、

も大事なのは、建物群の高さ 15m 位までの部分と人間のアソシ

道路面からわずかに上がった人工地盤の下にはこの施設の半分に

エーションである」と言った。つまり人間と建物の視覚的関係に

近いボリュームが収められている。敷地の南側と東側の既存街並

は様々な距離が介在する。しかし建物に近づくに従って彼の触覚

みに圧迫感を与えないよう、建物のボリュームは極力抑えている。

も含めた五感的体験はこの原則に支配されていく。それが人々の

そして最もボリュームの大きいメイン・アリーナは周縁道路に接

建築に対する好意を持つかの判断のベースにもなる。道行く人々

する敷地の西北部に寄せて配置している。しかし北側に隣接する

にも様々な生態がある。そこを訪れるもの、散歩するもの、ジョ

新宿御苑のこの部分に最も接したところから見た時、御苑の樹間

ギングをするもの……。今回のこの提案では東京体育館と現国立

から体育館の一部は見えても、樹木を越えてアリーナの屋根が見

競技場の間の外苑西通りに沿った南北に延びる都市公園はほとん

えてくることはない（図 1）
。

ど消失し、2 つの体育施設を結ぶ道路の上部には広場のスケール

また体育館はここを訪れる人々だけでなく、敷地の東に展開す
る現国立競技場も含めて隣接する地区への近道を提供している。
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に近いプラットフォームが提案されている。
計画の段階で建築の接地性、周縁の環境との関係を単に俯瞰す

写真：北嶋俊治

図1

東京体育館

るだけでなく、先に述べた目線からもチェックし、理解するに最
も有効な手段は対象プロジェクトの縮尺模型である。我々は普

図2

新国立競技場入選案のボリュームと周辺環境

神宮外苑の歴史

通それをスタディモデルという。1990 年に現東京国際フォーラム

青山通りの外苑前と青山一丁目の間を移動する時、通りの北側

の国際コンペに、私は丹下健三、I. M. Pei 氏等と共に審査の一員

に展開する 2 列の並木とその焦点に位置する聖徳記念絵画館（以

として参加した。Pei 氏以外の二人の海外からの審査員に対して

下絵画館と略称する）が作り出すその姿に強い印象を受けないも

も周縁の状況をよりよく理解してもらうために、有楽町、東京

のはないであろう（図 5）
。特に周縁が闇に包まれ、絵画館の灯り

駅、皇居のお堀端、JRを越えた銀座方面までを含めた敷地模型

だけが夜空に浮かび上がるその光景は、東京の数少ない都市景観

を用意し、参加者の提出したモデルを一つずつ落とし込み、様々

の一つに数えあげてよい。そして図 7 は昭和 6 年（1931 年）頃の

な角度から数百の応募案を検討していった。もちろん目線からの

この地域の地図である。後に述べるように、外苑は当時の市民に

チェックも当然なされた。その時、モデルが図面よりも何よりも

広く開放されたスポーツ施設をもった地域であるが、この地図を

一つひとつの案を絞り込んでいくのに効果的であったことを今で

みる限り、主役は絵画館とイチョウ並木であり、スポーツ施設は

も鮮明に覚えている。主催者東京都の当時の知事は鈴木俊一氏で

脇役に過ぎないことがはっきりとわかる。そしてこの光景を述べ

あった。

る次の短い一文に触れる機会があった。
「絵画館前は整然と 4 列

今回新国立競技場のコンペに参加する設計者には、模型提出は

に植栽されたイチョウ並木、噴水、前庭である芝生広場が続き、

求められず、4 枚のパースのうち外観パースは鳥瞰図一葉だけが

そして絵画館を焦点とする空間構成。このような西洋的な空間構

求められた。一方このコンペにも二人の外国人建築家が審査員に

成は、日本では稀である。それは近代の都市計画における歴史的

含まれていた。

」これをつくった人々の気概と誇りに似
遺産として貴重である。

⁂1

また、今回の新国立競技場のような巨大な施設には充分なゆと

た気持ちが我々に伝わってくる。それでは誰がどのようにして内

りのある敷地が与えられていることが望ましい。何故か。それは

苑、外苑をつくったのか。このことは最近出版された今泉宣子の

イベント終了時における多数の人間をいかにさばくかという機能

『明治神宮—「伝統」を創った大プロジェクト』
（新潮社（新潮選書）、

上のゆとりへの要請だけでなく、こうした施設が一般市民に必ず

2013 年）に詳述されている。以下、私のこの項に関する記述につ

しも愛されるものでない、あるいは好ましくない時に生じる問題

いても彼女の著書に負うところが大きい。

よし こ

が常に存在するからである。例えば図 3 は、北京の「鳥の巣」の写

1912 年、明治天皇崩御の翌年、民間有志 — 渋沢栄一、時の東

真である。そこには充分な前広場がとられている。しかしエルサ

京市長阪谷芳郎等の請願を受け、天皇奉祀の神社、明治神宮建設

レムの「嘆きの壁」のように誰もが近づきたいと思うことは少ない

の端緒が開かれる。現在明治神宮があるところを内苑と称する。

のだ。私も「鳥の巣」の前に立ってみても、この写真を撮った距離

そして明治神宮外苑（以下外苑という）が提案され、内苑に対し

くらいから遠望すれば充分であり、現在多くの市民も一瞥して立

て外苑は公園、特にその後各界からの要請に応じて、市民に広く

ち去るものが多いのではないか。それは都市の記念碑的なものに

開放されたスポーツを中心とした公園として整備されていく。し

ついても言えることなのだ。日本のように何世紀も島国であった

かし重要なことは、当初より内苑、外苑、そして表参道、裏参道

ところと異なり、絶えず他民族の侵入のあった大陸では記念碑自

が一体として計画されてきたことにある。このことは図 7 の地図

体の存在は複雑な政治的、宗教的理由によって必ずしも万人に愛

がよく示している。

されるものではない。その時、充分なゆとりを建物周縁にもつこ

さかたに

先に東京体育館の設計の項で触れたように、この地域が東京の

とは、様々な感情のバッファー・ゾーンの役目も果たしているのだ。

風致地区第一号に指定されたのは、その背後に明治神宮との関連

現東京体育館、原宿の国立代々木競技場と新国立競技場の比較

性を重視した姿勢の表れであり、今日この地域が単なるスポーツ

表が図 4 である。ゆとりとは物理的な機能だけでなく、人間の五

公園と考えられたのではなかった証左でもある。内苑の明治神

感と建築との関係のあり方を示す重要な指標なのである。そして

宮はその本殿が太平洋戦争で焼失したが、1958 年には復元、一方

既に述べたように巨大構築物は必ずしもそこに住むもの、通過す

外苑は絵画館と周縁の公園造営が大正 15 年（1926 年）に完成した。

るものにとって親しまれ、愛されるものであるとは言えないのだ。

この代々木の鎮守の森、外苑の公園、更には明治神宮神殿、宝物
殿、そして聖徳記念絵画館の建設にあたっては、当時の日本の建
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図3

北京オリンピック競技場「鳥の巣」

図4

競技場比較表

築、造林、農学の碩学が情熱をもってその造営に参加したことが、

の面積が見込まれている。東京体育館ではアクセスと見晴らしの

先に述べた今泉の書で様々なエピソードを交えながら語られてい

いいところにやっと 1 箇所、レストランを設けることができたが、

る。特に伊東忠太、佐野利器、関野貞等は我々建築家にとっても

総床面積は 200m2 である。店舗はない。

馴染み深い名前である。

一方プログラムでは 800 ～ 900 台の駐車能力のある規模の駐車

しかしこの項の冒頭に触れた青山通りから見た絵画館の美しさ

スペースが要求されている。六本木ヒルズは今年創立 10 周年を

も、次第に絵画館に近づくにつれて失望に変わっていく。何故な

迎えたが、年間平均来場人数は約 4 千万人という。かつて故森稔

のか。広い芝生の西側には仮設かと見まがう粗末な建物が幾棟か

社長が私に述懐したことに、地下駐車場をつくり過ぎたという言

立ち並び、絵画館の前面道路は屋外駐車場になっている。そして

葉を想い出す。六本木ヒルズの駐車場台数は、ホテル、マンショ

新国立競技場案との関係は、図 6 に示されている。

ンを除くタワー部分で約 1,000 台である。
また、プログラムによれば、この施設の総床面積は 29 万 m2 に

2050 年の東京とプログラム

なる。その規模は国立代々木競技場の 8 倍、東京国際フォーラム
のそれの 2 倍を超す。この巨大で、様々な複合施設を維持してい

日本の人口は今年をピークとして以後減少に向かう。その減少

く上で必要なエネルギーの消費量、管理に必要な人件費、それら

率は世界先進国の中でも最大で、2050 年には現在人口 1 億 2 千万

を賄う収入の見通しと、その見通しを支える将来の市場性等につ

人が 1 億人になるという。15 ％以上の減少率である。もちろん、

いて、この施設運営者は都民に対して充分な説明責任があるので

人口減少は地方小都市においてより顕著であり、東京は若干緩慢

はないだろうか。何故ならばその可否は都民が将来支払う税に密

であるという。しかし少子高齢化は当然並行して進み、特に東京

接に関わりあっているからである。換言すれば、17 日間の祭典に

住民の高齢化は高いパーセンテージで進むという。そのことは税

最も魅力的な施設は必ずしも次の 50 年間、都民、住民にとって

収入の退化、医療費の増加化を意味し、国家、地方自治体に大き

理想的なものであるとは限らないからである。

な負担を与えるものであることは想像に難くない。それは直ちに
巨大施設の維持、管理費の問題としても現れる。

さらに重要なことは、既に述べてきたように濃密な歴史を持つ
風致地区に何故このような巨大な施設をつくらなければならない

今回のコンペ案はすべて与えられたプログラムに基づいてデザ

のか、その倫理性についてである。そしてその説明は現在の我々、

インされたものであるので、この項の論考はむしろプログラムに

将来の都民だけでなく、大正の市民にまで及ばなければならない。

ついての考察であると言ってよい。まずプログラムの第一の特徴

何故ならば神宮外苑、内苑の造営には、当時唯一の言論のメディ

は 8 万人の観客を収容する全天候式の施設を要求しているという

アであった新聞も含めて、国民、市民の意見も活発に反映されて

ことである。多くの競技、例えばサッカーもラグビーも雨天でも

いたからである。その造営は単に一群の識者によって施行された

行うスポーツであるから必ずしも全天候型である必要はない。し

ものではない。

たがってプログラムの解説にあるように、スポーツ選手以外に
アーティストのパフォーマンス、またはコンサート、更には広義
の文化的行為の活用をこの全天候施設に期待しているようである。
しかし 8 万人もの観客を動員し得る、あるいはサッカー場の広

アテネの広場から
半世紀以上も前、正確には 54 年前、私はアテネのパナティナ

さを要求するパフォーマンスはロックコンサートくらいしかない。

イコ（Panathinaiko）競技場前の広場に佇んでいた。その前年受

現代の若者たちは特性の一つに、車離れ、旅行離れ、スキー離

けたグラハム財団基金による長い西方への旅のひと時であった。

れ等がある。次の数十年間、ロック離れが進まないという保証も

この広場はアテネの中心地区から後方に見える小高い丘に向かう
。それは予期しない偶
道路の T セクションに位置している（図 8）

全くない。
また、プログラムには一見、スポーツ競技運営のためのサポー

然の出会いであっただけに、息をのむ美しさであった。紺青の空

ト、ホスピタリティ機能に対し膨大な面積が求められているが、

を背景に白い大理石の観客席と前面広場の輪郭を緑が柔らかく包

それはほとんど収益を生まない部分である。店舗、レストランも、

んでいた。おそらく世界の都市造形の傑作の一つに挙げてよいだ

要請されている規模はプログラムからは判然としないが、かなり

ろう。広場に佇むもう一人は私の同行者で、私はこの 1 枚の絵を
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図5

絵画館とイチョウ並木

図6

新国立競技場入選案と絵画館

通して素晴らしいパブリックスペースとは一人しか人がいない時

元気づけるという賛辞までもらっている。おそらく彼女は苦笑し

にも美しいものだという説明にしばしば使ってきた。しかし、今

ていたに違いない。本当に苦笑したか否かは分からないが、もし

回の新国立競技場案が発表されて以来、私の記憶の室からこの 1

も私が彼女の立場であったら苦笑したということである。

㋰㋺

枚の絵は別の意味をもって引き出された。

市民社会について、もう一つの出来事を想い出す。1996 年、今

パナティナイコの歴史は長い。紀元前 6 世紀に当初より運動競

からほぼ 20 年前、私はオランダ北部にある、かつてハンザ同盟

技施設としてつくられたこの施設は、様々な手が何回も加えられ、

にも参加していた運河都市フローニンゲンの依頼で小さな浮かぶ

1870 年そして 1896 年のオリンピックにも使用される。そして嬉

劇場を設計した（図 9）
。テフロンのスパイラル状の屋根をもった

しかったことは、2004 年のアテネオリンピックの際、この施設を

この小さな船は、夏の気候の良い時、市民達のための音楽祭、詩

テレビのスクリーン上で偶然とらえた時であった。

の朗読、岸辺に停留してパフォーマンスの舞台等に使われ、多く

それは半世紀前私が見た広場の光景と全く違わないものだった。

の市民から親しまれてきた。しかし夏の音楽祭に間に合わせるた

もちろんメイン会場ではなく、確か射撃の試合か何かが行われて

めに早急につくられたこのテフロンの屋根が不完全で、数年後、

いて、前面の広場には少数の人々が忙しそうに動き回っていた。

市の保有する “ 浮かぶ劇場 ”はお蔵入りせざるを得なくなったこ

しかし、今回ここで取り上げたかったことは紀元前 2 世紀に改

とを風の便りに聞いていた。それからさらに数年経った 2000 年

修されたこの競技場が既に 5 万人の収容人口をもつ施設であった

の中頃か、私は全く見知らぬフローニンゲンの一市民から手紙を

という事実である。施設のエンジニアリングのことを言っている

受け取った。その主旨は次の通りであった。
「貴方が設計した “ 浮

のではない。一般に昔の統治者であれば 5 万人もの人が集まると

かぶ劇場 ”は市によって処分されようとしている。しかし我々は

ころをつくるのは宗教的な機能を持たない限り躊躇したに違いな

ぜひあの “ 浮かぶ劇場 ”が運河で、また様々なイベントに使われ

い。我々はアラブの春における広場の役割を最近目撃してきた。

ることを強く希望している。オランダでは公共の施設は、その設

紀元前 2 世紀に 5 万人の観客席を持った競技場をつくったという

計者の同意がなければ処分することは許されない。ぜひ、市に、

ことは、施政者の市民に対する信頼が存在し、換言すれば市民社

建築家として保存の希望があることを伝えてくれないか」という

会が既にそこに成熟していたことを物語っている。市民社会とは

文面であった。私は喜んでその主旨の手紙を市に送った。そして

今日どういうものなのだろうか。ここで私は二つの別の出会いを

3 年前、この船をつくった時から市側でその実現に協力してくれ

紹介したい。

「喜んでくれ。修復の予算がつ
た担当者から 1 通の手紙が届いた。

私がノバルティス製薬会社の仕事をここ数年スイスのバーゼル

いた」
。この事件と先に述べたスイスのリファレンダムは一つの

でやってきた時、ちょっと彼の地で話題になったことが昨年あっ

コインの表と裏なのだ。つまり成熟した市民社会では、公共の資

た。それは市の中心部の一隅に想定されたコンペの最優秀案に選

産はそれを建設する時も、あるいは撤去する時も、その許可は市

ばれたザハ・ハディドの設計になるコンサートホールが市民のリ

民の同意なくしては得られないということである。当時 “ 浮かぶ

ファレンダムによって過半数の反対票の結果、否決されたという

劇場 ”の総予算はせいぜい3千万円程度のものであったに過ぎない。

出来事であった。案は東京のそれと比較すると極めて小規模で、

パナティナイコの競技場の歴史、バーゼルでのリファレンダム、

建物が敷地からはみ出ることもない抑制のきいたものであった。

そしてこのフローニンゲンでの経験は、一見、時間、空間的に全

しかしスイスでは重要な公共施設の建設にあたって市民のリファ

く大きな距離をもった個別の経験であったが、それらが互いに関

レンダムにかけられることが多い。それは税金を支払う市民にも

連した一つの出来事として私には理解し得るようになったのであ

建設の当否について意見を述べる権利があるという主張に基づい

る。

ている。この時の否決は必ずしも彼女のデザインスタイルに対し

それでは日本に市民社会は成立したのだろうか。江戸の徳川幕

てだけではなかったと思う。何故ならば、その数年前チューリッ

府は 300 年にわたって、さしたる反乱もなくその主権を維持して

ヒの湖畔に想定されていたスペインのモダニスト建築家、ラファ

きた。これは世界の政治史でも稀にみる例である。その封建社会

エル・モネオの文化施設の案も、リファレンダムの結果建てられ

は当然、divide & rule、つまり分割統治が基本原則であった。

なくなったからである。
東京のザハの案は最優秀案に選ばれただけでなく、見るものを

次に、常に存在した仮想敵でもあった大名群には参勤交代とい
う制度を幕府は敷いた。これは島国である日本において初めて実
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図7

昭和 6 年（1931 年）頃の神宮外苑周辺地図

図8

パナティナイコ競技場

行可能なシステムであり、地続きが多い大陸の国々では不可能な

て、特にコンペ参加者達はどういう気持ちでこれに接したのだろ

システムである。そして多くの庶民を集め得る広場の代わりに、

うか。おそらく懐疑、戸惑い、諦めなど、様々あったに違いない。

社寺境内も含む名所群が分散して設けられた。そこでは少数の武

しかしそれらの様相についても今日まで沈黙が支配し、窺い知る

士と庶民の交流も許される数少ない場所であった。そして名所の

こともできない。もしもこれがスイスあれば、プログラムが発表

外には吉原と歌舞伎があれば充分であり、統治歴史に比類のない

された段階でまずリファレンダムが行われたであろう。プログラ

空間政治学の賜としての安定した封建制度は 19 世紀の中頃まで

ムに対してである。市民社会では市民がジャッジである。お上社

存続した。そして日本は市民社会を経験することなく一足飛びに

会ではお上がルールなのだ。今回のお上は更に錦の御旗を掲げた

近代社会に突入する。封建社会の武士が構成した “お上 ”に代わっ

お上であっただけに、いっそう沈黙が支配したのではないかと想

て、官僚の支配する “お上 ”が今日まで続いていることは、よく

像される。そして踊る会議は終了したのだが、会議だけは現在も

知られている。

続けられている。

したがって今回の国際コンペの特色は、“お上 ”の一部の有識
者がそのプログラムを作成し、誘導してきたと考えてよいのでは
ないだろうか。そしてコンペのプログラムには、前述したこの地

9 月 20 日以降

域の濃密な歴史的文脈の説明は全くなく、コンペ参加者に与えら

2 つのシナリオがまず考えられる。ひとつは 17 日間のスポーツ

れたのはフラットなサイトだけである。したがって私は、最優秀

の祭典が東京で行われるというシナリオ。もうひとつは、東京で

案も含めて海外からの応募作品の敷地に対する姿勢についてあま

はないというシナリオ。

り批判するつもりはない。ザハ・ハディドにとって今回のコンペ

第一のシナリオに対してはどうしたらよいだろうか。私はまず

は、毎年世界中のどこかで行われている国際コンペの一つ（one

新しいプログラム作りを提案したい。そしてその新しいプログラ

of them）にしか過ぎない。彼女の 3D モデリングのオペレーショ

ムは次の 2 つの目的を充足するものでありたい。第一に、50 年後

ンの場として東京の神宮外苑もラゴスの郊外も設計対象としての

の東京のこの地域にふさわしいスケールと内容を持った施設、第

差異はない。図 2 にあるように、近接する JR 線を無造作に飛び

二に 17 日間の祭典を充分満足する機能を持った施設であること

越えた提案に、その態度の一片がよく示されている。

が求められる。まず第二の祭典には 8 万人収容の規模を持つこと

しかし日本人の場合は少し事情が異なる。そこには様々な立場
の人々が参加したからである。

が最近の一つの標準であるならば、それは満足する必要があるが、
同じ規模のものが恒久的にそこに居座る必要はない。むしろこの

このような重要な施設のコンペを遂行する時に、そのプログラ

狭小な敷地と地域の特性を考えた時には、今より大きくない方

ムの妥当性を確認するため、建築の専門家に簡単なデザインをし

がよい。そのためには恒久施設は 5.5 万人を収容し、仮設のスタ

てもらう場合が多い。この施設の最大高さが 70mとされたのも

ンドで 2.5 万人収容すればよいのではないか。当然全天候式では

おそらくこうしたスタディの結果からと推測される。しかし屋

なくなる。しかし北京の「鳥の巣」も設計の途中でオープンスタ

内面積 28 万 m の規模はどのような根拠で決められたのだろうか。

ンドに変更されている。ロンドンの場合、当初から本設 2.5 万人、

先に述べた代々木の国立競技場の 8 倍、東京国際フォーラムの 2

仮設 5.5 万人のスタンドが提案されていた。したがってこの新し

2

倍の床面積を持つこの施設は、おそらく多くの関連部局から提出

い提案に対する IOCの反対はないであろう。また、使用頻度の低

された、それぞれの最も理想的な機能と規模の積み上げがこの数

い屋内駐車場は莫大な換気、照明に維持費がかかる。屋内駐車場

字になったのだろう。しかしホスピタリティ、店舗、スポーツ関

は最少にとどめ、17 日間必要な駐車は周縁の駐車場を貸切にして、

連機能、図書室、博物館等に対して、代々木の総床面積を超える

そこからホスピタリティサービスを行えばよい。

4 万 8 千 m を与えていながら、それ以上の詳細なプログラムはな

先に述べたホスピタリティとスポーツ関連施設もその内容に対

く、その配分は参加建築家に任せられているようだ。私自身これ

し、運営主体の見解が未だ暖昧なだけに、これも徹底的に整理し、

まで国際コンペに審査員として、また参加者として様々なプログ

50 年後も都民に愛され、使用され、維持され得るプログラムにし

ラムに接する機会に接してきたが、これほど主催者の守備範囲の

たい。これらの結果を私の知る識者と相談し、ざっとチェックし

責任を放棄したものを見たことがない。このプログラムを前にし

てもらった結果、新施設のコストはこれだけでも数百億円あるい

2
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槇文彦氏に一問一答
今回槇文彦氏から、新国立競技場案についての文章をご寄稿
いただきました。
『JIA MAGAZINE』では 2011 年から 2012
年にかけて、コンペに関する特集を組みました。会員の皆さ
んも様々な意見をお持ちだと思います。ぜひその意見を『JIA
MAGAZINE』にお寄せ下さい。
（
『JIA MAGAZINE』編集長

古市徹雄）

古市●槇先生は、どうしてこのコンペに参加されなかったの
でしょうか。
図9

フローニンゲンの“浮かぶ劇場”

槇

●このエッセイの冒頭で述べているように、我々は東京

体育館を現在の場所につくるのに大変苦労しました。した
がってこのコンペでは、あまり敷地も広くないところでそ
の 10 倍の施設をつくることは完全なミスマッチだと直感的
はそれ以上の削減が見込まれる。工期も短縮される。管理維持費
ももちろん縮小されるだろう。
それでは建築家は誰がよいだろうか。新しいプログラムを作成
し、それをコンペにする時間的余裕がなければ、一つのオプショ
ンは、先のコンペの当選者に敬意を表し、ザハ・ハディドと先に
述べたロンドンのメイン・アリーナを担当した当地の競技場専門
建築事務所の協同によるロンドン・チームが考えられる。ただし
私の希望では基本設計当初から、外苑の歴史、環境、法規を熟知
した建築家、耐震構造、日本の施工技術に精しい人々からなる日
本チームを参加させることがよりよい結果を生むと思う。“お上
がルールだ ”と先に述べたが、“ 私がルールだ ”という建築家が昨
今増えているからである。
それでは第二のシナリオの場合はどうなのだろうか。その時は
第一のシナリオにあった 2 番目の条件は消えて、1 番目の条件だ
けが残る。そしてそのオプションの幅は現状維持も含めてかなり
広いものになるだろう。よい結論に到達するためにはよりオープ
ンな、透明性のあるかたちで様々な意見が交換されていくことが
望ましい。

に感じました。それが不参加の第一の理由です。そしてまた、
このコンペの規約書を見た時に、これは何だと思ったのです。
そこにはいくつかの国際的な建築賞を貰った建築家には一種
の特典が与えられています。なぜ著名建築家だけにか。日本
発の国際コンペであったので、私のような疑問をもった建築
家は世界中に多数いたのではないでしょうか。国際コンペに
参加することは多くの建築家にとって夢であり、ロマンなの

です。シドニー・オペラハウスもポンピドゥー・センターも、
当時無名に近かった建築家たちがつくった 20 世紀建築の代
表作です。我々はそのロマンの燈火を大事に守っていきたい
と思います。

古市●このエッセイでの一番大事なメッセージを、もう一度
教えていただけますでしょうか。
槇

●一貫したメッセージはこうした場所における巨大建築

を様々な角度から検証していることです。したがって一番大

事なことは、この計画案はまだ計画の初期の段階のものです。
しかし時間はありませんから、なるべく早い段階に、そのプ
ログラムを根本的に見直すことだと思います。おそらく関係
者の中にもこのプログラムに個人的に疑念を持っている人も

最後に、私は今まで述べたどのシナリオになろうと、少なくと
も絵画館前の広場を大正 15 年に完成した当時のデザインに戻す
ことを強く提案したい。先に触れた西側の建物を除去し、もし
も駐車場が必要とあれば地下駐車場を設ければよい。大正 12 年
（1923 年）の関東大震災では 7 万人余の尊い人命が失われた。そ

少なくないと思いますし、もしかしたら内部で既に見直し作
業が始まっているかもしれません。そうであれば、そうした
見直しの気運を盛りあげるためにも、また、このエッセイで
述べた様々なコスト削減の提案が、少しでもお役に立つこと
があれば嬉しく思っています。

の頃造営に着手していたこの絵画館と前庭の計画は、その 3 年後

古市●現在の日本の建築論壇界について、どう思われますか。

に完成する。私は冒頭「歴史的遺産として貴重」という言葉を引

槇

用したが、更にここの歴史を振り返る時、それは大震災で亡く

of Cities」を書いたルイス・マンフォードが建築論壇の中心

なった人々に対する鎮魂のみちにも見えてくる。
それが平成の都民が未来の都民に対して、また大正の市民に対
するささやかな贈り物なのではないだろうか。

●私が米国で生活していた 1960 年代は「The Culture

にいて、その意見の是非は別として、誰もが彼の言うことに
耳を傾けていました。それだけのオーソリティが彼の発言に

はありました。また当時まだ無名のジャーナリストだった
ジェイン・ジェイコブズがロバート・モーゼスと彼の率いる
巨大な組織に対して徒手空拳で戦い始めた時代です。この二

⁂2

〈追記〉昨年『新建築』に掲載された私の「漂うモダニズム」の中で、
建築が建築家の手を離れたあとの建築の社会性、社会的価値
について述べた。今回のエッセイは新国立競技場案を具体的
な例として取り上げ、その社会性のあり方を考察している。
注
＊ 1 アイランズ編『東京の戦前 昔恋しい散歩地図』
（2004 年、草思社、86 頁）
＊ 2 『新建築』2012 年 9 月号

人の巨星を失った米国の建築の論壇界の現在は荒涼たるもの

です。日本ではもちろん彼等のような巨星はもともといな
かったし、昔から「物言えば唇寒し秋の風」のその秋風が今

でも吹いているのではないでしょうか。一老建築家が、この
ようなエッセイを書かなければならなかったその背後にある
我々の建築文化の風土について、少し皆で考えてみることが
できればいいことだと思っています。
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第 13 回 日本建築家協会（JIA）25 年賞
推薦のお願い
本賞は、JIAが文化としての建築のあり様を社会に根付くという視座から問い直す試みであり、
また同時に、市民に対して文化としての建築の意義を訴える試みでもあります。

1．目的
「25 年以上の長きにわたり地域の環境に貢献し、風雪に耐え美しく維持され、社会に対して建築の意

義を語りかけながら、過去の遺産に終らずに、我々と同世代を生き続けてきた建築」を表彰します。あ
わせて「その建築を美しく育て上げることに寄与した人々（建築主、設計者、施工者、及び維持管理に
携わった人々）」を顕彰します。
建築がこれからも生き続けていくことへの期待と、多様化する価値基準の中で建築が果たす役割をあ
らためて確認するとともに、次世代につながる建築のあり方を提示することを目的とします。

２．対象となる建築
（1）身近にある本賞の趣旨にふさわしい建築をご推薦ください。本会会員、一般を問わず、すべての方
が推薦できます。自薦も可能です。
（2）建築は日本国内に実在し現在も使用され、2013 年 7 月末日現在で竣工後 25 年以上のものを対象とし

ます。原則として 30 年までを目処とします。また、建物用途の変更の有無は問いません。
（3）他の賞の受賞歴は不問です。また本賞の顕彰を受ける建築主、設計者、施工者の重賞は妨げません。
（4）審査委員もしくは所属組織の作品は応募できません。
３．推薦方法・受付期間
（1）期間………2013 年 7 月 1 日㈪～ 8 月 30 日㈮締切（郵送の場合、締切日消印有効）
（2）推薦に必要な書類

1） 推薦状 1 通（次ページをコピーして使用して下さい）
2） 作品の現状がわかる写真 5 枚程度
25 年賞の趣旨に対してアピールできるものとして下さい。大きさはキャビネ判程度（白黒・カ
ラー・コピー自由）データ提出の場合は PDF 形式として下さい。
3） その他、当該建築物に関する記述文書、パンフレット等
なお、審査過程で図面、スライド等の追加資料が必要な場合には、提出をお願いすることがあ
ります。
（3）提出先
1） 書類による提出………当該建築が所在する JIA 支部事務局へ持参または郵送して下さい。
2） データによる提出……PDF 形式として tmurayama@jia.or.jp にお送り下さい。

４．推薦ならびに候補作品
（1）審査は、審査委員会により、書類審査および現地審査（建築家、施工者、建築主等へのヒアリング
も含む）をもって行います。
（2）審査委員会は、JIA 会長、建築家 3 名、有識者 2 名の計 6 名で構成されます。
芦原太郎（JIA 会長・審査委員長／芦原建築事務所）
石田敏明（前橋工科大学）
山名善之（東京理科大学）
平倉章二（平倉建築研究所）
中谷礼仁（早稲田大学）
山田

暁（JIA 中国支部長／暁建築設計事務所）

５．発表及び表彰等
表彰対象は当該建築並びに、建築主、設計者、施工者、等を顕彰するものとします。発表は 2014 年 2

月頃とします。表彰式は 5 ～ 6 月頃を予定し、併せて作品パネルの展示を行います。
６．問い合わせ先
JIA 本部 JIA25 年賞担当
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 4F
TEL：03-3408-7125 ／ FAX：03-3408-7129

http://www.jia.or.jp
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（受付 No.

第 13 回

）

日本建築家協会(JIA)25 年賞推薦状

募集要項にもとづき、関係書類（データ）を添えて下記の通り推薦致します。
年
フリガナ

月

［ JIA 会員

推薦者名

・

日

一 般 ］

事務所名
（所属先）

連絡先

〒
TEL：
ﾒﾙｱﾄﾞ:

（

FAX：

）

（

）

＊推薦建築物について、可能な範囲でご記入下さい。
建築物の
名 称
建築物の
所在地

（日本語表記）
（英語表記）

〒

所在地：JIA

支部

TEL：
連絡先：〒

建築主名
フリガナ

設計者名
(事務所名)

（日本語表記）

（英語表記）

施工者名

竣工年月

年

月

TEL：
(
連絡先：〒

)

FAX：

(

)

TEL：
(
ﾒﾙｱﾄﾞ:
連絡先：〒

)

FAX：

(

)

TEL：

)

FAX：

(

)

(

建物用途

竣工時と現状とで建築物の所有者が変更した場合、竣工後に増改築が行われている場合等、特記すべき事項が
ありましたら、記述して下さい。

そ の 他

建築物の維持管理に係わる人々の努力等を含めて、推薦の理由をご記入ください。

推薦理由

＊推薦建築物が、竣工時に建築雑誌等で取り上げられている場合、その掲載号がわかれば記入して下さい。
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寄稿

京都における木質化建築の試み
中高層ビルの景観モデルを模索して
河井敏明（一級建築士事務所河井事務所）
●京都の景観論争と景観政策

京都市中京区

烏丸通り西側錦小路から蛸薬師通り付近の町並み

京都は古都であると同時に活発な現代都市でもあり、保存と開
発の問題、そしてその軋轢の顕在化したものである景観問題につ
いて日本で最も古くから議論されてきた都市の一つである。
戦後京都において、景観論争を巻き起こしてきたものとして、
特に市街地景観に関するものでは、1964 年の双ケ岡の開発問題と

●私にとっての京都駅論争

1991 年には京都の大学院生であった私は、京都駅／京都ホテ
ルの論争を身近で、しかし全くの傍観者として観察することと
なった。京都駅ビルへの批判は概ね「高すぎる」
「デザインが京都

京都タワー問題が挙げられる。これをうけ、京都市では全国に先

らしくない」の 2 点に集約されるのだが、素朴な一観察者の目か

駆けて 1972 年に「市街地景観整備条例」を制定、美観地区等を指

ら見ると、高さは単純に建築家が責任をもつことのできる問題で

定している。

はなく、ひろく社会全体で議論すべき問題であるのに、ほとんど

その後、1991 年に指名コンペが行われ 1997 年に竣工した京都

の批判が高さ批判に終始していることには違和感を覚えたし、
「京

駅ビルでは、60mという高さに批判の声が高く、コンペ発表以前

都らしいデザイン」については浅薄な印象批評が多く、論理的な

から建設時にまでわたって物議を醸した。また総合設計制度を活

批判も、納得できる対案もなく、フラストレーションの溜るもの

用して計画され、1991 年に着工 1994 年に竣工した京都ホテルお

であった。でき上がった京都駅ビルは日本の駅ビルとしては例外

いけ本館（現・京都ホテルオークラ）も「京都にふさわしくない」

（以下滞留空間）を
的に大きな「お金を払わずに滞在できる空間 」

建物として大きな反発を招き、なかでも仏教会は加盟 8 ヵ寺に

持っており、さらにその大きな滞留空間を、単一の巨大な空間と

「京都ホテル宿泊者の入山お断り」の看板を掲げる事態となった。

せず、大きすぎない規模の複数の空間とし、それらをクラスター

こ う し た 経 緯 の 中、 国 の 2004 年 の 景 観 法 制 定 を は さ ん で、

状につなげることで適切なスケールの「使える日本の滞留空間」

2007 年に京都市の新景観政策が実施されることとなった。この

を実現した優れた建物である。造形手法としても、単一の形態を

新景観政策は、それまで技術の進歩と経済的要求から上がり続け

単純に繰り返すのでもなく、大きな造形一発で決めるのでもなく、

てきた高さ上限を初めて引き下げたことで、長年の懸案である景

スケールを落とした様々な形態を折衷的に足し上げて全体を構成

観論争における大きな区切りの一つと言われている。また建物

するという、京都的といってよい手法を採っている。京都駅はあ

の絶対高さ制限だけではなく、様々な視点場から視対象（ランド

る文脈では極めて「京都性の高い」建物であると言うことができ

マーク等）への視線を遮らないよう標高制限を行うなど、
（中景か

る。

ら特に遠景にかけての）景観をコントロールする手法においては

「（これ以上）どうすればよいのか？」と考える中で、当時の私

国内では一歩抜きん出ており、これに加えて町家形状をモデルと

は「京都らしさ」とはインターフェイスの中にあるのでは？と考

した様々な形態規制も精度を上げて更新されている。

えるようになった。

●残された問題—建築界の役割

築は街路に接する本性をもつ。建築の外形（アウトライン）は「ひ

ヴィラとパラッツォの比較をひくまでもなく、そもそも都市建
それではこの新景観政策は万能なのか？上記の通り、新景観政

き」のある郊外建築でしか意味をもたないから、都市建築である

策は景観の要素のうち（主として遠景に関わる）
「ボリューム」の

京都の建築をアイコニックな外形で規定することは考えにくい。

問題に関しては、ある程度有効に機能すると考えられるが、
（近景

しかし人は京都に立つ時、その外形のあまり見えない建物に囲ま

に関わる）
「形態／形状」の問題に関しては「町家形状をモデルと

れて、たしかに「京都を感じる」。であるならば、その「感じさせ

した」形という限られた武器しか持たず、そしてそれでは対応で

るもの」は建物の境界面の性状のようなもの、
「インターフェイス」

きない状況が存在する。

であろうと考えたのだ。街路に「接して」建つ都市建築は、それ

内外の「町家幻想」とは裏腹に、京都には町家がずらっと並ぶ

だけ境界面の性能への要求が大きく、その要求に応えることでで

ような地域は少なく、圧倒的多数の「普通の京都」の街並みは「町

きた繊細なインターフェイスが空間に京都性を与えていると見た

家」と「
（中低層のビルを含む）それ以外の建物」が混在したもの

のである。そしてこの繊細なインターフェイスは素材まで含めた

である。一般に経済活動が活発な地域ほど町家が少なくなる傾

ものであることが感得された（ステンレスでできた格子は京都性

向が強く、例えばビジネスの中心である烏丸通りの四条付近に

を醸し出さないだろう）
。抽象的なレベルでは十分に「京都性の

は町家はほとんどなく、10 階程度のビル群が並んでいる（容積率

高い」京都駅ビルをこれ以上「京都らしく」するなら、インター

700 ％）。そしてこのようなビルに町家由来の形状を適用しても

フェイスを繊細な物へリファインするしかないし、そのことを実

機能しないのである。我々はこのようなビルに対処する場合、モ

現できるのは木材を使うことだけであろうという仮説を得た。

デル不在での対応を余儀無くされるのである。このモデル不在の
領域に関して議論することこそ我々建築界にしかできないことで
あり、この「モデルの不在」を埋めることこそ我々の職能に求め
られることではないだろうか。
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●木材と景観

2000 年代後半に入り、木材利用による二酸化炭素排出削減、
炭素固定、国内森林環境のメンテナンスといった諸々の問題へ

撮影：平井広行（3 点とも）

大阪木材会館 外壁木質化
大阪市西区、2011年

四条木製ビル／第15長谷ビル、京都市中京区、2008年

京都大学思修館廣志房、京都市左京区、2013年

の一つの建築的アプローチとして「都市部のビル外装を木にして

プログラムのための合宿研修施設で、RCの棟々が並ぶ京都大学

は？」と考えていたところへ、2006 年四条烏丸でのオフィスビル

吉田キャンパスの中でかつての官舎が数件並び、そこだけやや趣

設計のオファーをいただいた。時はまさしく新景観政策直前、上

の異なるエリアに建つ。敷地の既設建物もかつての官舎であるか

記の仮説が生を得て、四条木製ビル（第 15 長谷ビル）の誕生と

ら、3 階建とはいえ、延床面積で 1,000㎡を少し超える施設への建

なった。

て替えはそれなりのボリュームアップであるが、外部の木材利用

これがきっかけとなり、また「公共建築物等における木材の利

は周辺環境へのインパクトを抑える働きをしている。

用の促進に関する法律（以下木促法）」の施行もあって、RC 造 S

四条木製ビルは、直接目に触れる京都の一般の人々には意外な

造（以下非木造）の建物に木材を使う、いわば「木質化」の仕事に

ほど知られており、
「ああ、あの木のビルね」などと言われて、改

いくつか取り組むことになる。木造化をするのではなく、木質化

めて木材のもつ素材の力を実感することも多い。一方で、木材が

をするメリットの一つは、新築時のみならず、改修施工によって

写真によるイメージの流通には向かないのか、あるいは近代建築

も木質化ができるため、都市景観を比較的早く変えることが可能

の洗礼を受けてきた建築設計者には構造が非木造で仕上げのみ

であることであろう。

が木なのは「ハリボテ」であるとして忌避するところがあるのか、

例えば大阪木材会館は築 40 年の RC 造建築をレトロフィットで
木質化したもので、発注者は「国産材を活用したヒートアイラン
ド対策協議会（代表幹事水野稔大阪大学名誉教授）」。木材による

建築関係者の間で（木造化に比べても）木質化についての議論を
聞くことは少ない。
しかし木促法の背景にもなった炭素固定等々の問題にとっては、

ヒートアイランド現象の緩和効果を測定する実証実験のための木

使用部位が構造であるかどうかは全く関係ないことで、
「使えると

質化であるが、副次的には（折衷的なデザインによって）木材が

ころに使う」べきであるし、上述のスピードやイメージ発進力を

ある種の統一感をもたらす力をもつことを示せたのではないかと

考えると、外壁の木質化は木造化と同じように重要な問題として

思う。他にゆずポン酢による村おこしで有名な高知県馬路村の

議論されるべきであろう。多くの設計者が参加して使い方を洗練

「馬路温泉」でも、外壁を全面的に木質化している。また現在は、

させ、木材に都市景観を形成する一つのツールとしての位置を与

これらの木質化事例の経験を活かし、より多くの設計者や建設業

えることは我々の職能にできる社会貢献である。

者に木材を利用してもらいやすいように、構造種別や新築／改修
の区別ごとの取り付け法のマニュアル化にも取り組んでいる。
ともあれこのように木質化に取り組んでいると、非木造の耐火／
準耐火建築を木質化して
「木が見える」建築をつくることはできるの
に、木造の耐火、準耐火建築物の場合木を見せることが難しく、
逆に非木造に見えてしまうパラドックスに直面するようになる。
そこで、ボード巻き型の木造準耐火建築物を木で仕上げること
によって、きちんと木造に見えるようにしようと取り組んだのが
昨年設計に参加して（設計／京都大学施設部＋里仁舍＋河井事務

河井敏明（かわい としあき）
1967 兵庫県生まれ
1993 京都大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了
1994-1995 AA スクール
1995- 有限会社建築少年 共同設立、同代表
1999- 一級建築士事務所河井事務所代表
http://www.kawai-architects.com/

所）、今春竣工した京都大学思修館廣志房である。5 年間の全寮制
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■ information

JIA 建築家大会 2013 北海道
日時：2013 年 9 月 5 日㈭、6 日㈮、7 日㈯、8 日㈰
会場：札幌市教育文化会館、札幌駅前通り地下歩行空間など
いよいよ北海道大会が近づいてきました。登録申し込みは、8月22日
（木）が締切です。皆さんふるってご参加ください。

受付は、チ・カ・ホ北 3 条広場です。

メイン 参加者は必ず最初に JIA 会員メイン受付で名札と
受付

CPD カードを受け取って下さい。

北海道大会で CPD 単位が取得できます
● 最初にチ・カ・ホ北 3 条広場の受付で、名札と一緒に
CPD カードを受け取って下さい。
● CPD カード投函ボックスは、教育文化会館とチ・カ・
ホ受付にありますので、各日ごとに 1 枚投函して下さい。
ドオリ広場

北４条広場

札幌駅

北３条広場

地下歩行空間 チ・カ・ホ

大通 駅

JIA 会員メイン受付

JIACPD

士会・CPD
情報提供制度

9 月 5 日㈭

10

5

9 月 6 日㈮

14

7

9 月 7 日㈯

14

7
（単位）

■基調講演

「人類への旅。グレートジャーニー。」
講師：関野吉晴（探検家・人類学者・外科医）
◦ 9 月 6 日㈮

14：00 ～ 15：30

◦札幌市教育文化会館大ホール

一橋大学在学中に同大探検部を創設
し、1971 年アマゾン全域踏査隊長と
してアマゾン川全域を下る。その後
25 年間に 32 回、通算 10 年間以上に
わたって、南米への旅を重ねる。その
間、現地での医療の必要性を感じて、
横浜市大医学部に入学。医師（外科）
となって、病院勤務の間も南米通いを
続けた。
1993 年からは、アフリカに誕生した
人類がユーラシア大陸を通ってアメ
リカ大陸にまで拡散していった約 5 万
3 千 キ ロ の 行 程 を、 自 ら の 脚 力 と 腕
力だけをたよりに遡行する旅「グレー
トジャーニー」を始める。南米最南端
ナバリーノ島をカヤックで出発して
以 来、 足 か け 10 年 の 歳 月 を か け て、
2002 年 2 月 10 日タンザニア・ラエト
リにゴールした。
2004年７月からは「新グレートジャー
ニー 日本列島にやって来た人々」を
スタート。シベリアを経由して稚内ま
での「北方ルート」、ヒマラヤからイ
ンドシナを経由して朝鮮半島から対馬
までの「南方ルート」を終え、インド
ネシア・スラウェシ島から石垣島まで
手作りの丸木舟による 4,700キロの航
海「海のルート」は 2011 年 6 月 13 日
にゴールした。
1999 年 植村直己冒険賞（兵庫県日高町
主催）受賞
2000 年 旅の文化賞（旅の文化研究所）
受賞
現在、武蔵野美術大学教授（文化人類学）
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〈プロフィール〉
関野吉晴（せきの よしはる）

私は 41 年間に 5000 日以上かけて世界の厳しい環境
を歩き、自然と一体となって生活する人々と暮らし
を共にしてきました。人類の大先輩たちが培ってき
た知識、技術とともに、こうした伝統社会に今なお
生き続けている知恵の数々をご紹介します。これか
ら私たちがどのように生きていったらいいのかを、
彼らの生き方をヒントにして、一緒に考えていきた
いと思っています。
（関野吉晴）

■シンポジウム

「エネルギー自立とエネルギーシフトの意義」
パネラー：関野吉晴
村上 敦（環境ジャーナリスト・環境コンサルタント）
コーディネイター：堀尾 浩（JIA 登録建築家）
◦ 9 月 6 日㈮

15：45 ～ 17：30

◦札幌市教育文化会館大ホール
北海道に深く根付いている新しいものへの挑戦意欲を「拓く」
というテーマとして掲げ、それぞれの地域の歴史、風土等に
根ざした美しい国土とは何か、どのようにしたらそれを実現

〈プロフィール〉

村上 敦（むらかみ あつし）
ドイツ在住の環境ジャーナリスト。環境コ
ンサルタント。
日本で土木工学部、ゼ
ネコン勤務を経て、環
境問題を意識し、ドイ
ツ・フライブルクへ留
学。フライブルク地方
市役所・建設局に勤務
の後、2002 年から独立
し、ドイツの環境政策、
都市計画、エネルギー
政策を日本に紹介する。

できるのか、本当の豊かさ、幸せを感じるためにはどうした
らよいか、この大会で皆様と共に考えたいと思います。
最初に村上氏より、環境に配慮した都市、住宅、交通計画な
ど、持続可能なまちづくりを研究をされてきたなかで、エネ
ルギー自立とエネルギーシフトの意義について、ドイツの事
例を含めてお話をいただきます。
次に、基調講演でお話いただきました関野氏の「生き方」をヒ
ントに、パネリストの視点から、現代の日本社会に潜む問題
点を指摘していただき、社会全体が拓いてゆくためにはどう
いった考え方が有効と考えられるかを議論します。
その上で、建築家はどういった役割を果たすべきなのか、社

堀尾 浩（ほりお ひろし）
1965 年 北海道白老町生まれ
1990 年 日本大学大学院理工学研究科
建築学専攻修士課程修了後、日建
設計入社
1992 年 アトリエブンク入社
2007 年 堀尾浩建築設計事務所 開設
大学以降、大手設計事務所勤務を含め、約
8 年を東京で過ごす。その後、札幌を拠点
に建築設計にたずさわり事務所を開設、現
在に至る。おもに住宅や商業・公共施設な
どを手掛け、常に、その場所の自然と呼応
した建築づくりを意識している。

会は建築家に何を期待しているのかという「建築家」に関わる
議論を重ね、拓く社会を目指すために、専門家ではない市民
には何ができるのか、市民と専門家、市民と市民、専門家同
士はどう拓いていけば良いのか、という命題に向けて考えます。

■セミナー

「ガウディ建築を解く はかるとちえ」
講師：田中裕也（建築家）
◦ 9 月 5 日㈭

13：00 ～ 15：30

◦チ・カ・ホ北 4 条広場
札幌とほぼ同じ緯度にあるバルセロナで長年にわたりアント
ニオ・ガウディを研究する田中裕也氏のセミナーです。ガウ
ディは設計図を作成せずに、想像だけで建物を建設した建築
家です。田中氏はそのことに興味を持ち、実測しドローイン
グすることでガウディの建築を解き、ガウディとの会話を楽
しんだのです。市内の「ギャラリー創」
（札幌市中央区南 9 条
「はかるとち
西 6 丁目 1-36）での田中氏のガウディ実測図展（
え展」8 月 23 日～ 9 月 7 日）も見ものです。

〈プロフィール〉

田中裕也（たなか ひろや）
1952 年 北海道稚内市生まれ
1975 年 国士館大学工学部建築科卒業
1978 年 建 築 事務所退 職、スペイン渡 航、
バルセロナにてガウディ建築の実測調査開始
1981 年 スペイン国費留学生となる
1992 年 カタルニア工科大学バルセロナ建
築学部より建築家工学博士号を取得
1998 年 3 月 東京ビッグ・サイトでスペイ
ン消費展示会でのガウディ展に国賓として
招請
2004 年 4 月 スペイン王子賞芸術部門にノ
ミネートされる
2012 年 北山幼稚園計画竣工（東京都府中）
著書に『実測図で読むガウディの建築』
（彰
国社、2012 年）、
『ガウディ・コード、ドラ
ゴンの瞳』
（長崎出版、2013 年）
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■ information
JIA 建築家大会 2013 北海道スケジュール （2013 年 7 月 24 日現在）
札幌グランド
ホテル

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）
1

2

3

4 5

6（北 4 条広場）

7（ドオリ広場）

8（北 3 広場）
JIA 会員メイン受付け

ビッグ
ジョッキ

札幌市教育文化会館
大ホール

301

302

東京ドームホテル札幌
304
事務局

303

305

ビアリッジ
ホール

藤の間

月

8

日㈯〜 月

31

9

日㈬

4

午前
5

午後

月 日㈭

9

16：00 ～
17：30
JIA 災害対策
委員会
セミナー

月 日㈮

9
6

午後
夜間
午前

9：30 ～
12：00
未来に残した
い
20 世紀の
建築

JIA-KIT
建築
アーカイヴス

18：00 ～
ウェルカム
パーティー
9：00 ～
9：30 ～
12：00
11：30
北方圏での 国際会議
環境建築
デザインと
環境技術紹
介

9：00 ～
11：00
支部役員会
（東北）
11：00 ～
12：30
住宅部会
会議

9：00 ～
12：00
「日本版
CABE を
考える」
11：00 ～
実現に向け
13：00
て何が必要
支部役員会
か？
（中国）

17：30 ～
18：00 ～
レセプション 18：00
パーティー 会長
レセプション
10：00 ～
12：00
板金ワーク
ショップ

「北からの
提言」
連続セミナー

午後

10：00 ～
12：00
村上敦氏＋
下川町
13：00 ～
14：30
荒谷登氏
レクチャー

月 日㈯

14：30 ～
16：00
小林孝二氏
ア イ ヌ・ 縄 文
セミナー

7

15：30 ～
15：00 ～
17：30
17：30
建築家資格 JIA 全国建築
制度の目指す 相談室会議
ところⅡ

13：00 ～
13：45
大会式典
14：00 ～
15：30
基調講演
15：45 ～
17：30
シンポジウム

13：30 ～
16：30
建築家のあ
かりコンペ
公開審査

9

10：00 ～
12：00
板金
ワークショップ

14：30 ～
17：30
支部役員会
（近畿・
九州）

ＪＩＡ会場メイン受付

10：00 ～
12：00
JIA 全 国 法 人 協
力会員サミット
「公益社団法人
での法人協力会
のありかた」

13：15 ～
17：30
2020 年
省エネ基準
適合義務化
と
JIA 建築家

13：00 ～
14：30
理事懇談会

ＪＩＡ環境建築賞映像展示

15：30 ～
17：30
リフレッシュ
セミナー
REUNION

あかりコンペパネル展示

13：00 ～
16：00
震災復興
シンポジウム
2013

北海道建築設計会議＋太陽エネルギー学会展示＋ＪＩＡ全国建築相談室パネル展示

５０００人の建築家展＋北海道地区会展示

協力会員展示

午前

卒業設計コンクール展示

夜間

模型展＋ＪＩＡ各賞パネル展示

13：00 ～
15：00
田中裕也
セミナー
「ガウディ建築
を解く
はかるとちえ」

夜間

16：00 ～
17：30
石森秀三氏
観光学
シンポジウム
17：30 ～
18：00
ファイナル
イベント

エクスカーション
9 月 7 日㈯

1

美唄ツアー：安田侃講演
   in アルテピアッツァ美唄

2

小樽ツアー：歴史的建造物を巡る旅

3

モエレ沼公園ツアー：イサムノグチ
   大地の彫刻と北の食材ランチ

9 月 8 日㈰

4

旭川ツアー：織田コレクションの鑑賞と
まちなか建築探訪

〈上遠野邸オープンガーデン〉
場所：
「札幌の家・自邸」
（上遠野邸）
札幌市南区川沿 9 条 2 丁目 1-23

午前

9 月 8 日㈰

11：00 〜 15：00

直接お越しください。

午後

8

月 日㈰

9

上遠野邸とそのお庭を公開しています。

＊スケジュールの内容は変更が生じる場合があります。北海道大会公式 HP に掲載されるものが最新の情報になります。
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登録締切が迫ってきました。下記の申込用紙に必要事項を記入していただき、FAXまたは E-mail（添付ファイル）にてお送り下さい。
申込用紙は、大会ホームページからも入手できます。

正会員￥10,000

準会員￥5,000（学生会員無料）

協力会員￥10,000

JIA建築家大会2013北海道『拓く』登録申込書
〈登録料〉

性別

所属支部

西暦

□準会員（ 専門会員 ・ シニア会員 ・ ジュニア会員 ・ 学生会員 ）
生年月日

FAX

月

□女

□協力会員

□男

同伴者￥5,000

（担当者名）	

日

【注意事項】

＜申込期限：2013年8月22日厳守＞

登録代行：ＪＲ北海道法人旅行札幌支店	

FAX送信先：011-280-8386	
mail送信先：taikaidesk-jrh-d@jrhokkaido.co.jp	
＊登録者1名につき申込み用紙1枚となります。

＊お支払いにつきましては、申し込み後JR北海道より請求書を発行、郵送させていただきます。

＊キャンセル・変更・追加は8月22日（木）まで受け付けます。ただし支払済みの場合返金は致しません。

＊大会参加をせず、5000人の建築家展のみ出展も可能です。その場合も左記情報をご記入下さい。

当日参加がなかった場合でも返金は致しません。予めご了承下さい。
●エクスカーションについて

＊申込み済みで中止になったエクスカーションについては、大会事務局より個別にご連絡致します。

＊JR北海道は募集申し込みの受付のみであり、旅行手配等には一切関与致しません。
＊募集定員に達し次第締め切らせていただきます。

なります。自己責任の上厳重に管理願います。）

モエレ沼公園

3

旭川

4

登録料

＋

ウエルカムパーティー

＋

レセプションパーティー

＋

エクスカーション

＋

5000人の建築家展

-

※お支払い合計金額

円

円

円

円

円

円

同伴者￥5,000

準会員￥5,000（学生会員無料）

協力会員￥10,000

正会員￥10,000

建築家展

正会員・準会員のみ

（学生会員不可）

点	

数を記入下さい	

1点／3,000

1人2点まで

〈金額（必ずご記入下さい）〉

＊旅行中の損害について：日帰り保険に加入して頂きます。（＠142円・ツアー金額に含む）
（補償内容：死亡・後遺障害2,000,000円 ・入院3,000円／日・通院1,500円／日。 手荷物等の紛失、盗難、物損は対象外と

2

5000人の

＊当日はメイン受付のチカホ北3広場へ必ずお越しください。

小樽

¥5,000

9月8日（日）

（札幌駅前通り地下歩行空間北3条通り交差点地下西側）

〈エクスカーション〉

1

¥7,500

9月7日（土）

美唄

¥6,000

TEL：011-223-5740

担当：浅野・上小倉・井口

¥4,500

申し込み箇所に〇を付けて下さい

パーティー

¥10,000

レセプション

9月6日(金)

〈パーティー〉
9月5日(木)
パーティー

ウェルカム
¥3,000

年

申し込み者の個人情報は相互の連絡に利用する他、大会内での手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。以上同意の上、お申し込みください。

記入例に倣って	
  
下さい	

□正会員
該当者のみ記入

〒

TEL
E-mail (PC)

（送付先住所）

（宛名）	

氏名
登録料：正会員￥10,000
準会員￥5,000

（学生会員無料）

協力会員￥10,000
同伴者￥5,000

申し込み・支払に関して：JR北海道
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〈登録者情報〉
フリガナ

登録者氏名
ローマ字
種別

(登録者)

代表者名

区分

＜登録内容＞

請求書宛先

勤務先名

連絡先

住所

JIA会員番号

№

1
同伴者名
ローマ字
同伴者名
ローマ字
同伴者名
ローマ字

日／受付ＮＯ．

The Japan Institute of Architects
JIA-kan,2-3-18 Jingumae,Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001 Japan

●大会スケジュールなど詳細は、北海道大会公式 HP（http://www.jia-hok.org/hokkaido/hokkaido.html）を
ご覧ください。

A

I

J

大会内容に関して……………
（公社）日本建築家協会北海道支部事務局 TEL：011-261-7708
申し込み・支払に関して……JR 北海道 TEL：011-223-5740 担当：浅野・上小倉・井口

■ お問い合わせ

2

3

4

5000人の建築家展は画像データを提出いただき、大会運営側でパネル化し地下歩行空間へ展示するものです。

月

TEL：011-261-7708

フォーマットや概要、データ送付先など詳しくは大会ホームページをご覧ください。http://www.jia-hok.org/hokkaido/hokkaido.html

受付月日：

【問い合わせ先】大会内容に関して：（公社）日本建築家協会北海道支部事務局
＊事務局記入欄

■ 申し込み締切は 8 月 22 日（木）です。

JIA NEWS

「環境×建築 6 回連続セミナー 2013 基礎編」 開催のご案内
2013 年 8 月から 2014 年 5 月まで
「環境×建築 6 回連続セミナー 2013 基礎編」が、JIA 四国・中国支部主催で開催されます。

2020 年までに、全ての建築物について改正省エネ法の新基準が適合
されます。それに対し私達がどう向き合うか、そして私達の地域力を活
かした建築へのさまざまな提案力が必要とされてきます。
そのための職能と地域力支援になればと考え、環境連続セミナーを
JIA 四国支部と中国支部が協力し合って開催します。団体の枠を越え、
建築士をはじめ行政、研究者の方に、広く参加を募ります。講師をはじ
めさまざまな地域の建築家との交流や見学会も予定しています。
2 年計画の予定ですが、まず 1 年目は基礎編を行い、2 年目は実践講座
を計画しています。
本連続セミナーはセミナーの性格上、定員を 70 名とさせていただき
ます。申込者が定員を超えた場合は、登録完了の先着順とさせていただ
きますので、参加希望の方はお早めにメールでお申し込み下さい。
申し込み方法は、JIA 四国支部ホームページのトップページ・バナー
よりお願いします。申し込みされますと、1 両日中に請求書を事務局か
らお送りしますので、受講料をお振り込みください。入金を確認させて
いただいて、受付完了です。ただちに手続き完了の返信に、登録番号と
第 1 回セミナーのための事前準備課題をお送りします。事前準備は義務
ではありませんが、演習時間を有意義にするために、ぜひトライしてく
ださい。
省エネ法改正義務化に伴い、地域型建築の持続性やパワービルダー、
ハウスメーカーとは異なる建築の発展が危ぶまれています。
「環境⊠建
築連続セミナー」を、地域に根ざす建築家の職能的実践力と地域力を育
んでいく機会にと、準備してきました。基礎的な勉強から、地域に根ざ
した持続可能で多様な建築や、特定行政庁が認める地域型建築の提案の
大きな支援になるセミナーにしたいと張り切っています。
省エネ法規制義務化を契機に、上からのマニュアルではない地域力を
意識した、多様で深い建築への実践力を身につける機会にしたいと、セ
ミナー実行委員会は考えています。
皆様のご参加を期待しています。
（JIA 四国支部・中国支部

■お申し込みは
JIA 四国支部ホームページ
http://www.jia-shikoku.org
■お問い合わせ
kankyo@jia-shikoku.org
●主催：JIA 四国・中国支部
●協力：JIA 環境行動ラボ

環境×建築連続セミナー実行委員会

「自律循環型住宅設計とは」
講

師：澤地孝男氏（独立行政法人建築研究所 環境研究グループ長）

「実践で活かすエネルギー設計法」
講

師：辻

充孝氏（岐阜県立森林文化アカデミー准教授）

第 3 回 2013 年 11 月 16 日㈯ 「セミナー入門学 3」
会

場：愛媛県四国中央市新宮町

霧の森交湯～館研修室

演習課題：省エネ基準の改正によって必要な計算プログラム
「住まいの省エネルギー化と居住環境の質の向上を目指して」
講

師：鈴木大隆氏（北海道立北方建築総合研究所 環境科学部長）

「伝統的木造住宅の実測調査から」
講

師：篠

節子氏（建築家）

第 4 回 2014 年 1 月 25 日㈯ 「光と風／開口部の魅力的な設計」
会

場：岡山県浅口市鴨方町六条院中 おかやま山陽高等高校
実践課題：開口部の技術力を探り、地域力を育む

環境×建築連続セミナー実行委員会）

「開口部と省エネルギー」
開催時間：各回共通

土曜日 13：00 ～ 18：00

（座学 2 時間、演習 3 時間の予定）
定員：最大 70 名

講

師：井上

隆氏（東京理科大学教授）

「木製サッシの技術と取り組み」
講

師：木原正進氏（キマド株式会社 代表取締役）

年間受講料（6 回分）：30,000 円
・ セミナー後に、学んだことを深め合う交流夕食会を開催します。
・ セミナー開催日の翌日に、希望者によるエクスカーションを行います。

第 5 回 2014 年 4 月 26 日㈯ 「森の恵みをもっと建築に」
会

第 1 回 2013 年 8 月 24 日㈯ 「セミナー入門学 1」
会

場：愛媛県四国中央市新宮町 霧の森交湯～館研修室
演習課題：実際のエネルギー消費量を把握する

「人の住まいと環境技術—身の丈にあった建築技術・デザインとは何だ

場：高知県高岡郡檮原町檮原 地域活力センターゆすはら夢未来館
実践課題：地域素材を活かす取組み―森に行く・製材所に行く

「建築木材利用と二酸化炭素削減」
講

師：外崎真理雄氏（独立行政法人森林総合研究所 四国支所長）

「地域素材を活かしきる―山と住宅を結びつける取り組み―」
講

師：古川

保氏（建築家）

ろうか—」
講

師：宿谷昌則氏（東京都市大学教授）

「私のモノサシを確認する」
講

師：寺尾信子氏（建築家）

第 6 回 2014 年 5 月 31 日㈯ 「環境と文化／これからの環境建築」
会

場：岡山県浅口市鴨方町六条院中 おかやま山陽高等高校
次年度に向けての車座会議：特例 3 地域型建築のガイドライン

第 2 回 2013 年 9 月 28 日㈯ 「セミナー入門学 2」
会

場：徳島県神山町下分字地野
神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックス
演習課題：設計時におけるエネルギー計算

024

●

JIA MAGAZINE 295

August 2013

への提言の第一歩
「環境建築の動向・地域の気候と資源を活かす」
講

師：野沢正光氏（建築家・JIA 環境行動ラボ委員長）

「土佐派の建築から提案する」
講

師：山本長水氏（建築家）

本部便り
● AIA（アメリカ建築家協会）大会が開催されました
6 月 20 日～ 22 日までアメリカ、コロラド州デンバーにて AIA 大会
が開催され、JIAからは芦原太郎会長ほか、国際委員会のメンバーが
参加しました。
大会のメインテーマ「専門家は新たなグローバリズムにどう向きあ
うか」のもと基調講演、各種シンポジウム、国際会議が行われました。
芦原会長は 2 団体協議の AIA-JIA 会議、各国協会会長が集うイン

(2) 被災建築物の建築相談に関すること
(3) 被災建築物の被害認定調査の技術的支援に関すること
(4) 前各号に関する訓練の実施および知識の習得に関すること
地域に根ざした災害時対応が期待されます。
なお、神奈川県建築士事務所協会横浜支部、横浜市建築士事務所協
会、横浜市建築設計協同組合も同様に横浜市と協定を結んでおり、諸
団体間の連絡会議の開催も要望されています。

ターナショナル・プレジデンツ・フォーラムに参加。
前者では定例的な情報共有に加え、AIAが国と官民一体で取り組
むグローバルビジネス展開戦略を紹介し、後者では、各国協会会長、

UIA、ARCASIA 会長から、それぞれの国や地域が内包している課題
にどのように対応してきたかが発表されました。建築家は、さまざま
な機関とどのように連携するか、社会システムにどのようにコミット
するかが論じられる会議となりました。
AIA 大会の詳細は『JIA MAGAZINE』次号以降で紹介します。

●違法貸しルームに関する情報提供のお願い（国土交通省より）
このたび、住宅局建築指導課より建築関連諸団体宛に、昨今問題と
なっている違法貸しルーム（多人数の居住実態がありながら防火関係
規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物）への対応について周
知の依頼がありました。
会員各位におかれては、違法貸しルームの疑いがある建築物に係る
業務を受託しないよう、また、違法貸しルームの疑いがある建築物に
関する情報を入手した場合には、特定行政庁へ情報提供されるようお

●神奈川地域会に感謝状
本年 5 月に横浜市と神奈川地域会で締結した「地震災害時の被災建

願いいたします。このような物件について設計・工事監理を行った場

築物に関する応急支援等に係る協定」に伴い、このたび、横浜市建築

ます。

局より神奈川地域会に感謝状が贈呈されました。

合には、建築士法第 10 条に基づく懲戒処分の対象となることがあり
詳細は「違法貸しルームに関する情報提供」でインターネット検索

この協定の概要は下記の通りです。

して、国土交通省 HPをご確認下さい。

(1) 震災建築物応急危険度判定士の参集要請に関すること

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

今月号のパラダイムシフト特集は木質構造学研究の第一人者、東大の安藤直
人先生に今後の木造の可能性について話をうかがいました。既に東大の農学部
構内に、研究の成果を用いて三ヵ所ほど木造建築を実現されています。実際に
その建築を案内していただくと斬新なアイディアがあちこちに表現されていま
す。確かに日本の建築家は木造の長い歴史もある故にタブーを破ることに積極
的ではなかったように思われます。今まで思いもしなかったことを教えていた
だく良い機会になりました。
さらに今月号には、槇文彦先生からの寄稿「新国立競技場案を神宮外苑の歴
史的文脈の中で考える」も掲載されています。JIAは建築家の論壇であるとい
う偉大な先輩方の考え方を引き継ぐべく、これをきっかけに盛んな議論が展開
されていくことを期待します。
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