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公益社団法人日本建築家協会

建築家会館です

株式会社

建 築 家 のための保険
JIA 建築家賠償責任保険

中途募集中!
充実のオプション

①「構造基準未達」
2010 年 4月より導入
建築物に物理的滅失もしくは損傷を伴わない場合でも、構造基準を
満たさないために、法律上の損害賠償を負った場合の損害を補償。

②「建築基準法等未達」
2013 年 4月導入
建築物に物理的滅失もしくは損傷を伴わない場合でも、①の構造計
算ミスの補償以外の幅広い法令に規定される建築基準法および所定
の建築基準関連法令に定められている基準を満たさないために、法
律上の損害賠償を負った場合の損害を補償。

毎月 25 日締め翌月 1 日加入。
JIA「ケンバイ」はインターネットで簡単にご加入手続きができます !

http://kenbai.jp/
追加加入申し込み・保険料の試算・事故事例閲覧などご利用ください。
またご加入後に加入証明書の印刷などが、カンタンにできます。

パンフレットをご希望の方、また詳細につきましては、下記までお問い合わせください
《JIA指定代理店》
株式会社建築家会館
http://www.kenchikuka-kaikan.jp/
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16

e-mail： kenchikuka_kaikan@nifty.com
TEL：03-3401-6281

FAX：03-3401-8010

《引受保険会社》
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 団体・公務開発部 第二課
〒100-8965

東京都千代田区霞ヶ関3-7-3

TEL：03-3593-6453

FAX：03-3593-6751
SJ14-01588（2014.5.12）
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［菊竹清訓］

自分の寸法を探し求めて

建築家のスケッチ

この実測スケッチは、菊竹清訓さん（1928-2011）が 27 歳の時、ブリヂス
トンタイヤの当時社長であった石橋正二郎氏との石橋文化センターの設計打
合せのため福岡県久留米市に行く「特急雲仙」の三等客車で、自分の座席廻
りを実測スケッチした 1 枚です。
菊竹さんは早稲田大学卒業後、竹中工務店設計部、村野・森建築事務所に
勤め、そのときいくつかの実施設計を行い、1953 年 25 歳で独立、菊竹建築
研究所を立ち上げました。

1955 年、ブリヂストンタイヤ創立 25 周年事業の一環として、ブリヂスト
ンタイヤ創業の地久留米市に石橋文化センターを建設し久留米市に寄贈する
ための設計を、石橋正二郎氏（1889-1976）より直接依頼を受けました。これ
は菊竹さんが自分の責任で設計する初めての仕事でした。
文化センターは大きな公園の中に、石橋美術館をはじめいくつかの建築が
建つ施設です。石橋美術館を除く他の建築は、木造の工場や陸軍の格納庫の
鉄骨の残材を活用しての設計でした。
合理主義者の石橋氏との設計打合せは正確な寸法がものをいいます。考え
抜いた末、設計に使用する自分の寸法を求め、菊竹さんは私と二人で都内で
戦火を免れた建築を片っ端から実測し、寸法入りのスケッチにまとめる作業
をしました。菊竹さんは独り言で「これは駄目だ」
「これは良い」などと口に
しながら測っていました。

模型写真

遠藤勝勧︵遠藤勝勧建築設計室︶

石橋文化センター

石橋氏との打合せは菊竹さんにとって真剣勝負で、不安の連続でした。打
合せを行う前の準備を兼ねて、車中を実測したと思います。
ある時、ホテルの平面計画をしていると、菊竹さんが実測したスケッチを
私に渡し「この寸法を入れてごらん」と言われました。さっそく私の描く平
面図に入れてみますと、どうしても図面からはみだしてしまいます。菊竹さ
んにそのことを伝えると、
「そうでしょう。そのスケッチに記入してある寸法
は、私がこれでなくては駄目だと思う私の寸法を記入してあるのです」と言
われ、私は驚きました。
この時、自分の寸法を確立させた建築家菊竹清訓さんの実測スケッチが
「文化庁 国立近現代建築資料館」でいま開催されている「建築のこころ―アー
カイブにみる菊竹清訓展―」
（～ 2015 年 2 月 1 日）で見せる貴重な資料の源と
なって、次世代に向けたメッセージとして受け継がれようとしているのです。
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良い建築を生むには建築家の挑戦が必要
トム・ヘネガン氏に
聞く

イギリス・ロンドン出身の建築家トム・ヘネガンさんは、1990 年に来日。数々の作品を
手掛け、現在東京藝術大学で教鞭を執られています。また 2002 年から 7 年間、オースト
ラリア・シドニー大学の建築・デザイン・都市計画学部長を経て、2009 年に再来日され
ました。以来、東京藝大教授のほかに、日本・オーストラリアでさまざまな要職につか
れています。今回は日本での生活が長いヘネガンさんに、日本と外国との建築家のあり
方の違いやヘネガンさんから見た日本の建築について、またこれからの建築家の姿につ
（『JIA MAGAZINE』編集長 今村創平）
いてうかがいます。

闘う建築家から愛される存在に

一方で、建築家は今日とても身近な存在になったとも

日本には、JIA、AIJ（日本建築学会）、建築士会な

いえます。25 年前であれば、道行く人に建築家について

どいくつもの建築関連団体があって、わかりにくいかも

尋ねても、誰も名前を挙げられないか、建築家の悪口を

しれません。

言うだけでした。
「建築家の建物は使いにくい」といった

今村

イギリスでも、いくぶん曖昧なところがあり

文句が出たでしょう。でも、今日では、誰に聞いてもザ

ます。RIBA（王立建築家協会）は建築家の資格や教育など

ハのことを知っています。彼女は、誰もが知る人物なの

に携わっていますが、他にも建築教育に関わっている組

です。

織があるように、建築関係の組織の線引きがはっきりと

今村

していません。

ヘネガン

今村 『JIA MAGAZINE』では、今年は「ネクスト：建

ません。かつては、社会的に優れた建築家は、病院だと

築家のこれから」というインタビュー・シリーズを行っ

か大学の施設、公共集合住宅などを手がけ、イギリスに

ており、これから建築家はどうなるのかということをう

はとても優れた公共の集合住宅が多数あります。でも、

かがっています。

当時は公共施設を作るのが大変な時期でした。予算が充

ヘネガン

まずは、日本とイギリスの建築家の違いについて、話
していただけますか。
ヘネガン

私はもうすでに 25 年ほど前にイギリスを離

スポーツのスター選手のようなんですね。
そうです。もう誰も建築家のことを嫌ってい

分ではなく、住人はそうした公共住宅に満足していな
かったのです。
今村

スミッソン夫妻は、ル・コルビュジエに代表され

れていますから、少し前に 7 年ほど住んだオーストラリ

る CIAM 的アーバニズムを否定し、1950 年代のイギリ

アの建築家についてのほうが、よくわかっているかもし

ス建築界をリードしていました。ですが、彼らの手がけ

れませんね。

た、集合住宅、ロビンフッド ･ ガーデンなどは、住民の

もちろん、オーストラリアの建築家の話でも結構

今村
です。

評判がとても悪かったと聞いています。
ヘネガン

ええ、建築家は社会的な使命から、新しい集

私がイギリスにいたころは、イギリスの建築

合住宅を提案していたわけですが、結果として住民の不

界はとてもはっきりしていました。ジェームズ・スター

満の矛先となってしまっていました。今日、建築家は

リングがいて、ノーマン ･ フォスターはまだそれほど大

ファッションブティックやクラブなどを手がけていて、

きな存在ではなかった。ですが、ここ 25 年の間に実に

かつてのような社会的弱者のための建物を手がけていま

多くの建築家が登場し、今はとても混乱している状況

せん。ファッション業界のようなものです。

ヘネガン

だと思います。25 年前であれば、この建築家は良いとか、

かつては、建築家は社会的弱者の建物を手がけ、一方

あの建築家は良くないとか、あの建築は面白いとかこち

で住民はそこに住みたいと思っておらず、よって建築家

らはつまらないとかあったわけですが、今はごちゃ混ぜ

は人気がなかったのです。建築家は良いものを作ろうと

になっています。もちろん、フォスター、リチャード・

していたのですが、状況が許さなかった。

ロジャース、ザハ・ハディッドといった大物はいますが、
いま誰が状況をリードしているかはわかりません。

4

変わってしまったわけです。

今日の建築家は、お金がある人の建物を手がけますか
ら人気も出ます。ですから建築家は、かつては大衆向け

私がいたころは、それほど多くの建築は建てていませ

のバイクを手がけていたのが、いまはレクサスをデザイ

んでしたが、ジェームズ・スターリングがスーパース

ンしているようなものです。クライアントはもう建築家

ターでした。彼は、毎年ひとつくらいの建物を実現し、

に対して厳しくあたることもなく、建築家が敵ではなく

それが毎度話題になったわけですが、いまザハは毎週新

なったわけです。いまでは、建築家はとても愛される存

しいプロジェクトを生み出しています。構図がすっかり

在なのです。
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それは、素晴らしいことです（笑）。
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しまうと、ゲームの面白みは減ってしまうでしょう。コ

いいことと悪いことがあります。建築家であ

ンピューターゲームで、次々とより難しいステージに上

ることがとても快適になってしまい、良い公共の集合住

がるように、建築には、機能だとか、環境だとか取り組

宅を作るためにというように、何かと闘うことはなくな

むべき問題があるのです。そういうものを取り除いてい

りました。現に、スターリングはいつも闘っていました。

くと、とても小さな問題しか建築は扱えなくなり、挑戦

しかし、いまでは建築家はもう嫌われておらず、敵もい

することがなくなります。日本の建築家は、いくぶん挑

ません。

戦すべきことを避けているように思われます。

ヘネガン

今村
建築に関心の高いオーストラリア
ヘネガン

オーストラリアと日本、この 2 つの国の状況

いくぶん抽象的な限られたゲームになってしまっ

ているということですね。
ヘネガン

ええ、なぜなのでしょう。挑戦することをや

めると、つまらなくなると思いませんか。

はかなり異なっています。気候はそれほど変わらず、伝

今村

統的な住居を見ると、両国のものはとても似通っていま

アント側にも問題はありそうです。私たちは、いつでも

す。強い日差しがあって、風通しを重視する。ただし、

エアコンがあるアメリカ的な生活にすっかり慣れてし

日本の自然も過酷ですが、オーストラリアはさらに過酷

まって、環境のことに対する感覚が衰えています。です

です。

から、クライアントの依頼する項目の中に、環境的視点

日本で驚き、時に建築家に対してフラストレーション

確かに建築家にも問題はあるでしょうし、クライ

が少ないのかもしれません。

を感じるのは、一日中エアコンをつけっぱなしにする前

ヘネガン

提にしていたり、西側に大きなガラスの開口をとって最

私がシドニーを離れる直前ですが、シドニーのオフィス

大限の熱を室内に取り込んでいて平気でいることです。

ビルのコンペの審査に加わったことがあります。審査の

私は、建築とは、知的なゲームのようなものだと考え

関係するあるエピソードをお話ししましょう。

メンバーの構成はとてもおかしなもので、建築家が 2 人、

ています。それは、あらゆる問題を解くゲームです。そ

不動産業者が 2 人、大企業のトップが 2 人といった、8 人

の中で環境の問題は重要なひとつです。それを無視して

中 6 人がお金の側、いわゆるビジネス・サイドの人たち

トム・ヘネガン（Tom Heneghan）

1951年、イギリス、ロンドンに生まれる。2009 年よ
り、東 京 藝 術 大 学 美 術 学 部 建 築 科 教 授。1976 ～ 89

年、ロンドンの AA スクールにてユニット・マスター

を、2001 ～ 09 年、シドニー大学建築学部長を務める。
1990 年、くまもとアートポリスの「熊本県草地畜産
研究所」の設計を手がけ、同施設により 1994 年日本

建築学会作品賞を受賞。
「フォレストパークあだたら」

（2002 年）で、公共建築賞生活施設部門を受賞。他に
も、1996 年ミラノ・トリエンナーレ日本館や、2008
年ヴェニス・ビエンナーレ、オーストラリア館などを
手がけている。
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でした。そして建築家は 2 人だけなのです。そうした審

になっています。

査メンバーの構成については事前には知らされておらず、

ヘネガン

当日になってわかったのです。

ジウムのモデレーターを頼まれました。その際に、パネ

UIA2011 東京大会の際に、私はあるシンポ

まず審査を始める前に、評価のクライテリア（基準）を

リストのうち 2 名がゼネコンの方でした。私が最初に日

話し合おうということになりました。すると不動産業の

本に来たころは、ゼネコンの作品はつまらなく、優秀な

CEOはすぐさまに、
「最も環境性能が高いものしか認め

学生は進んでゼネコンに行くことはありませんでした。

ない」
、と言ったのです。びっくりしました。建築家の

ところが最近では多くの学生がゼネコンを志望します。

われわれは、それを言うのは自分たちの役割だと思って

いずれにせよ、建築家は往々にして、変わった形を作る

「ランニングコスト
いたからです（笑）。なぜかと聞くと、

ことが実験的と思っていますが、ゼネコンの 2 名が紹介

がかかる建物だと、もはや借り手がいない。昔からある

した作品は、本当に実験的なものでした。ひとつは、新

建物は誰も借りようとしない、なのでエネルギー効率が

宿に建つとても薄い構造の超高層ビル（代々木ゼミナール

いいことが最も重要だ」と言うのです。そして「環境へ

本部校／大成建設）で、世界でも最も地震が多い国の試み

の配慮だけではなく、魅力的な建物であるかも大事だ」

として、驚くべきものでした。もうひとつの作品は、京

と言いました。単なる四角い箱ではなく、働く人同士が

都かどこかに建つ建物で、柱がとても細く、というのも

うまく出会えるかといったことが大切だと彼は主張しま

上部の壁が薄い無垢のスチールの板でできていたからで

した。

す（「K プロジェクト」として紹介された）。これらの建物は、

そして、話は素材のことになりました。この作品で
使っているカーペットはリサイクル製品だね、だとか、

とても実験的で、リスクを冒しても何かを実現しようと
していました。

われわれはカーペットで建物を審査していたのです（笑）。

最近も、
『新建築』に大成建設の ZEB（ゼロ ･ エネルギー・

そういう具合ですから、建築家はただ立っているだけで、

ビルディング）実証棟が掲載されていました。通常オフィ

彼らの建築に対する知識はびっくりするほどでした。環

スビルでは、窓から 7m 以上離れると採光が十分に得ら

境建築についても実によく知っていて、しかも実は大学

れないわけですが、このオフィスビルの室内では、光を

ではそうしたことを教えていなかったのです。

集めた筒が、建物の奥まで光を届ける仕組みを持ってい

今村

それはいつごろですか

ます。良い試みだと思います。ゼネコンの設計だからと

7 年前です。ショックでした。CEOがカー

いって、評価しないのはアンフェアです。そして、この

ペットのことにこれほど詳しいとは。彼はカーペット屋

ような重要な問題を、大学ではなく、大成建設や大林組

さんではなくて、不動産屋さんなのですから。もちろん

といったゼネコンが研究しているのです。構造や環境と

彼は、カーペット以外の実にさまざまなことをよく知っ

いった、価値のある、確かなものを研究しているのはゼ

ていました。

ネコンなのです。

ヘネガン

もし、高級レストランに行ってハンバーガーを頼んだ

今村 JIAは、専業の建築家のみを会員としていますが、

ら、普通のハンバーガーではなく、何か特別なハンバー

ゼネコンの設計部も優れた設計をしているのであって、

ガーが出てきますよね。建築家が建物を頼まれて、特別

そのところをどう考えるかは、長いこと議論されていま

な要望は特にないと言われても、普通の建物を提供する

す。

わけにはいかないのです。

ヘネガン

ゼネコンはとても大きいですから、すべてい

い建物を作っているとはいえません。また実際は、いく
ゼネコン設計部の新しい試み
今村

6

建築の審査、評価についてお聞きします。JIAで

つものチームに分かれているでしょうから、アトリエ事
務所の集合のようなところもあるでしょう。アトリエ事
務所も、プロジェクトによっては代表の建築家が携わら

も、日本建築大賞などの建築作品賞の評価基準をどうす

ずに、スタッフがやる場合もあるでしょう。

るか、いつも議論されています。建築学会の作品賞も、

今村

昨年は該当者がなかったように、賞の基準というのは常

家だけではなく協働した構造家やスタッフも対象とする

に揺れ動いています。JIAは独立した建築家の集まりな

ケースが増えてきました。より公平に評価されるのは良

ので、ゼネコンの設計部の方は入っていません。です

いことだと思います。今年の、建築学会作品賞を受賞し

が、かつては JIAの賞はゼネコンの設計した建物は対象

た「ソニーシティ大崎」の場合、日建設計の 4 名の方々

となっていなかったのですが、いまでは応募できること

が連名で受賞しています。

最近の傾向として、建築の作品賞が、筆頭の建築
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ロッパでは、改修というのはとても面白いゲームのよう
なものです。カルロ・スカルパを見てください。素晴ら

環境建築のことをもう少しお聞きしたいのですが、

しく刺激的なゲームなのです。建築家がなぜ新築を好む

今日きわめて重要な課題であることは間違いないですね。

かというと、その方が仕事の規模が大きいからでしょう

今村

建築家に限らず、一般の人もそう思っていると思います。 （笑）。でも、日本でも面白い例が出始めていますね。谷
ですが、日本ではいまだに環境建築が建築の課題の主流

中にある「HAGISO」は、古い木造アパートを、カフェ

であるとは言えない状況です。

やギャラリー、事務所などに改装して、うまく活用され

ヘネガン

それがなぜなのか、私も知りたいくらいです。 ています。

日本では、住宅の寿命が 30 年ほどです。初めて日本に

イギリスでは、若手の建築家が小さなリノヴェーショ

来た時、私はとてもとても小さな部屋を大久保に借りま

ンを手がけることがよくあって、それは古い建物が大量

した。その際に、
「こんな古い部屋でごめんなさい」と言

にあるからです。たいした報酬はもらえませんが、建物

われたのですが、見たところ新しい建物でした（笑）。で

のつくられ方などを現場で多くを学ぶとてもいい機会と

きてまだ 15 年しかたっていませんでした。イギリスで

なっています。日本では、古い建物が多くないので、若

は、住宅の寿命は短くとも 60 年です。日本では、住宅

手建築家がリノヴェーションを手がける機会がほとんど

の価値が年とともにどんどん下がってしまって、30 年た

ありませんが、リノヴェーションは優れた学習の機会に

つと取り壊しになってしまうわけです。一般的に建物は

なっています。工事についてやクライアントとの付き合

それほど重要ではなく、いつでも仮のものという感覚な

い方など、そこにはすべてがあるのです。手直しをし

のかもしれませんが、20 年か 30 年しか持たないものの

て良い状態にすることが求められているわけですから、

ために、なぜ大きな費用を掛けるのでしょうか。

ディテールもよくできていなくてはいけません。

例えば、現在東京文化会館は大掛かりな改修工事

何もない土地に、金持ちのクライアントのために、15

を行っていますし、ル・コルビュジエの国立西洋美術館

年しか使われない建物を作ることは挑戦的なことではあ

も免震改修がなされました。最近話題となったものとし

りません（笑）。しかし、限られた予算で、困難な条件の

今村

ては、東京駅がかつての姿を取り戻したことがありま

中、60 年建物を持たせようとすること、それこそが挑戦

す。10 年程前には、東京駅を取り壊して、そこにビルを

です。さまざまなレベルでのデザインや、実務に関わる

建てるような議論もありましたが、このところ保存改修

ことがそこにはあります。おそらく、リノヴェーション

の価値が広く認められるようになってきています。新し

は突出した建物をつくるためというよりも、ベースとな

い東京駅は、今年の日本建築家協会賞を受賞しています。

る行為なのでしょう。
「HAGISO」のようなプロジェク

ですが、審査の際も議論となったのは、忠実な復元に対

トに関わることは、将来大きな建物を手がけるための、

して設計（建築家）の賞を与えるべきか。そこには、オリ

良い準備となるでしょう。

ジナルな創造性がないのではないかということでした。

建物は、動き続けています。200 年前に建ったもので

創造性という名のもとに、結局消費主義とな

もそうです。いかに接合部を処理するかが課題です。か

ヘネガン

るのは問題でしょう。とはいえ難しい問題ですね。20 年

なり前ですが、イギリスでリノヴェーションを手がけた

ほど前に、黒川紀章さんの事務所を訪れた際に、新しい

ことがありました。テラス部分の改修でしたが、柱や壁

東京駅のプロジェクトをチラッと見せてもらったことが

を取り除くために、構造的に大きな問題がありました。

ありますが、とても美しい案でした。実現しませんでし

若い構造家マーク・ウィットビー（いまではとても有名と

たが。

なりましたが、彼はまさに天才的です）が、画期的な構造

システムを考え出しました。それは今まで誰も思いつか
改修は建物を現場で学ぶ良い機会

なかった方法で、基礎がとても小さくコストが抑えられ
るものでした。現場では前例がないとする検査の役人と

日本では戦後何もないところから始まり、新しい

大喧嘩になりましたが、新築であればそのような斬新な

ものを次々と大量に建てましたが、これからは時代がス

発想は生まれなかったはずです。カルロ・スカルパも芸

ローになり、改修はより大事なテーマとなってきます。

術的に見えますが、構造など実務的な問題にもきちんと

上野公園から藝大に向かう途中の角にある珈琲店は、黒

対処しているのです。

今村

田記念館を改修した優れた事例ですね。
ヘネガン
NOVEMBER 2014

ええ、あの珈琲店はとてもいいですね。ヨー
7

保険の重要性と弊害
今村

先日、イギリスで実務経験を積んだ若手建築家の、

が曖昧なものもある。もし、保険会社が建築家に支払い
をすると、保険会社はその費用を取り戻そうとして、建
設会社を訴えるかもしれない。そうすると、いままでの

現地での仕事の進め方を聞いたのですが、建物の設計に

素晴らしい協働関係のシステムが崩壊してしまいます。

はとても時間がかかり、地域の委員にはかったり、調整

今村

や合意を得るためにかなり手間がかかるようです。一方、

ますが、そうしたときは、私の改修案を施工者がそのま

日本では、確認申請を出せばよく、住宅ではその審査

ま作るわけではなく、私の案に対して施工者が意見を

私も雨漏りなどのトラブルを起こしたことがあり

に 1 週間しかかかりません（笑）。イギリスのやり方では、 言って、一緒に解決策を見出しました。
手間がかかる分、多くの人の意見を取り入れるためにで

ヘネガン

きた後も大切に扱われ、結果として長く使われることに

ダイスですよ。

なるのではないかと思いました。

今村

こうした日本のやり方は、世界的に見てパラ

先のイギリスで設計をした人の話では、設計契約

法律に対する状況も、日本とイギリスでは異

書はとてもヴォリュームがあって、弁護士を雇って細か

なりますね。日本では、人口に対して弁護士の数がずっ

く精査するなど、設計契約にもとても時間がかかるとい

と少ないです。イギリスの場合、登録された建築家とい

うことでした。

うのは、プロフェッショナルであり、確かな仕事をする

ヘネガン

ヘネガン

日本では、設計契約書はたいてい、たったの

ことのお墨付きを与えられているわけです。とはいえ、

1 枚ですからね（笑）。

登録された建築家であっても訴えられることがあるわけ

今村

ですが、日本では訴えられることがほとんどない。それ

上げた際に、新居千秋さんは、BIMになると建築家の図

は、保険の問題でもありますね。イギリスやオーストラ

面がそのまま竣工時まで使われ、すべての責任を建築家

リアでは、保険に入っていなければ物事は進みません。

に負わされてしまう。設計料は変わらないのに、リスク

今村

日本でも、建築家に対する保険の重要性が認めら

れるようになってきており、今後は実質的には義務化さ

このインタビュー・シリーズで以前 BIMを取り

ばかり増えてしまうと指摘しています。
ヘネガン

私が来日したころが、一番いい時代だったか

れるでしょう。とはいえ、建築家が保険に入るように

もしれません。BIM 化の流れは止められないでしょう。

なっても、クライアントから支払われる報酬が変わって

BIMが意味のないものであれば、反対のキャンペーン

いないので、実際の設計料が減ってしまうことになりま

をすればいいのですが、有効なものなので、今後広まる

す。保険の重要性が、広く認知される必要があります。

ことは間違いないでしょう。私の世代には、BIMはなく、

フランク・ロイド・ライトは、雨漏りのク

3D レンダリングを依頼するにしても、限られた情報を

レームに対して、
「バケツを動かせばいいだろう」と言い

提供すればよかった。これからは、あらゆる情報が、誰

ましたが、いまはそれは通用しませんね（笑）。

からもアクセスできるようになります。いままでは、私

ヘネガン

保険の整備の動きは、良いことであるとともに、問題

の本棚のどこに必要な本があるか自分ではわかっていた

もあると思います。私が日本に来たころは、どの現場で

ものの、人には説明をするのが難しかった。でもこれか

も、施工者との良い協働関係がありました。現場で起き

らは情報の管理というものが完全に変わるのでしょうね。

た問題とか、場合によっては最後の最後になってクライ
アントから追加の注文があっても、施工者はそれにきち
んと対応してくれ、そういった経験がいくつもありまし

私が学生の頃には、今村さんもそうだったか

た。施工者は、間違いを見つけ出し、追加の費用を請求

ヘネガン

するといったことは、まれなことだったのですが、そう

もしれませんが、図面は紙にインクで線を描いていまし

したことは日本以外の場所ではなされていないことです。

たから、いつでも必要な線だけを描こうとしていました。

日本では、問題が生じた時、一緒に解決をしようとする。

図面を描くのは時間がかかることですし、いつも時間が

なぜそうするのか。それはいい仕事をしたいと思ってい

足りなかったですから。

るからでしょう。
そして、建築家にはお金がないので、訴えても意味が

8

何かを語らなくなってしまった建築

例えば、断面図を描く際、断面の線はまっすぐが良い
のか、途中で曲げるのか、いかにその建築の考えを示す

ないとされてきた。ところが、保険があると安易に訴え

のに効果的な断面は何かを考え、1 枚だけ描くわけです。

ることが起きるようになりました。なぜなら保険会社に

ですから、他の人にその建物を理解してもらうために、

はお金があるからです。時として、問題には、その責任

もしくは、その建物の優れた点を説明するためにどうす
JIA MAGAZINE 309
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るか、はっきりとした考えがなければいけないわけです。

るとおり、いま建物は、ただそこにあればいいのかもし

でもいまは、コンピューターのおかげで、そういったこ

れません。1970 ～ 80 年代頃には、建築理論を現代思想

とを考える必要がなくなりました。なぜなら無数の断面

と結びつけることがはやりました。しかし、そうした理

をすぐに描くことができるからです。そうすると、それ

論への関心はいまではほとんどありません。批評ははや

ら断面図はみな等価になってしまって、その建物のアイ

らなくなりましたが、しかしいまはより自然で、健康的

デアも不明瞭になってしまう。結果として、そのように

なのかもしれません。

情報化された建築は、人にそこにあるべき考えを伝えな

ヘネガン

くなってしまうのではないでしょうか。

ラクティヴィスムだとかを楽しみました。ですが、いま

私も、一時期はやった建築理論、デコンスト

限られたドローイングでは、問題点をあぶり出し、何

考えると、それらは役に立たないものです。ピーター・

が可能なのかを議論できたのが、コンピューターでは何

アイゼンマンは、ジャック・デリダだとか、さまざまな

もかも均質化してしまって、問題が曖昧になってしまう。

ものを持ち込みましたが、私がいたオーストラリアでも、

そして、形態についてが、より重要な関心事となってし

そうしたものを取り入れたわけです。

まっています。それがコンピューターの問題です。

今村

今村

例えば、フランク・ロイド・ライトの場合、ライ

日本もそうでした。

ヘネガン

でも、そうしたものは建築と関係がなく、デ

ト自身が描いたロビー邸のドローイングがあって、ある

リダだとか、アイゼンマンが扱っていたさまざまな話は

決まった角度から見るとその建築が最も魅力的に見える

間違いなのです。私はそうした理論が好きではなく、そ

ということがあったわけです。実際、現地に行くと、同

れらが良い建築をつくるのにどう役に立つかわかりま

じアングルから写真を撮って満足するわけです。

せん。私も、当時は学生に読むように勧めたものです

ところが、最近の建物では、SANAAのものでも石上

が、しかし自分自身としてはそれらに対して懐疑的でし

純也さんのものでも、決まった視点というものが建物に

た。かつての CIAMやチーム 10、または歴史といった

ありません。ですから、訪問すると多数の写真を撮るこ

ものの建築理論は、建築のデザインに寄与すると思いま

とになるわけですが、戻ってそれらの写真を見比べてみ

す。ですが、哲学に焦点を当てた理論は、議論を深める

ても、どれがベストだといえないわけです。建物のあり

には役立つかもしれないものの、建築のデザインには関

方が、昔と今とでは変わっているかもしれませんね。

係がない。ピーター・アイゼンマンの住宅は、例えばハ

ヘネガン

まだ考えが良くまとまっていませんが……建

築の意味について考えると、建物は、
「何か」を語らなけ
ればなりません。何か、質だとか、歴史だとか、美術館

ウス♯ 6 などは、以前は影響力があったかも知れません
が、いまでは負の影響力かもしれません。
例えば、実験的建築というとき、実験的という言葉は、

であれば社会の中の役割であるとか、
「何か」を言わなけ

さまざまな意味で使われます。建築理論というのも、さ

ればならないのです。最近の建物は、ただそこに存在し

まざまな意味があり、人によって異なる使われ方をしま

ている。

すが、理論とは何かという理論がありません。とはいえ、

かつては平面図や断面図を描く際に、その図面の意図

私は建築の理論というものが好きです。学生に対して建

や結果を考えたものです。もしそれをしないのであれば、

築の説明をするのに、なぜ建築家はこのような決断をし

表現する必要があるのでしょうか。私たちは、なぜここ

たのかを説明します。アガサ・クリスティーの映画を見

に壁があるのか、これはどのような壁なのか、何かを語

れば、誰が殺人犯かを解き明かしていくように、それは

らなければならないのです。でも、もしかしたらそうし

ゲームなのです。例えば、オーストラリアのフットボー

たことはすでに過去のことになっており、いまデジタ

ル（サッカー）を知っていますか。

ル・ドローイングは、ただ情報を伝えるだけになってい

今村

るだけで、コンピューターのスクリーンでしかないのか

ヘネガン

もしれません。これは精神分析的考察かもしれませんが。

ルドが円形なのです。変でしょう。おかしいけれど、と

オーストラリアのラグビーではなくてですか。
オーストラリアのフットボールです。フィー

ても面白いのです。はじめて観に行ったときに、面白い
建築理論は必要なのか

ルールなのかさっぱりわかりませんでした。でも、少し

ル・コルビュジエは、多くのマニフェストを唱え

ずつ理解して、試合が終わるころには、どのようなルー

たことで知られますが、彼は何でも宣言しました。建築

ルなのかわかっていました。ですから、ルールを理解す

はこうあるべきだとか。しかし、ヘネガンさんの言われ

ることが、何をすべきかを理解するのに必要なのです。

今村

NOVEMBER 2014

けれども、選手が何をやろうとしているのか、どういう

9

その建築にどのようなルール（規則、法則）があるのか。 学問領域となっています。
ル・コルビュジエの建築にはどのようなルールがあるの

ヘネガン

やはりシドニーで面白い議論をしたことがあ

か。ル・コルビュジエのひとつの建物に中にいくつかの

ります。大学で建築を教えるべきか否かというもので

ルールがあることもあります。設計者には考え方のルー

す。教えるべきだという意見は歴史の教授からありまし

ルがあり、それを読み解くことは面白いことです。

た。一方では、建築は文化とはあまり関係なく、それよ
りもビジネスの問題を扱っているという意見もありまし

建築の歴史を知ることの重要性
ご存知の通り、日本では多くの建築教育は工学系

今村

た。なぜなら、大学とは文化が関わる場所であり、実践
を学ぶ場所ではないからです。ゼネコンは、建築の研究
所を持っていますが、それは技術的なものですね。

でなされていて、ヘネガンさんがいらっしゃる藝大のよ

歴史というジャンルがあるから、建築がいまだに大学

うな芸術系は少数派です。おそらく、工学においては目

にあるのかもしれません。藝大は、幸運なことにその役

的やルールというものがはっきりとしていて、芸術はそ

割が認められていて、文化の側にいることが認められて

うではない、そうした違いはあるでしょう。

います。とはいえ予算には限りがあり、それを医療の発

建築で面白いのは歴史が重要視されているということ

展のために使うのか、芸術のために使うのかは、とても

です、建築は、工学系では歴史というジャンルがあるほ

難しい問題です。私も歳を取ってきましたから、税金が

とんど唯一の分野です。多くの工学では、新しいものほ

医療のために使われるほうが嬉しいかな（笑）。

ど重要で、歴史はあまり重要視されていません。しかし、 今村
建築では社会や文化と深く結びついているために歴史と
いう分野があり、また、新しい建物の方が昔の建物より
優れているとは限らず、それどころか、かつての名建築

話は尽きませんが、本日は長時間にわたりありが

とうございました。
（2014 年 9 月 11 日

東京藝術大学トム・ヘネガン研究室にて

収録、訳：今村創平）

を凌ぐ建築を今日生み出すことはほとんど不可能なこと
です。
ヘネガン

エンジニアリング（工学）の中で、建築のみが

歴史を重視するというのは、確かにそうですね。考えて
みたこともありませんでした。まったくその通りですね。
構造家も、歴史を知っているべきです。人類が世界の中
で自分の位置づけを知るのに、建築の歴史を知ることは
とても重要であり、なぜならば建築の歴史はあらゆる文
化と結びついているからです。もし人類が自分たちに
ついて何かを知るにしても、建築の歴史は重要です。誰
もがそれを知らなくてはならない。でも、残念なことに、
多くの人は建築の歴史を知らない。法隆寺も、東大寺も、
ル ･ コルビュジエも知らないのです。
シドニー大学にいたときに、建築学科ではなく工学部
の先生から、建築の歴史を話すように頼まれることがあ
り、その講義はとても学生に人気があり、私も楽しんで
話していました。講義室にいくと、あらゆる学科から集
まった 300 人もの学生が聴きに来ていました。他の学科
の先生方は、建物を建てる歴史というものが、人類の文
化にとってとても重要だと考え、彼らの学生に聴かせよ
うとしていたのです。
今村

大学とはそもそも、ラテン語だとか哲学だとか人

文科学の探求の場としてスタートし、20 世紀になって工
学といった実践的な領域が大学の中で扱われるようにな
りました。近代とともに発達した工学は、今日の主要な
10
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JIA 建築家大会 2014 岡山
境界を越えて — 総合化に挑む建築家の使命 —
2014 年 9 月 25 日㈭、26 日㈮、27 日㈯

大会を終えて

大会委員長

錦織亮雄

「JIA 建築家大会 2014 岡山」は中国支部が 16 年ぶりに開催した 2
度目の大会でした。16 年前は広島でしたが、今回は岡山で開催し

実行委員長

山田

曉

「JIA 建築家大会 2014 岡山」に全国各地から多数の皆様にご参
加いただき、厚く御礼を申し上げます。

1998 年に「ひろしまで未来を視る」をテーマに、さすがは広

ました。

JIA 建築家大会は最近どんどん内容が多様になって、プログラ

島、との評価をいただいてから 16 年ぶりの中国支部での開催

ムは盛り沢山ですから会場の準備が大変です。この多様な内容を

です。今回は会場を岡山市内各地に分散して― 多少ご不便をか

街の中にばらまけば岡山が賑やかになり参加者も楽しめるかも知

けることになったでしょうが ―、町に出ていく、町のそれぞ

れないと、勝手な理論武装をして準備を始めました。

れで建築家が集まって催しが行われている……、つまり町に溶

岡山で開催するなら倉敷も入れたい、倉敷なら大原美術館で

け込むかたちの分散型大会として考えてみました。また、大会

パーティーをやりたい、丹下健三さん設計の旧倉敷市庁舎だった

式典前日には市域を越えて、岡山の隣接都市倉敷でのオープニ

倉敷市立美術館もある、浦辺鎮太郎さん設計の倉敷国際ホテルも
ある、岡山市には最近出来た岡山コンベンションセンター（まま
かりフォーラム）もある、芦原会長の父君芦原義信さんの設計に

ングセミナー、町歩き、ウェルカムパーティー等を行いました。
「境界を越えて」のテーマのもと、市民と共に歩む公益社団法人
としての意味合いが実現できたと自負しています。

なる岡山シンフォニーホールも使いたい、前川國男さんの設計に

式典当日には、他にも多くの分科会、シンポジウム、セミ

なる岡山県天神山文化プラザも使いたい、岡田新一さん設計の岡

ナーが開催されました。特に「おかやま 5 会＋ 1 まちづくり協

山県立美術館もある、日銀を再生したルネスホールもある、そし

「JIA 東北支部」の共催によるシン
議会」
「JIA 災害対策委員会」

てレセプションはホテルで、ということで、結局これら全部 9 箇

ポジウム「中国地方の自然災害の特性（その歴史性と予測）
」が

所の会場を使って大会を開催しました。

開かれましたが、昨今、全国各地において大きな災害に見舞わ

街中に広がる会場構成は、参加するほうも開催するほうも何か

れる事態が頻繁に起こっている中、時を得た催しとなりました。

と不便で手数や足数がかかりましたが、何しろ大会のテーマが「境

災害後の対応に多くの問題が起こっていて、東日本の震災後の

界を越えて

復旧も道半ばの状況があります。これらの問題を一般市民と共

―総合化に挑む建築家の使命―」ですから、ご参加

いただいた皆様は、多少の不便は克服して分散する会場とそれを

に考える貴重な機会となりました。

結ぶ路面電車、それにそれぞれで独自に発掘された私的な会場を

また式典後の基調講演として、フランスからオギュスタン・

加えて岡山の全体像を捉え楽しんでいただいたことと手前勝手に

ベルクさんをお迎えして「建築の再コスモス化は可能か」との

推察いたします。

演題でお話をいただきました。かの国でパイロットのストがあ

建築家大会は多様なプログラムから参加者の次なる行動への動
機が生まれれば成功だと思いますが、今回のテーマ「境界を越え
て

―総合化に挑む建築家の使命―」の趣旨や、オギュスタン・

り、来日にハラハラしたのを思い出します。
大会 3 日目には若手、ベテランの建築家 3 人による連続セミ
ナーが、多くの建築を志す若者の参加を得て開催できました。

ベルクさんの提起された無場所性や無基底主義による人間存在の

大会を通じての行政および建築系大学、専門学校、および建築

危機、コスモス・真、善、美・技術と象徴の不可分性などいわば

設計他団体のご支援、ご協力に感謝いたします。

原点回帰の提唱は今の時代への根源的な問いかけでした。参加さ
れた皆さんの新しい動機を生むことを期待するものです。

最後に参加いただいた会員の皆様、準会員の皆様、法人協力
会員の皆様、お陰さまでほのぼのとした大会にすることができ

パリに帰着したことを知らせるベルクさんのメールには、
「JIA

ました。ありがとうございました。

大会に参加した若い建築家が “Junkspace”にあこがれず、連歌の国

次回は金沢でお逢いしましょう。

日本にふさわしい建築を創造されるように祈ります。宜しくお願
いいたします」というメッセージが添えられていました。
最後に、遠方からご参加いただいた来賓各位と会員の皆様、長
期にわたって準備にご尽力いただいた実行委員の皆様に心から感
謝申し上げて挨拶とします。
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デニム生地が使われたコ
ングレスバッグと、レセプ
ションパーティーのお土
産・備前焼のぐいのみ
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大会式典・表彰式・基調講演
9 月 26 日㈮

14：00 ～ 17：00

岡山シンフォニーホール 大ホール

中国支部では 1998 年、広島にて「ひろしまで未来を視る」という
テーマで大会を開催してから 16 年ぶりとなる。

■ JIA 中国建築大賞表彰式［審査委員長

内藤 廣氏］

JIA 中国支部では、JIAの建築家憲章の理念に基づき、中国地方の

前大会では、都市の復興や持続性社会と平和などの内容で「広島

優れた建築デザイン・建築文化・環境形成に寄与した建築作品を設
計した建築家を顕彰する目的で、2009 年に「JIA 中国建築大賞」を

宣言」を採択した。
今大会では、建築家から今日的問題提起の意味を込め「境界を越
えて」というテーマで、これからの総合化に挑む可能性を考え合え

創設している。
本年が第 6 回目となり、大会式典で下記の入賞作品を発表し、表
彰を行った。

る大会を目指し、さまざまな事業を行った。
全国からたくさんの JIA 会員の皆様に、大変お忙しい中ご参加い
ただきましたこと、心からお礼申し上げます。

第 6 回 JIA 中国建築大賞 2014

受賞者作品リスト

【一般建築部門】
受賞

■大会式典
大会のメインである大会式典は 9 月 26 日、岡山シンフォニーホー
ルにて行われた。
はじめに開催地中国支部を代表して、錦織亮雄大会委員長が「今

大

賞

特別賞

大会のテーマ「境界を越えて ― 総合化に挑む建築家の使命 ―」の
もとに、この多様な風景と歴史に彩られた岡山で、未来への知恵を
続いて、芦原太郎 JIA 会長が挨拶。JIAの役割として、市民・行

カモ井加工紙
第三攪拌工場資料館

武井 誠（TNA）
鍋島千恵（TNA）

岡山県立大学同窓会館

岩本弘光（岡山県立大学）

（MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO）

おかやま山陽高校
90 周年記念同窓会館

藤崇氏よりご挨拶をいただいた。

KDC（小さな森の歯科診療所） 加藤詞史（加藤建築設計事務所）

AIA、ASA、KIRA、KIAの代表団、国内関係団体等の来賓紹介を

【住宅部門】
受賞

リーン・ドレイリング氏（AIA）、坂茂氏（欠席）への名誉会員授与

大

賞

特別賞

式が行われた。
優秀賞

錦織亮雄氏（大会委員長）

大角雄三（大角雄三設計室）

二つのクリニック
（ 江 本 智 子 ウ ィ メ ン ズ ク リ 永見龍一（永見龍一建築計画事務所）
ニック・江本内科）

その後、来賓の挨拶として国土交通省住宅局大臣官房審議官、杉

式典最後に、芦原 JIA 会長より、キム・ヨンス氏（KIRA）、ヘイ

原田麻魚

優秀賞

大きな成果になるとの認識の共有を求めた。

ン・ドレイリング氏からお言葉を頂戴した。

小草伸春（小草建築設計事務所）

（MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO）

Seto

職能の境界を越えて活躍していくことを確認できれば、この大会の

経て、海外来賓を代表して、AIA アメリカ建築家協会のヘイリー

出雲市庁舎

原田真宏

政・専門家の境界を無くすのではなく、いかに越えてゆくかをそれ
いくこと。これからの建築家は、建築空間の境界を越えて、建築家

設計者名
江角彰宣（みずほ設計）
川島克也（日建設計）
田中公康（日建設計）

山陽合同銀行旧北支店
再活用改修工事
「ごうぎんカラコロ美術館」

語り合いましょう」と歓迎の挨拶を行った。

ぞれの地域で工夫しながら、より良い建築・まちづくりを推進して

作品名

作品名

設計者名

木立ちの家

後藤亜貴（後藤亜貴建築設計事務所）

後山山荘

前田圭介（UID）

Indoor terrace の家

原

寄島の家

今川忠男（今川建築設計）

早島の家

稲垣年彦（トリムデザイン）
大賀環子（トリムデザイン）

浩二（原浩二建築設計事務所）

■基調講演［オギュスタン・ベルク氏］
「建築の再コスモス化は可能か」と題し、フ
ランスよりオギュスタン・ベルク氏を迎え、講

杉藤崇氏（国土交通省住
宅局大臣官房審議官）

大会委員長挨拶

演していただいた。
基調講演概要は「人間の価値とコスモス性」
「都市・国家計画及び建築の再コスモス化」
。コ

スモスとは「善」
「美」
「真実」を絶え間なく結び オギュスタン・ベル
つける包括的な秩序であり、建築の再コスモス

ヘイリーン・ドレイリ
ング氏（AIA会長）

JIA名誉会員授与式

芦原太郎氏（JIA会長）

ク氏（基調講演）

化とは、コスモス性を具体的に風土に結びつけるもの。すべて地上
から立ち上るのである——これからの我々の建築に対する姿勢につ
いて考えさせられる内容の講演だった。この講演の詳細は、今後の
『JIA MAGAZINE』で掲載予定である。

内藤廣氏
（建築大賞
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審査委員長）

建築大賞

表彰

建築大賞

受賞者

藤田佳篤（中国支部／ケイ・エフ設計）
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講演 「倉敷の特徴ある近代建築の創出—実業家大原孫三郎と建築家薬師寺主計の存在—」
9 月 25 日㈭

13：30 ～ 14：50

倉敷市立美術館（旧倉敷市庁舎）

上田恭嗣

（岡山地域会／ノートルダム清心女子大学教授）

倉敷の近代における建物づくり・まちづくりは、類
例のない素晴らしい手法でなされている。それは、まず倉敷の実業
家大原孫三郎（1880-1943）の住むまちを美しく創る信念である。大
原家が事業展開で生み出した多大な利益を、地域のまちづくり・建
物づくりに活用する考えがあった。そして、その建物づくり・まち
やく し

じ かず え

づくりを一人の建築家薬師寺主計（1884-1965・岡山県総社生まれ・東
京帝国大学工科大学建築学科卒）に全幅の信頼を持って託し、そのほ

とんどの建造物を一人の施工者藤木正一（1891-1967･ 藤木工務店創設
大原美術館と今橋

者）に任せたことである。

さらに倉敷のまちづくりは、近現代につながり戦後の子息大原總
大原美術館

一郎（1909-1968）、そして現代の大原謙一郎氏（1940-・大原美術館理
事長）へと倉敷の文化のまちづくりが継続・展開されている。

（1930 年）は、薬

講演では、薬師寺主計が設計した倉敷を代表する有隣荘と大原美

師寺の進言に

術館の誕生史等について紹介した。薬師寺は、大学卒業後、佐野利

よって急遽、現

器の勧めによって異色の陸軍省に入省した。陸軍省では建築技師と

在の位置に昭和

して最高の地位に昇り、陸軍省で初めて天皇の技師の称号を与えら

5年3月に建設

れた人物である。1922 年､ 渡欧時に日本人建築家として初めてル・

が決定され、こ

コルビュジエと面談し、彼の国際建築様式につながる考えを聞きと

の 年 の 10 月 に

り、図面も入手して帰国した。そして、建築雑誌で日本の建築界に

完成した。これ

最初にル・コルビュジエを紹介した人物である。
大原美術館の前にある有隣荘（1928 年）は、天皇家・宮家等の貴

は、陸軍特別大 大原美術館の石塀
演習が岡山の地で開催される情報を薬師寺がいち早く入手し、現敷

賓を招く邸宅として急遽、

地での建設を大原孫三郎の許諾のもと決定し執り進めたからである。

設計変更され、和風部分は

当初、大原美術館は赤いスパニッシュ瓦で葺かれる計画であったが、

東京帝大教授伊東忠太の設

建設途中に急遽、現在の形状に変更となった経緯がある。また、外

計指導を受けている。洋風

部の石塀は「あるものを使う」
「風景を継承する」思想でもあり、大

部分は薬師寺が用いた早期

原孫三郎の干支でもある龍の体を表現していると述べた。ちなみに

のアール・デコ様式で表現

大原美術館の前にある倉敷川に架かる今橋（大原孫三郎が、大正皇太

された。しかし、屋根瓦の
色や食堂のインテリア等は、

有隣荘大原孫三郎別邸

大原美術館の西洋絵画を大原孫三郎の許諾のもとで収集した画家児

子来倉の折、建設。設計薬師寺主計・意匠児島虎次郎）には、水の神で

もある龍の絵柄が欄干に彫られている。一連のコンセプトで風景も
創られていることを紹介した。

島虎次郎（1881-1929）によって中国風に覆っている。珍しい和洋中
折衷様式の建物であることを紹介した。

戦後は、薬師寺の部下であった浦辺鎮太郎（1909-1991）が教えに
従い、大原總一郎のもとで倉敷のまちづくりを展開した。

展示
9 月 23 日㈫～ 28 日㈰

岡山県天神山文化プラザ 第 2、第 3、第 4 展示室

前川國男設計の岡山県天神山文化プラ

【展示内容】

ザを会場に 9 月 23 日から 28 日までの期

・日本建築大賞

間で行いました。全国で受賞された作品

・日本建築家協会賞

の展示から地元中国地方での作品まで多

・JIA 新人賞

彩な展示でしたが、JIA 会員はもちろん、

・JIA25 年賞

学生や建築に興味のある方々など JIA 会

・環境建築賞

員以外の多くの方にも来場していただき

・JIA 全国学生卒業設計コンクール

ました。中には会場である前川作品の

・第 8 回建築家のあかりコンペ

見学と合わせて来場された方もおられ、

・アーカイヴス委員会

展示会場

天神山文化プラザ

展示会場内

JIAの活動を紹介するうえで有意義な展

・JIA 中国建築大賞

示会でした。

・ひろしまの街づくり（JIA 中国支部広島地域会）
・JIA 中国支部会員作品
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武村耕輔（岡山地域会／武村耕輔設計事務所（KTAA））
13

見学会 「倉敷の町並み紹介、町歩き」
9 月 25 日㈭

15：00 ～ 17：00

楢村

倉敷市立美術館（旧倉敷市庁舎）→倉敷美観地区周辺
町並み見学コース
市立美術館→国際ホテル→奈良萬 ･ 白井→林源十郎商店→中銀→井上家
→吉井 ･ 恒美→御坂の家→楠戸家 ･はしまや→想創舎

徹

（岡山地域会／楢村徹設計室）

今回の岡山大会の第 1 日目は、プレイベントとして

してもらいまし

倉敷で開催されました。その中でご希望もあり、倉敷の町並みを歩

た。旧街道の東

いて見学してもらうという行事も催され、倉敷に関わり続けて 30

に当たるこの本

余年の私にその役を任されました。ただ、参加人数も確定せず、時

町 ･ 東町通りは、

間も 90 分という状況で、おそらく 100 名程度になるのではないか

以前は寂れたま

という想定でしたので、参加者全員を先導して案内することは不可

ちでしたが、今

能であり、数人の地元の建築家にも同行してもらうことにしました。 は観光客の好み
まず講演会場で簡単なスライドでまちの状況を説明し、歩くコー

も変わり、｢歩い

スの案内地図を配布し、途中離

て楽しめ、生活

脱も自由ということでスタート

観の味わえるま

し ま し た。 通 常 の 見 学 な ら ば

ち｣ ということで人気のスポットとなっています。倉敷の新しい価

倉敷まち歩き

15 名程度で、建築の内部まで

値として味わっていただけたらと思いました。ただ、人数の多さに

の案内も可能ですが、通りを歩

よる混乱の中での案内でしたので、申し訳なかったと反省していま

きながら外からの概要説明とな

す。ぜひ、再度ごゆっくり倉敷を訪れ、味わってみて下さい。

り、満足いただけたかどうかは 美術館内での説明
心配です。

倉敷のまちは江戸期から物資の集散地として栄え、幕府の直轄地
の ｢天領｣ であり、明治以降は倉敷紡績（クラボウ）の繊維産業を中

見学のポイントは、皆さんがよくご存知のメインの倉敷川河畔で

心に栄え、その後クラレへと続きます。そのオーナーであった大

はなく、今話題の旧街道を中心に歩きました。昔の生活の中心と

原家の社会 ･ 文化資産が継承されているまちです。今もその精神は

なっていた生活観を残す通りです。私が 30 余年にわたり関わって

官公庁そして民間へと受け継がれています。｢古いものを大切にし、

きた通りであり、現在は中心市街地活性化計画のもと、活性化と

新しい良質のものを付加していく｣ ことで生きた魅力あるまちとし

修景が進んでいる新しいスポットです。その最終ポイントの「楠戸

て、今に続いています。その地で建築やまちに携われる者として、

家 ･はしまや」というワルター・グロピウスやサルトルなども訪れ

恵まれた環境を活かし、これからの時代の日本のトップランナーを

た、倉敷を代表する老舗呉服屋の商家は、私が 20 年にわたり継続

目指して日々研鑽をしています。

的再生を行っているところであり、数棟の再生物件を内部まで見学

展示 「ひろしまの街づくり「ひろしましみんひろば」の提案」
◆広島地域会◆

9 月 23 日㈫～ 28 日㈰

岡山県天神山文化プラザ 第 2 展示室

世界遺産原爆ドームを擁する広島平和記念公園から基町高層住

る中で、そこで培われ

宅・広島城に至る一帯は、隣接する元安川と合わせて約 200haの広

るホスピタリティの醸

がりをもつ広島の都心のコア空間である。

成により国際平和を希

1960 年に丹下健三先生が CIAM（近代建築国際会議）において発

求するという視点から

表された広島平和公園計画とほぼ同じエリアである。被爆当時、草

「ひろしましみんひろ

木も生えないと言われた 70 年目を迎える現在にあって、私たち中

ば」に至ったとした。

国支部広島地域会まちづくり委員会では、日ごろの建築活動を通じ

どの程度、展示した

てまちづくりに参画しているという立場から、被爆 100 年を目標と

制作モデルとビデオを

したこの地区のあるべき姿「ひろしましみんひろば」をまとめ、岡

閲覧いただけたのか把握できていないが、多くの会員および一般の

山全国大会街づくり提案プラザ会場において制作モデルとビデオに

方々にご覧いただいたことは、モデルに貼られた感想記述ポスト

よるプレゼンテーションを行った。

イットカードにより推測される。今後は、これらのご意見を考察す

提案は、丹下案の復興から国際平和を希求する点を良しとし、こ
こまでの被爆後の着の身着のままの中での復興過程を受け、これか
らのまちづくり主体としての町衆によるビジョン型のまちづくり提
案の中間報告である。

るとともに、社会に向けて発信を続けていきたいと考えている。
都市計画家石川栄耀氏が『私達の都市計画の話』
（1948 年）の中で
こう言っている。
「社会にたいする愛 ——これを都市計画といふ」と。

ここでは、地区の DNAを整理・把握するとともに現況のかかえ
る問題点を抽出し、それらを解決していく 7 つの提案を持つグラン
ドデザインとしてまとめ、その中で再整備の決定が急がれる広島市
民球場跡地のあるべき姿を提案した。当たり前の市民生活が継続す
14
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連続セミナー
9 月 27 日㈯

10：00 ～ 16：40

岡山県立美術館ホール

前田圭介氏、出江寛氏、坂茂氏の 3

し、また清廉潔白だけでも建築文化になっていかない。建築家には

名の建築家による連続セミナーを行い

「いき」や「つや」が必要で、それがさまざまな建築となり文化へと

ました。地方から世界、若手からベテ

定着していく建築の奥深さに驚嘆し、美しい日本文化を建築を通し

ランと幅広い建築家の立場から、社会

て継承していく意味を実感しました。プロジェクトによって使って

に開かれた大会の一環として、会員の

いく素材を考え、文化としての厚みのある建築を創造していかない

みならず一般の方々へも開かれたセミナーが、各 1 時間 40 分で計 3

といけない建築家という仕事はまさに「建築とは哲学することであ

回行われました。200 名収容の会場は終日満員になり、3 名の方々へ

る」のタイトル通りのものでした。この講演の内容は建築家である

の関心ぶりがうかがわれました。

以上絶対に聞いておかないといけないと感じるものでした。

■前田圭介氏 「地方都市から世界へ」
3 回のセミナーのトップを切ったのは、私たち中

■坂

茂氏 「作品づくりと社会貢献の両立を目指して」
連続セミナーの 3 回目は、プリツカー賞を受賞さ

国支部の仲間でもある前田圭介氏です。広島県福山

れ、まさに世界を舞台に活躍する建築家、坂茂氏の

市という地方都市を舞台に活躍する新進気鋭の若

講演でした。世界的視野に立ち、また弱者への温か

手建築家です。建築周囲の環境を取り込みながら、

い心から織りなされる建築には、日本人の心が感じ

同時に内部に新たな環境をつくり出していく手法と、さまざまな困

られ、まだ世界各地で今も行われている紛争や自然災害の犠牲に

難な状況をたゆまぬ努力で乗り越えていき、また現場経験を活かし

なっている人々に建築で力になっていこうという、まさに凄まじい

た胆力は、地方都市で存分に発揮されています。これまでの代表的

胆力には息をのむものがありました。世界各地で行われる設計コン

な作品群の紹介からは前田圭介氏のもっている規定されてない空間

ペでの審査員の心を引く手法も紹介され、建築家にとってはひとつ

領域を見てとることができました。

のヒントをいただいた感もありました。ユーモア溢れるわかりやす

内部外部に自然環境が折り合い、風が目にみえるような作品に、
「地方都市から世界へ」のタイトル通りに地方都市の建築家に勇気
を与え、また一般の方々にも建築の大きな可能性を感じていただけ

い話と、美しい画像による講演に、建築に縁遠い一般の方々にも建
築のもっている可能性や力、そして日本の建築家が世界で活躍し、
また多くの人々へ貢献している様子を伝えることができました。

る内容でした。

■出江

寛氏 「建築とは哲学することである」
まさに 1 時間 40 分間、出江ワールドが展開され、

5 時間にもわたる連続セミナーを終えて、建築には無限の可能性
があり、まだまだ我々にはやらなければならないことが多くあると実

あっという間の時間であり、まだ聞き足りないと

感しました。また多くの一般の方々に来場をいただき、

いった感もある、大変興味深いセミナーでした。

開かれたセミナーになり、建 築文化を多くの方々と共

さまざまな画像による日本文化の解説は、建築

に考えていく機会になる充実した内容となりました。

家というものは多くの知識を持たなければ文化の担い手になれない

佐々木 満（岡山地域会／グランツ設計一級建築士事務所）

公開審査 「第 8 回 建築家のあかりコンペ 2014」
9 月 27 日㈯

13：30 ～ 16：30

ルネスホール金庫棟（旧日銀岡山支店）

今年で 8 回目になる「建築家のあかりコンペ」の公開審査は、妹

明の構造から製品化へ向けての課題、時には販売戦略に対しての意

島和世氏を審査委員長に迎えてルネスホール金庫棟（旧日銀岡山支

見など鋭い質疑がされました。自分の語り口で質疑に応答していく

店）にて行いました。一次審査通過者 7 名による作品は、募集テー

発表者と審査員とのやり取りは、穏やかでありながらも見ごたえの

マである「身体にちかいあかり」に対してさまざまな切り口から展

ある時間でした。改めてコンペの醍醐味を感じることのできた公開

開されたものでした。苦労して作成された試作品や画像を使いなが

審査でした。

らの巧みなプレゼンテーションに対して、審査員の方々からは、照

武村耕輔（岡山地域会／武村耕輔設計事務所（KTAA））

●審査結果
最優秀賞

萬代基介（萬代基介建築設計事務所・東京都）
「光る空気のかたまり」
優秀賞
大成優子（大成優子建築設計事務所・東京都）
「ひかりを生ける」
特別審査員賞 山梨知彦（日建設計・東京都）
共同提案者：角田大輔・酒井康史
「すきんとぼーん」
DAIKO 賞 大関美奈子（兵庫県） 共同提案者：水本 梓
「重ねる—身体に近づくあかりのかたち—」
佳作
バンバタカユキ（takayuki.bamba ＋ associates・京都府）
共同提案者：福島佳浩
「光のドローイング」
大林 元（ゲン・コーポレーション・大阪府）
「yolk」
小野 優（西日本工業大学建築学科・福岡県）
「Egg ＆ Light Stand」
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あかりコンペ

あかりコンペ

公開審査

受賞者と審査員
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セミナー 「一般実務者のための伝統的構法木造建築物の設計法」
◆山口地域会◆

9 月 26 日㈮

9：30 ～ 12：00

岡山コンベンションセンター 展示ホール

日本の石場建てを含む伝統的構法には、長年継承されてきた技法

を用いる「詳細設計法」、あらゆる建築物に適応できる時刻歴応答

や技術があり、また大きな変形に耐える構造的な特徴を持ってい

解析を用いた「汎用設計法」の 3 種類の設計法を提案した。

る。平成 22 年に国土交通省の要請を受けて、石場建てを含む伝統

■齋藤幸雄氏（検討委員会設計法部会主査／齋藤建築構造研究室主宰）

的構法の設計法を構築する目的で「伝統的構法の設計法作成及び性

「実務者が使いやすい伝統的構法設計法」

能検証実験」の検討委員会が、鈴木祥之氏を委員長として設置され

3 種類の設計法には、対象建築物や計算方法の違

た。3 年間にわたり、実大振動台実験や構造要素実験など数多くの

いがあり、さまざまな建築物に対応できるものとし

検証実験、多種の地震応答解析を実施し、このたび、設計法案とし

ている。住宅を対象とする標準設計法には、柱脚の

てとりまとめられた。伝統的構法の良さを生かした実務者が使いや

水平方向や鉛直方向の拘束状態の違いによる 3 種類の柱脚仕様規定

すい設計法について、4 人の検討委員の方を講師として迎え、設計

がある。石場建ての柱脚の滑り量は 20cm 以下であること、石場建

法の研修を行った。

ては柱脚が移動することで上部構造への過大な入力が抑制されるこ
となどが実大振動台実験で判明した。

■西澤政男氏（日本伝統建築技術保存会会長／西澤工務店代表取締役）
「棟梁から見た伝統的構法の良さ」

■和田洋子氏（検討委員会事務局／岡山地域会／バジャン取締役）
「伝統的構法の設計事例紹介」

日本の伝統的構法には、規矩術や木割法等先達の

自らが手掛けた石場建て木造住宅が出来上がるま

叡智といえる技術があり、日本人の感性と美意識に

での工程を映像により紹介した。木材の加工段階か

適合した造形をしており、先人の残してくれた遺産

ら、足固め後の石場建て独特の礎石上への建方方法、

といえる。
「反り」
「増し」
「振れ隅」
「桔木」等の美を造る技術があり、 金物を使用しない大工の技による組み立てや納め手法、精巧な造作
「継手」
「仕口」等の工作法は江戸時代の古文書にも残っているもの
と同様な方法である。

技術、土塗り小舞壁の左官工事など伝統的構法の特徴である南面開
放住宅が完成するまでを説明した。

■鈴木祥之氏（立命館大学衣笠総合研究機構教授／京都大学名誉教授）
「伝統的構法木造建築物のこれからの設計法」
検討委員会における取り組みや検討内容について

今後、この設計法が法制化されることを期待すると共に、多く

説明された。伝統的構法は、柱脚の移動を拘束せず、

の実務者が伝統的構法の良さを再認識し、積極的に取

水平構面も剛床でなく、高い変形性を持って水平力

り組み、伝統的構法が未来に引き継がれていくことを

に抵抗する構造的特徴を持っている。これからの設計法として、比

願っています。

較的簡易な計算による「標準設計法」、限界耐力計算と同等の計算

田中輝幸（山口地域会／巽設計コンサルタント）

セミナー 「里山資本主義の実現に向けて（バイオマスタウン真庭の取り組みと木造建築のすすめ）」
◆鳥取・島根地域会◆ 9 月 26 日㈮

9：30 ～ 11：30

岡山コンベンションセンター 301 会議室

都心部に資本が集中している現代の日本ですが、里山がもともと
持っていた価値をあらためて見出し、それを資本に独立した経済活
動を行っているのが、岡山県真庭市です。
その中核をなしてい
る銘建工業株式会社の
代表取締役中島浩一郎
氏をお招きして行われ
た講演では、木質バイ
オマスエネルギーを用
いて真庭市ではどのよ
うな取り組みが行われ
ているか説明していただきました。木材の廃材を利用して行われる

行い、余剰分は電力会

このバイオマスエネルギーは、国土の多くが森林である日本で興味

社に売電をしています。

深い内容でした。

翌 27 日 に 行 わ れ た

燃料エネルギーの大部分を輸入に頼っている日本では、円安によ

「バイオマスツアー真

るコスト増が無視できない状況にあり、それに代わる重要なものと

庭」では、特産のヒノ

して注目されています。

キを中心とする真庭市

このエネルギーを比較してみると、灯油 36 円に対して、ペレッ

のさまざまな取り組み

ト（木くずを成型圧縮したもの）が 18 円程度となり、単純におよそ半

が見られました。銘建

分のコストとすることができます。あわせて、廃材を使った発電も

工業本社では、ペレッ

16

JIA MAGAZINE 309

に活用し、周辺の歩道も木片コンクリートで舗装しています。さら
にバイオマスボイラーを導入し、3フロア分の空調をまかなってい
ます。市の取り組みとして、古い町並みや小学校旧校舎の保存など
を行っており、地元の文化を守る体制が整っています。バイオマス
ツアーはそのための大きな役割を担っているのではないでしょうか。
日本では、欧州と比べて広大な森林を保持しているにもかかわら
ず、それを有効活用できていない状況にあります。もっと身近にあ
るものに目を向けて、都心部にはない、里山であるがゆえの資本に
ついて理解していくことが必要だと感じました。
真庭産ヒノキを使った真庭市役所本庁舎エントランスの見学風景

ト製造機や端材やかんなくずを使う発電機を見学しました。特別に
大断面工場を見せてもらい、開発中の CLT 集成材について話を聞
くこともできました。
真庭市役所本庁舎は、真庭産の木材を家具内外装材などふんだん

原

浩二（島根地域会／原浩二建築設計事務所）

※バイオマスツアー：真庭市は観光への波及、バイオマスによる地域づくりの発信のため、
2006 年から「バイオマスツアー真庭」を開始しました。2009 年からは一般社団法人真庭観
光連盟が運営母体となり、関連企業などと連携してバイオマスタウン真庭を巡るツアーを
実施しています。

シンポジウム 「中国地方の自然災害の特性（その歴史性と予測）
／東日本復興報告」
9月 26 日㈮

10：00 ～12：00

岡山コンベンションセンター

共催：おかやま建築 5 会＋１まちづくり協議会／災害対策委員会／東北支部

パネラー 岡山市役所危機管理室室長
山地由記
おかやま建築 5 会＋ 1 まちづくり協議会
藤井義和
AMDA（認定特定非営利活動法人アムダ）
谷 佳世
JIA 災害対策委員会副委員長
大友 彰
JIA 東北支部宮城地域会復興支援委員長
手島浩之
JIA 災害対策委員会委員長（コーディネーター） 岡部則之

■趣旨

の歴史に学ぶことも今後の災
害対策を考える上で重要であ
るとの報告をされました。
今現在も続けている東日
本大震災の被災地における

AMDAの 最 前 線 の 医 療 支 援
活動状況について谷氏から紹介があり、災害の種別により必要な医

自然災害は、地域性によらない物理的普遍性と、地域や歴史に依

療科目が異なることや、被災された方の目線を見極め、患者に寄り

存する特殊性を併せ持ち、あらゆる災害とその被害は個性的で、常

添い活動をつづけること、
「援助を受ける側にもプライドがある」
「相

に独自性を帯びている。長い歴史を持つ地域は、過去の災害による

互扶助」の意識をもつこと、
「備えあれば憂いなし」ということ、異

被害実態も多様に記憶されており、その地の災害史から学べること

分野の専門家同士の連携を模索し日常から備えておくことが重要で

は、今後の災害対策に必須なことと考えます。

あると報告されました。

災害が少ないと思われていた中国地方（広島市）において、8 月に

東日本大震災の発生直後から身の回りで起こっている状況を自身

想定を超える甚大な被害に見舞われました。災害によって失われた

の体験を通して紹介した大友氏は、建築家として、応急危険度判定

日常生活を速やかに取り戻すためには、身体的、経済的な問題をは

などの活動に携わる傍ら、被災地で見聞きした生活状況について報

じめ、さまざまな問題に直面します。シンポジウムでは、
「想定外」

告をされました。最も重要なことは、時間軸を明確にした復興のあ

という言葉が多用される中で、今まで想定していた災害対策につい

り方を模索することであると述べられました。

てどのように考えていくか、いま一度見直す場となるように望みま

地域のまちづくり委員会と共に復興住宅に取り組んでいる手島氏

す。また、市民・行政・専門家が災害に対して事前の段階から緊急

は、自力再建住宅と災害公営住宅を共存させることの困難さを紹介

支援、復興に至るまで連携して活動のできる社会を目指すことを願

されました。特に災害公営住宅での高齢者の見まもりや継続性をど

います。

う担保し、維持管理してゆくか、多くの課題を解決しないと将来居

■討議内容

住空間が破綻することに繋がる懸念が大きいと報告されました。

基調講演として、山地氏から岡山市の各種災害ハザードマップを

急遽 JIA 東北支部福島地域会長阿部直人氏から福島の復興につい

もとに、市民へ防災啓発活動を働きかけ、日常生活に意識的かつ組

て報告をしていただきました。福島の場合、ふるさとの喪失感から

織的に地域防災の気運の向上に努めているとの紹介がありました。

精神を病んでいる被災者が多く、復興の見通しが見えない現実や自

また、災害対策の補助制度や自治組織づくりを報告されました。

治体の政策とのギャップが大きいことを報告されました。根本を問

地元岡山の建築の専門家の集まりによる過去 3 年間の防災啓発活

われている現実をどうのり越えるか。さまざまな関係性を問い直し

動を紹介した藤井氏は、岡山

将来のビジョンを共有するために、困難を乗り越えて

県の自然災害は少ないが、近

異分野の専門家と協働することが重要であると指摘さ

年の研究成果として断層型地

れました。

震の可能性が新たに見つかっ

大石雅弘（岡山地域会／ ADO 建築設計事務所）

たことや、安政南海地震の被
害状況が江戸期の記録に克明
に記載されているなど、地域
NOVEMBER 2014

※おかやま建築 5 会＋ 1 まちづくり協議会：（一社）岡山県建築士会／（一社）岡山県建築士
事務所協会／（一社）日本建築学会中国支部岡山支所／（公社）日本建築家協会中国支部岡
山地域会／岡山建築設計クラブ／ NPO 法人まちづくり推進機構岡山
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会員便り
【広島・福山】

ホームを拠点としたインターローカルな活動
活動拠点としてのホーム 福山市
私が生まれ育った福山市は広島県の東
端に位置する中核市で、広島県内では広
島市に次ぎ 2 番目となる約 46 万人の人

写真2

現在の福山駅

シャッター街化が進む福山本通商店街

口を擁する都市である。広島＝広島市と
いう一括りにされがちであるが、福山市
は広島市と距離にして約 100kmと離れ
ており、古くから備後国として西は尾
道市・三原市から東は隣接する岡山県井

福山城遺構を活かした水辺公園プロ
ジェクト

笠地方を含む備後都市圏の中心都市であ

山駅はホームから間近に福山城本丸を望

る。このような歴史的 ･ 地理的背景から

むことができる特異な駅だ。これは城の

広島市と別の独立した経済圏域を確立し

外堀を東西に横断する形で JR 福山駅が

ながら固有の文化が育まれてきた地域で

通っているからである（写真 1）。しかし

写真3

もある。そして方言においてもその違い

昭和初期までに全ての堀は埋め立てられ

なりつつある。この商店街は JR 福山駅

が見いだせる。よく広島弁とされるの

時代の波と共に遺構の破壊が進み、現在

から徒歩 5 分の場所にあり、私が小さい

は県西部の安芸弁の方であり、東部は

では城郭一帯の歴史の面影が感じられに

頃は実に賑わっており、そこへ行くのを

備後弁である。一般的に接続助詞は安

くい状態となっている。2016 年に福山

楽しみにしていたアーケード街である。

芸弁では「じゃけん」であるが備後弁で

市制施行 100 周年を迎えるにあたり福山

近年、このアーケードもシャッターを下

は「じゃけ～」といった感じで微妙なよ

駅前整備事業が進められた 7 年前、埋め

ろしていくスピードが年々加速している。

うでアクセントなど大きく違う。

立てられた石垣が発見され福山城遺構を

このように廃れ始めている中で、こちら

活かした水辺公園プロジェクト（図 1）の

も 2016 年の福山市制施行 100 周年を迎

声が市民団体から沸き起こった。駅舎に

えるのに合わせてアーケード商店街再興
の機運がある（写真 3）
。

豊かで安定した自然環境
福山市は瀬戸内海式気候に属し、県内

よって城郭一帯を南北に分断されたが

でも降水量は少なく年間約 1,200mmで

故に、生み出すことができるユニークな

現在、このアーケード商店街再興プロ

あり河川の流量が少ないのが特徴である。

駅前計画だ。この提案は結果的に実現す

ジェクトにわれわれが関わっているの

海と山がとにかく近く、多くの島が点在

ることなく石垣の調査後、計画通り現

でここで少し触れたい。私たちの事務所

する瀬戸内海の眺望は天候が良いと四国

在（写真 2）の駅前となる残念なカタチと

に話がきたのはもう 3 年半ほど前である。

山脈まで見渡せる。また歴史上大きな地

なった。なぜならば、特別に新しいも

組合理事の方によると「電柱をなくして

震被害もなく近年までは地震空白域とさ

のをつくるのではなく歴史という時間を

地中化する」
「同時にアーケードも取っ

れており、台風の大きな被害もない比較

カタチにすることこそ福山駅前のアイデ

てしまえば町並みがきれいになるのでは

的自然災害が少ない土地柄でもある。

ンティティをつくりだせたのではないか

ないか」という話もあったようだが、最

と思うからである。しかし全国に目を向

終的には電線地中化の目処は立たず今後

けると長崎市では埋め立てられた出島を

アーケードを残すべきかどうかという相

中心市街地の再開発と遺構
現代の主な交通手段のひとつである鉄

100 年かけて復元整備している事業もあ

談が始まりであった。このアーケード街

道が大きく変わらない限り、駅はその街

るように、長期的な視点で福山中心市街

の課題を整理すると次のようになる。

の最初の印象を与える場所である。そう

地の姿を今後も考えていかなければなら

①アーケード老朽化による美観の損失

考えると特徴のない駅前の風景がいかに

ないと思っている。

②顧客の減少

多いことか……そういった観点では、福

写真1
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図1

外堀を東西に横断するJR福山駅

中心市街地の賑わいと商店街の未来

③商店街としての衰退
約 100 店 舗 の う ち 3 分 の 1 が シ ャ ッ

中心市街地についてはもうひとつ、昨

ターを下ろしておりアーケードの天蓋部

今の郊外型ショッピングモール進出によ

分をなくしてしまうと、連帯感も希薄と

る中心部のアーケード商店街の衰退が挙

なり徐々に住宅街化していくことが予想

げられる。県庁所在地にある商店街は賑

される。福山市のような地方都市におけ

わいを維持しているようだが、そうでな

る商業施設は車で行けるところでないと

い地域の商店街アーケードは往々にして

繁盛するのが難しい状況であり、つまり

疲弊している。福山市の商店街も例外で

駐車場を確保できることが商売を維持す

はない。なかでも江戸時代から城下町に

るための条件となっている。しかし街中

形成された商人町「とおり町」の名で親

で古くから軒を連ねた小さな商店街とい

しまれた全長 430mもある歴史あるアー

う集合体は特異であり、ひとつの箱に多

ケードもご多分に漏れずシャッター街に

数のテナントがあるよりもトオリを歩き
JIA MAGAZINE 309

図2

商店街再興完成予想図

写真5

改修前の外観

写真6

80年前の環境を再生した後山山荘

た。というのも瀬戸内海の海流は東西の

たものであるが、施主が利用しない時期

紀伊・豊後水道から流れ込み、鞆の浦沖

の活用方法も要望として挙げられていた。

を境に潮の流れが逆転することが理由で

そのため竣工後から聴竹居倶楽部の代表

ある。古い町並みや街路も現存し、江戸

である松隈章氏をはじめ多くの方々の協

時代の港湾施設である「常夜燈」
「雁木」

力を経て 2014 年 9 月から後山山荘倶楽

ながら買い物ができる楽しさや、気持ち

「波止場」
「焚場」
「船番所」全てが残る唯

部を発足し、月 1 回の一般公開に漕ぎ着

良さを再認識できる環境が重要だと考え

一の港である。景観も素晴らしく朝鮮通

けた。後山の中腹に佇む「後山山荘」か

た。単にアーケードを取り払うのではな

信使の寄港地にも指定され「日東第一形

らの素晴らしい景色と 80 年前からの環

く、何か賑わいの環境が生み出せないか

勝」と賞賛されるほどの風光明媚な地域

境を再生した取り組みを知っていただき、

という思いから組合理事や商店主の方々

である（写真 4）
。

多くの人に大切にされる場所になってほ

と幾度もヒアリングしながら提案をまと
めてきた（図 2）。
現在このプロジェクトは、福山市の行

ここにおいても少子高齢化や産業の衰

しいと願っている。さらに今後、鞆の浦

退、現代の車社会における通行の利便

という歴史ある町並みと共に関わってい

性など……時代の波は押し寄せた。今か

ければと思う。

政や多くの関係機関にも積極的に関わっ

ら 30 年ほど前に港の両岸を埋立て橋梁

ていただきながら大きな山場を迎えよう

によって結ぶ県道のバイパス計画が浮上

としている。順調に進んでいけば 2016

した。この計画の是非を巡る議論や論争、

年 7 月に新たな環境として商店街アー

そして裁判が長い間続いた。現在この架

現在の成熟した日本の社会だからこ

ケードが再興する予定である。商店主の

橋計画は県が中止する意向を固め山側で

そ、様々な地域の特性が顕在化し、本当

方々の要求の基本は自分の店の商売だが、

道路整備を進める協議をしている。不便

の意味で豊かな状況が生み出せるのでは

少し広い視点で自分たちの街全体を生か

という価値観に対して工夫することで古

ないかと思っている。しかしながらモノ

していく方向へ一緒に持っていけたら良

くからあるものを活かす英断だと思って

や情報は溢れ利便性が加速していくこと

いと考えている。ハードを整備すれば何

いる。

に反して、人の心はますます貧しくなっ

かが変わるという幻想を抱かず、一人
ひとりの街を思う気持ちと行動が持続可
能な状況を生み出すということを認識し、

地域と密接に関わりながら
50 年 ･100 年先を描く

ていっているのではないかと感じる。グ

過去からの明珠を未来につなぐ

ローバルな社会を俯瞰しながらそれぞれ

福山市出身の建築家に武田五一、藤井

の地域にある価値観に気づける豊かな心

互いに思考し続けていかなければならな

厚二がいる。現在の福山市章のデザイン

が、今問われているように思える。中長

い。

は武田五一によるものである。また、藤

期で街に関わっていく一朝一夕ではない

井厚二の実兄である藤井與一衛門の別邸

取り組みこそ、身近な地域で活動する建

が鞆の浦にあり 5 年前発見された。そこ

築家の役割である。その人と人との関わ

福山市の南端に位置する港湾、鞆 の

に佇んでいた瓦解寸前の廃屋に藤井厚二

りの中に次代へつなげていくバトンがあ

浦。古くから潮待ちの港として繁栄し

が設計した痕跡が残されていた。それは

ると思っている。

歴史ある潮待ちの港町
とも

京都大山崎にある聴竹居のサンルームに

「明珠掌在」という好きな禅の言葉が

酷似していたからである（写真 5）。この

ある。計り知れないほどの価値は、すで

敷地を購入された新たな施主からの依頼

にあなたの掌にあると教えてくれている

でわれわれは福山市に唯一残る藤井厚二

言葉。日々の小さな気づきを大切にしな

の建物を活かしながら、新たにコンバー

がら、今後もホームである福山市を拠点

ジョンすることにした。設計に 3 年・工

にインターローカルな活動をしていきた

事に 1 年を費やし 2013 年 10 月に 80 年前

いと思う。

うしろ

の環境を再生した（写真 6）。この「 後

やま さん そう

山 山 荘」を再生するまでの 4 年間の長い
時間と多くの方々との協働のプロセスは
割愛させていただき、ここでは竣工後の
利活用の活動について少し触れたい。後
写真4

NOVEMBER 2014

鞆の浦（広島県福山市鞆町）

山山荘は個人の別邸として新たに再生し

（中国支部 / UID）
前田圭介
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JIA 正会員は全員登録建築家に

委

るのですか。
大澤●もともと建築家資格制度委員会というものが本部
と支部にありました。それは、第三者機関である建築家
資格制度評議会（議長：小倉善明氏）の下にある委員会で、
登録建築家の制度を運用してきました。

度経由ルートの 2 つを並列させる、つまり方針転換では
なくて複線化を目指すということです。登録建築家と正
会員を合体させるのではなく、正会員は全員登録建築家
ですと重ね合わせるように制度設計をしています。

JIA 正会員と登録建築家の違い
―― JIA 正会員ルートを考えるとき、JIAの正会員である

ご質問の「職能・資格制度委員会」はこれとは別の委

ことがひとつのステータスでもあるのに、どうして

員会で、資格制度を中心に建築家の職能を継続的に検討

登録建築家にもならなければいけないのか、という

していく組織として、昨年の本部機構改革の一環として

考え方もありませんか。

立ち上げられた委員会です。

大澤● JIAの正会員と登録建築家はどう違うのかを明ら

――最も重要なミッションはなんでしょうか。

かにしないといけません。

大澤●現在 JIAが登録建築家制度を運用しているのは、

長

―― 職能・資格制度委員会ではどのようなことをしてい

るということです。したがって、正会員ルートと社会制

員

登録建築家への 2 つのルート

UIA アコードには、Expertise（専 門能力）
と Autonomy

最終的には建築家の国家資格をつくることを目標として

（自律性）
（献身性）
（ 責任）
と Commitment
と Accountability

います。そのためのルートとしてまず登録建築家という

という 4 つの建築家のプロフェッショナリズムの原則とい

民間の制度をつくり、それを社会制度として定着させて

うものが示されています。実は UIA アコードはたびたび

最終的に国家資格にしようという考えです。このため、

改訂されていて、結構古いバージョンのものが出まわって

2002 年に JIAと日本建築士会連合会は二会合意を交わし、 いたりするのですが、今回は英語と仏語の最新版をもとに、
将来的には建築士会の統括設計専攻建築士（一級建築士
のみ）と JIAの登録建築家を合体させ、社会的な制度にと

このような根本的な作業から見えてきたことは、JIA

して定着させようと、ずっと協議してきました。ところ

の会員は、4 つのプロフェッショナリズム原則のうち「自

が、いろいろな状況の変化があり、最近はやや後退気味

律性」や「献身性」
、
「責任」については、JIAの会員規則

で、この「社会制度経由ルート」は先行きの見えない状

や倫理規程、行動規範、建築家憲章などによって縛られ

況となっています。

ていて、一応は満足できるレベルにあると考えられます

一方で、昨年の JIA 総会後の意見交換会で、芦原会長

が、
「専門能力」に関していうと、一級建築士を取って 5

から、正会員全員が登録建築家になって、JIAの全正会

年以上の設計監理の実務経験者であることが唯一の縛り

員は UIA アコードで規定している建築家のありように

で、これは非常に甘いのではないか、CPD（継続職能研

合致している存在だということを事実として示し、いろ

修）も会員規則では謳われていますが、実際は JIAとし

いろな状況で資格制度が変化した場合にも、JIA 正会員

ては運用していませんし、これでは専門能力が担保され

全員がそのまま国家資格に移行できるような態勢をつ

ているとは言えないのではないかということです。

くっておくべきだという提言がありました。これを「JIA

一方で、登録建築家は「専門能力」に関しては十分審

正会員ルート」と言っていますが、つまり、国家資格と

査されています。過去の実績などを出していただいて

しての建築家へのルートを、従来の社会制度経由ルート

審査し、CPDも義務付けています。ところが残りの「自

と並行して、JIA 正会員ルートというものを用意すべき

律性」
、
「献身性」
、
「責任」に関しては、登録建築家の資格

というものです。社会制度経由ルートも廃止するわけで

要件の中ではほとんど触れられていません。唯一、
「国際

はありませんので、これと整合を取りながら、正会員

建築家（UIA）基準と同等の資質能力、倫理性を有するも

ルート実現のための課題を整理し、理事会の承認のもと

のに登録建築家の資格を与える」とありますが、その資

に実行に移すのが、我々に課せられたミッションです。

質能力・倫理性とは何なのかは全く書かれていませんし、

中には登録建築家制度そのものを JIAの会員資格要件

審査もフォローもされておらず、登録建築家の申請書類

に取り込んでしまうという考え方もあります。ところが、

を出す時に誓約書を書いてもらうだけなのです。これま

そうすると 社会制度経由ルートを消してしまうことに

で、登録建築家≒ UIA 基準と考えてきましたが、言葉で

なってしまいます。つまりいつでも統括設計専攻建築士

そう言っているだけで、実態が伴っていないということ

と合体できるように、登録建築家は外に出して第三者機

が見えてきました。

関が認定して運用していくかたちを残しておく必要があ
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あるだけでも不十分なのです。すべてを満たすようにし

意味で何でも設計することができるのは、設備一級と構

ないと世界で言われている建築家にあてはまりません。

造一級の両方を持っている一級建築士です。一級建築士

したがってこれらを重ね合わせることではじめて世界標

にはさまざまな職能の方がいるので、デザイン、設備、

準の建築家が形の上でできあがるのです。それをどのよ

構造のどれをやる人なのか、外からはまったくわかりま

うに具体的に制度に落とし込んでいくか、それがこれか

せん。なので、かつて建築関連 14 団体が集まった時に、

ら半年くらいでやらなくてはならない作業です。

やはり意匠専門であることをきちんと明示して職能がわ

――具体的にはどのような作業になるのでしょうか。

かるようにするべきだという話が出ました。そうしない

大澤●これはあくまで検討中の案ですが、まず JIAの一

と、現場監理をやっている人も、教職に就いている人も、

級建築士の資格を持っている正会員全員を、登録建築家

行政の人もみんな一級建築士で、設計してもらえる一級

の資格があると認定して、登録建築家になっていただ

建築士がどこにいるのかわからない。その状況を何とか

きます。その上で、きちんと CPDをやっていただいて、

解消したい。それが今の建築士法を変えようという JIA

3 年ごとに、今後は 5 年ごとにしようと思っていますが、 の資格制度の考え方の根底にあります。ですから JIAの
登録の更新をしてもらう。登録料や制度を維持するため

建築家は世界標準の能力や倫理を持っていて、その人た

の更新手数料は JIA 会費に含まれます。

ちに頼めばちゃんと意匠設計をしてもらえるという形を

CPDの単位が足りずに更新できず登録建築家ではな

きちんとつくることが大事だと思います。

くなった正会員は会員種別を変更していただこうと考え

―― 登録建築家に重点を置くことは、建築家の職能を確

ています。ただし、会員種別の変更は会員にとっても会

立するためで、その客観性を担保するのに世界基準

にとっても重大事ですので、相応の猶予期間を設けたい
と思っています。この方法はとても危険で、どんどん

の UIA アコードに沿っているということですね。
大澤●その通りです。ただし、UIAは世界基準といって

正会員が減ってしまう恐れがあります。実際に登録建

も地域性をかなり認めています。CPDの必要単位数は

築家は資格の更新段階で

AIAの中でも州によってばらばらです。また、資格の認

数 が 減 っ て い て、 ピ ー ク

定は AIAが州ごとに行っているので、世界基準といいな

は 2,500 人くらいでしたが、 がら地域独自の基準を持つことを UIAが認めています。
いまは約 2,000 人まで減っ

ですから、日本なりに咀嚼をして、必要な部分は読み替

ている状態です。でもその

えていくことも考えられます。例えば、日本で義務付け

ようなリスクがあったとし

られている一級建築士の定期講習の分は CPDを割引し

て も、 芦 原 会 長 は「や る」

ましょうとか。

とおっしゃっていますので、
これからはできるだけ会員
を減らさない工夫をしなく
てはなりません。

2 つの委員会で連携して取り組む
―― 職能・資格制度委員会はどのようなメンバーで活動
しているのでしょうか。

更新に必要な CPD 単位

大澤● 8 名で、うち 5 名が東京のメンバーです。いずれ

を現行の 3 年で 108 単位より少なくしますし、また単位

もいままで資格の問題に深く関わってこられた方です。

そのものも取りやすくします。建築家大会に行って公式

―― 資格委員会は専門性が高いので、簡単に参加できる

行事やシンポジウムなどに出ると、必要な単位の 3 分の

るというわけではなさそうです。

2 くらいは取ることができるなど……。そうすると大会

大澤●そんなこともありません。いま職能・資格制度委

参加者も増えるかもしれません。

員会と本部・支部建築家資格制度委員会が役割分担して

もうひとつ大切なことは、登録を機械化することです。

進めようとしています。2 つの委員会が連携を取らなく

いまは手作業で集計しているため登録更新は年 1 回です。

てはまとまりません。本部・支部建築家資格制度委員会

JIAの新会員には随時なることができますから、登録建

は地方のメンバーもたくさんいますし、興味のある方は

築家の更新と整合しません。ですから、機械化して更新

どんどん入ってきていただいて構いません。逆に、職

も随時できるようにしたいと考えています。

能・資格制度委員会のほうは理論構築の場なので理解す

意匠の専門家であることを明示する

るのに時間がかかるかもしれません。
とにかく、外から見て JIAの正会員は全員登録建築家

―― 世の中に一級建築士の資格は知られていても JIAの

であるというわかりやすい形をつくりたいのです。我々

ことはあまり知られていませんから、JIAの正会員

職能・資格制度委員会はそのような理想を目指していま

かどうかは仕事上であまり効力がありませんでした。 す。これからいろいろな手続きを経て、2015 年 6 月の総
しかし、登録建築家が社会的に広まっていけば、信

会で最終的に承認をいただき、7 月からこの正会員ルー

用を得るために会員数が増えることにつながります。

トをスタートさせたいと考えています。

大澤●姉歯事件をきっかけに、設備設計一級建築士と構
造設計一級建築士という資格ができました。いま本当の
NOVEMBER 2014

――どうもありがとうございました。
（2014 年 10 月 10 日

聞き手：今村創平）
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■ 理事会報告

山大会でのフレッシュマンセミナー・全国地域会長会議の報告お

第 222 回理事会速報

よび東北支部大会でのフレッシュマンセミナーについての報告、

日

時：2014 年 10 月 23 日（木） 13 時 30 分～ 16 時 37 分

会員資格の停止・退会の取扱いについての報告、その届出書式に

場

所：建築家会館 1 階大ホール（集合方式会議）

【審議事項】

1． 入退会承認の件
入会 8 名（正会員 1 名、ジュニア会員 1 名、学生会員 1 名、法人協
力会員 5 名）、会員種別変更 1 名（シニア会員 1 名）、退会 1 名（法
人協力会員 1 名）、死亡退会 1 名（名誉会員 1 名）につき、出席理
事の過半数以上の賛成をもって承認された。

2．「フェローシップ委員会」委員承認の件
フェローシップ委員会 3 名の委員委嘱につき、出席理事の過半数
以上の賛成をもって承認された。

3．「JIA 保存再生会議」の設置および議長、副議長承認の件
全国会議「JIA 保存再生会議」の設置と同会議議長、副議長 3 名に
つき、出席理事の過半数以上の賛成をもって承認された。なお、
同「JIA 保存再生会議」運営規約案（総務委員会承認済）が報告さ
れた。

4． 役員候補者選挙規程改正の件
「役員候補者選挙規程改正」案について審議の結果、出席理事の
過半数以上の賛成をもって承認された。

5． 会長専決による後援名義等承認の取り扱いについての改正の件
会長専決による後援名義承認の取り扱いについての改正案につい
て、出席理事の過半数以上の賛成をもって承認された。

6．「JIA 事業活動助成」採択について
「JIA 事業活動助成」の採択結果（「逃げ地図 BASE」和歌山地域会、
「帰宅困難区訪問施設ツアー（東北支部大会 2014 福島のうち）
」
東北支部、
「横浜新市庁舎研究事業」神奈川地域会）3 件について、
出席理事の過半数以上の賛成をもって承認された。

【報告事項】

1． 職能・資格制度委員会報告
大澤秀雄職能・資格制度委員会委員長より、建築家資格制度の
「JIA 正会員ルート」実現のための方策と課題について報告が行わ
れ、各支部での説明会の日時設定の要請が行われた。

2． フェローシップ委員会報告
筒井信也専務理事より、本年度上半期（6 ヵ月）の会員減少数が昨
年度 1 年分を上回っており、緊急に会員拡大の対応と体制をフェ

ついて報告が行われた。

3. 「JIA25 年賞」見直しについて
堀越英嗣教育・表彰委員会委員長より、
「JIA25 年賞」改定と「JIA25
年顕彰」制度創設について趣旨説明が行われた。

4．「JIA 環境会議」WGの設置の報告および WG 委員の報告
筒井信也専務理事より、
「JIA 環境会議」WGの設置の報告および
WG 委員の報告が行われた。
5． 後援名義等承認の件（会長専決分）
筒井信也専務理事より、会長専決事項である後援名義等承認の報
告が行われた。

6． 景観整備機構指定について（滋賀県）
松本敏夫副会長より、景観整備機構指定について滋賀地域会が大
津市と進めていること、申請に際しては、当会は単一組織のため
会長となること等の報告が行われた。

7． 全国住宅部会連絡会議報告
鈴木利美理事より、
「JIA 建築家大会 2014 岡山」での、全国住宅部
会連絡会議の報告が行われ、住宅部会の全国ネットワークについ
ては、今後検討していくこととなった旨報告が行われた。

8． JIA・KIT・NPO 法人建築文化継承機構三者覚書の件
森暢郎副会長より、JIA・KIT・NPO 法人建築文化継承機構三者
覚書について、現在内容を詰めており、次回理事会に審議を願う
こととなる旨報告が行われた。

9． 非構造部材の安全確保に向けて JSCAの提言について
森暢郎副会長より、一般社団法人日本建築構造技術者協会（JSCA）
が非構造部材の安全確保に向けて提言したことについて報告が行
われた。
併せて、森副会長より「災害復興」に関する公共建築工事の円滑
な施工確保に関する説明会（東北三県）
、品確法の動きについて
報告が行われた。

10．
「JIA 建築家大会 2016」について
事務局より、
「JIA 建築家大会 2016」開催について、過去の開催場
所・日時・テーマの報告と開催場所等検討方の要請が行われ、早
急に検討することが確認された。

11．オリンピック・パラリンピック施設整備について

ローシップ委員会にお願いした旨報告が行われた。

芦原太郎会長、上浪寛副会長より、新国立競技場および東京都に

道家俊太郎フェローシップ委員会委員長より、会員拡大活動への

よる五輪関連施設整備に関する状況および JIAの対応について報

重点体制、取組方針等の説明と協力の要請が行われた。また、岡

告が行われた。

■ 本部便り

NPO 法人建築文化継承機構設立
本年 5 月の東京都知事の認証により NPO 法人建築文化継承機構
（代表：仙田満氏）が発足しました。この法人は、JIAと金沢工業大学
（KIT）が、2007 年に締結した「JIA・KIT 建築アーカイヴス設立に関す

2014 年秋の叙勲・褒章受賞者
2014 年秋の褒章および叙勲で受章された JIA 会員の皆様をご紹介致
します。
（敬称略）
今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

る協定書」に基づき設立した JIA-KIT 建築アーカイヴスの運営に携わ

【旭日小綬章】 押田 洋治（押田建築設計事務所）
〈北陸支部〉

る予定です。

【黄綬褒章】

小川 浩 （小川一級建築士設計事務所）
〈近畿支部〉

【黄綬褒章】

廣瀬 高保（中建築設計事務所）
〈東海支部〉
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『JIA 基本政策諮問会議答申書』へのご意見を募集しています
本誌 307 号（9 月号）に同封しました『JIA 基本政策諮問会議答申書』
につきまして、会員の皆様よりご意見を募集しております。
詳しくは JIA ホームページのトップページにある答申書のバナーよ

りご確認下さい。
（会員専用ページへのログインが必要ですのでご注意下さい）

新規正会員入会承認者
● 2014 年 10 月 23 日承認
関東甲信越支部
その他

1名

稲毛恒男（㈱金子設計）

ジュニア会員 1 名、学生会員 1 名、法人協力会員 5 名

編集後記

今月号は、巻頭にてトム・ヘネガンさんにお話をうかがい

会の大澤秀雄委員長に、同会の活動内容についてうかがっていま

洞察に優れ、しかもとてもまっとうです。うかがっていて、

重要な関心事だと思いますし、変化する時代の中で建築家の職能

ました。ヘネガンさんの話は、ウィットに富み、知的であり、
思わずはっとさせられることが多々ありました。辛口の内容
であっても決して嫌味に聞こえず、終始楽しそうに語るヘネ
ガンさんは、本当に建築がお好きなのだと思います。ヘネガ
ンさんの愉快な語り口が、どの程度誌面で再現できているか
不安です。

す。資格制度が今後どのようになるかは、皆さん全員にとっても
がどうあるべきかという、JIAが取り組み続けるべき課題でもあ
ります。

JIA 岡山大会からのいくつかのレポート、成功に終わった大会

の模様を、お届けします。

毎回、表紙のスケッチを依頼したあと、どのようなものが選ば

会員便りでは、広島県福山市を拠点とする、前田圭介さん

れるのかが楽しみなのですが、今回の菊竹清訓氏の実測図には驚

めていたことですが、結果として依頼した時期が、8 月の広

より、この実測図が建築家の原点となっていることがよくわかり

に寄稿いただきました。実は、前田さんへの依頼は前から決
島の土石流災害からまだそれほど日がたっていない時となっ
今村創平

てしまいました。こちらの配慮が足りなかったことを反省し
ていますが、郷里の自然災害の傷もいえない中、寄稿を快諾
され、地元への思い溢れる文章を書いていただきました。

委員長へのインタビューシリーズは、職能・資格制度委員

きました。そして、菊竹氏の片腕であった遠藤勝勧さんの解説に
ました。今回の表紙では、ほぼ原寸大で再現しています。今、国
立近現代建築資料館で開催中の「建築のこころ―アーカイブに

みる菊竹清訓展―」でも、この実測図が展示されているそうです。
ぜひ足をお運びいただき、実物を見ていただければと思います。
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JIAと日建学院が共同で設立した
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2014.11

「NPO 建築家教育推進機構」の
一級建築士定期講習を受けましょう
講習が受けられる教室は、全国に 87 カ所です
開催日は 12 月から月 2 回、詳しくは講習案内を参照

宮崎市大字本郷北区 2440-24

●講習案内は『JIA MAGAZINE』11 月号に同封しました。お手元にない場合は、
●日建学院コールセンター 0120-243-229 までご連絡ください
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