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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 賠 償 責 任 保 険（ケ ン バ イ ）オプションのご案内

「工事監理オプション」が新設されました
建築家賠償責任保険の基本プランは、建築家が日本国内において行った設計等の業務のミスに
起因して生じた賠償責任をカバーしています。
「工事監理オプション※」に加入することで、工事監理に起因して生じた事故にも対応できます。

ケンバイ補償内容
建築物に滅失もしくは損傷が
生じていない事故

｢建築基準法および所定の建築基準関係法令｣
に定める基準未達

⇒「建築基準法等未達オプション」で補償
｢建築基準法第 20 条｣ に定める基準未達

⇒「構造基準未達オプション」で補償

2015 年 4 月新設

機能的不具合（給排水 ･ 電気 ･ 空調 ･ 遮音性）

⇒「基本プラン」で補償

建築物に滅
失もしくは
損傷が生じ
ている事故

「基本プラン」で補償

工事監理の業務ミス
⇒「工事監理オプション」で補償

設計図書の作成業務／施工者に対する「指示書」の
作成業務／ ｢施工図｣ の承認業務

工事監理業務

「工事監理オプション」の概要
建築家が日本国内において、工事監理の業務ミスでその建物に物理的「滅失もしくは損傷」事
故が発生し、建築物や他人に損害を与えたとして、訴訟を受けた時の応訴費用、訴訟の結果、
法律上賠償しなければならない場合の損害、訴訟費用を補償します。
【お支払いの対象となる場合の例】
工事監理者として配筋検査を行ったが、設計図書と異なる配筋がなされていることを見落とした。
その後、梁にクラックが発生し、訴訟を受け裁判で損害賠償が確定した。

【お支払いの対象とならない場合の例】
保険の対象となる事故は発生したが、訴訟は提起せず民事調停のみで解決した場合。
（※） ここでは「工事監理オプション」の概要をご案内しています。
「工事監理オプション」の詳細は、2015 年 4 月始期のパンフレットをご参照いただくか、下記までお問
い合わせください。

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

《引受保険会社》

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

FAX：03-3401-8010

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

「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」は、損保ジャパンと日本興亜損保が2014年９月に合併して誕生した会社です。
SJNK14-14519（2015.1.15）
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［広瀬鎌二］
（1922-2012）

SH

建築家のスケッチ

−
30

22

戦後の焼け野原時代が終ろうとする頃、広瀬鎌二は住宅建築の新しい表現
として鉄骨という材料に着目し、それを用いて近代合理主義の中にある住宅
の美しさを追求した。それは自邸として建てられた SH-1 を起点とする木構
造の鉄骨化からアプローチし、試行錯誤を繰り返しながら鉄骨住宅独自の構
造や生産システムへと展開していった。またクライアントの要求する生活空
間に応じるため、平面計画は構造から切り離される必要があり、設計手法と
してモデュラーコーディネーションが求められた。こうした広瀬の考えは当
時の社会的な傾向である「建築の工業化」
「住宅の量産化」
「設計の標準化」と
見事に一致するものであり、注目されていた。

SH-30 は、広瀬が試みた鉄骨住宅「SH シリーズ」のまさに到達点である。
三鉸接ラーメン構造の考案によって、住宅の立面からブレースを追放し空間
の広がりを生み出すと同時に、工法の精度も高めた。また建築を構成してい
る主要な部分（建築要素）は分割・部品化され、配置・平面計画・建築部材・
家具に至る総体のモデュールが適用された。敷地は 1.2 ｍのグリッドで分割
され、そこに構造や部品をさまざまに組み合わせた新しい生活空間が生まれ
ることになる。このときすでに広瀬の頭の中には従来の平面図や立面図、展
開図といった建築図面はなかった。作られたのは独自のプログラミング言語
で製図された住宅の設計図と、所員やクライアントと空間のイメージを共有
する言葉としてのスケッチだった。スケッチの中にある静かな空間には人物
は登場せず、新しい居住者を待っているかのようでもある。SH-30 以降の作
品は、新しい設計システムの実践に費やされた。
やがて大学教授として赴任し教育者となった広瀬は、近代合理主義に疑問
を持つようになり、環境や伝統というテーマを強く意識しはじめる。それ
は「環境と工業を結ぶ」ことをテーマにした雑誌『造』の編集に力を注ぐこと
につながり、また一方で日本建築の木造技術やその歴史的・工学的・空間的
変遷を設計者としての目線から研究する中で『伝統のディテール』の刊行に

施工中

Photo：平山忠治

矢野和之・岡建司︵文化財保存計画協会︶

内観パーススケッチ

至った。大学の研究室では毎年恒例のように古建築を巡るゼミ旅行を自ら企
画しており、広瀬が撮影した古建築の写真やスケッチなども数多く残されて
いる。

水彩

唐招提寺
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どの時代にも
建築家は存在する
植田 実氏に聞く

今回は、私たち建築家にとって伝説的な雑誌『建築』、
『都市住宅』の編集に携わり、その
後、住まいの図書館出版局の編集長を務め、現在も集合住宅をはじめ多くの建築や建築
家についての著作や論評を書かれている編集者、植田実さんをゲストにお迎えします。
最近の建築に対するお考えをはじめ、昨今の建築家の本の傾向や、建築家に対する思い
（『JIA MAGAZINE』編集長 今村創平）
などをうかがいます。

あるけれど、権威的な感じを出さない解説のこまやかさ

建築家自らが本をつくる時代
今村

が伝わってきて、建築家は施主に対してこうでなければ

本日は、植田さんにお話をうかがえるということ

で、とても楽しみにしていました。
植田

ならないという思いが強調されています。一般の人が読
んでも、建築家像や、建築家の仕事がどのようなものな

今日は編集者として自分のことを話す前に、最近

『建築家って面
のか、よく分かる。古谷さんはもう 1 冊、
古谷誠章＋ NASCAの仕事』をほぼ同時期に出さ

刊行されたいくつかの建築家作品集を紹介したいのです。

白い

建築の印刷メディアへの表れかた、それに関わった建築

れていて、これがさらにディープな解説本。

家、編集者、写真家、デザイナー、出版関係者の意識は、

今村 『NOBUAKI FURUYA 古谷誠章作品集』は建築メ

ちゃんと時代に呼応していることがよく分かります。

ディア研究所の大森晃彦さんが編集されており、古谷先

それでまず、飯田善彦さんの『飯田善彦

そこでしか

生とは早稲田大学の同期ですから、お二人で共同して作

できない建築を考える』
。飯田さんの建築家としての全

成されたのでしょう。

貌が初めて分かる。本の作り方も面白い。アクリルの

植田

そういう、人つながりもあるんですね。

ケースにサイズも厚さも違う 4 冊が入っています。それ

それから『TOYO ITO 伊東豊雄の建築』1、2。これは

でいて全体は軽妙です。今までの建築家の本は、1 冊に

TOTO 出版でつくられた大建築家の集大成的作品集な

まとめて写真を大きくしたり図面を大きくしたりすると

んだけれど、権威的でもモニュメンタルでもない内容が

文章が読みづらい。分冊にすれば面倒で扱いにくい。で

見事ですね。カバーのデザインはポップで軽やか。イン

もこの本はデザインがとても良くて、図面は A4 の 1 冊

タビュアーが、最初期のアルミの家から年代順に作品に

にまとまっていますし、年表は経本状に折りたたまれて

ついて質問し、伊東さんがそれに対して個々に答えてい

いる。また計画案のプレゼンテーションだけを 1 冊にま

ます。そのインタビュアーが最初は伊東さんの建築につ

とめているのには意表を突かれました。建築家の営為が

いては、遠い昔の作品のことを聞いているような印象で

見える仕掛けです。ロゴデザインもうまくて、4 冊一緒

すが、だんだん現在に近くなってくると質問も密度が高

にするとはじめて飯田さんの名前が完成する。発行はフ

く現実味を帯びてくる。インタビュアーはじつは伊東さ

リックスタジオ。編集事務所ですが、最近は発行もして

んのスタッフで、だから、編年体の作品構成が生々しく

いるようです。

出ている。スタッフがよく勉強していて、しかも自分が

今村

編集事務所が出版も手がけ始めたということです

ね。

担当したものについてはちゃんと整理して客観的に質問
している。伊東さんもそれに対して、長く説明している

新しい動きだと思います。このあと紹介する本に

ところもあれば、
「うん」とか「そうですね」だけのとこ

ついても、註のリストにある編集・発行・発売元に注目

ろもあって、その余韻がまたいい。というか、その声が

してほしいんですが、従来の建築専門の出版社はごくわ

聞こえてくるような臨場感がある。

植田

ずかで、私的編集者やむしろ建築専門外の出版社が大胆
な企画の受け手になっている。

それから青木淳さんの『青木淳ノートブック』。これ
がまた不思議な本なんだな。むしろアートに近い。青

1972-

木さんがこの 20 年間に使ってきた 104 冊の大学ノート

2014』
。長谷川さんの事務所で刊行しています。スタッ

のページをほとんど全部、縮小して延々と収録するだけ

フの方が、編集もデザインも担当して手作り感がある。

というカッコよさ。ノートはプロジェクトごとではなく、

つ ぎ に 長 谷 川 逸 子 さ ん の『住 宅 ･ 集 合 住 宅

モノクロ写真で一貫し、図面もきちんと描き直している。 時系列で書かれているので、いくつの建築現場が同時期
いかにも長谷川さんらしいフレッシュで気持ちのいい本。 に動いているのかもわかるし、打ち合わせのメモもマン
古谷誠章さんの『NOBUAKI FURUYA 古谷誠章作品

4

ガみたいなスケッチも数式も出てくる。

集』は彼の全 179 作品を網羅して、彼自身が解説を書い

今村

植田さんは全部読まれたのですか？

ている。丁寧につくられた本です。いわば大作品集では

植田

読めるわけないじゃないですか（笑）。ちょうど
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青木さんにインタビューすることもあって、ある程度

レットは一般には販売されていないと思うけれど、とて

は読みました。面白かった。例えば MoMAがル・コル

もきれいにつくられています。若い人はこのような作品

ビュジエやミース・ファン・デル・ローエのアーカイブ

集をつくるのがうまい。

の本を出したりしていますね。その扱いは、ほとんどが

今村

建物別になっていて、最初のシンプルな発想の段階から

ハードカバーの作品集をつくったりしていますね。

検討して最後は完成に向かうまでのプロセスを追いかけ

植田

ていましたが、青木さんのは実施図面まで描いてそのま

建てる建築』
。これ、大傑作。TOTOのギャラリー・間

ま中止になってしまったものも全部記録されている。そ

でつくった鐘楼を、展示後に解体して石巻の保育園に運

ちらのほうが強く印象的で、建築家はこうやって仕事し

ぶ、それだけのことを 1 冊の本にしている。トラックで

ているのかということがよく分かります。そういう意味

延々と運んでいる写真がずっと続く。最後には石巻の保

でもほんとうに読みでのある本でしょうね。

育園で再度組み立てて、塔のまわりで園児たちが喜んで

今村

でもよく公開できましたよね。その辺はよく整理

されているのでしょう。
植田

巻末に、全プロジェクト別に、精密な、どの作品

自分のポートフォリオをきれいにまとめたり、
そして、長谷川豪さんの『石巻の鐘楼

ふたたび

いる姿がある。最初の部分は説明がついているけれど、
いざギャラリー・間で建てはじめ、完成し、解体し、搬
送し、石巻の幼稚園で再び建てあげるまで、一切文章が

はどのノートの何ページにあるのかが分かる、きれいな

なくなってしまう。写真だけです。あっと思いました。

一覧表がついています。青木さんのこれまでの作品集も

映画を見ているようで、実に感動的。最後に、鐘楼は石

ユニークだったけれど、青木さんという建築家を知るに

巻に建っているという文章が出てくるんだけれど、写真

はこの「ノート」がいちばんでしょう。

が街のあちこちを映しても、鐘楼そのものは全く出てこ

つぎに藤田雄介さんの手作りの作品集。足立区にある

植田
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なくなる。つまりこの街に鐘楼が根付いていることを、

UR 花畑団地の改装コンペで 1 等を獲った、1981 年生ま

鐘楼の姿を見せないことで見せている。言葉がなくなり、

れの若い建築家です。作品ごとに分冊されたこのブック

さいごは建物そのものがなくなり、そして石巻の街が感

実（うえだ まこと）

1935 年東京生まれ。早稲田大学第一文学部フランス

文学専攻卒業。
『建築』
（1960 創刊）編集スタッフ、
『都
市住宅』
（1968 創刊）編集長。現在フリー。住まいの
図書館出版局編集長。

1971年 ADC 賞。2003 年日本建築学会文化賞。

著書に『ジャパン・ハウス』
（グラフィックス社 1988）
、

『真夜中の家』
（住まいの図書館出版局 1989）、
『アパー
トメント』
（平凡社 2003）、
『集合住宅物語』、
『都市住宅
クロニクルⅠ、Ⅱ』
、
『住まいの手帖』、
『真夜中の庭』
（み
すず書房 2004-2011）、
『植田実の編集現場』
（ラトル

ズ 2005）、
『いえ 団地 まち』
（木下庸子との共編著 住
まいの図書館出版局 2014）、ほか
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〈註〉

飯田善彦 『飯田善彦 そこでしかできない建築を考える』 編集・発行／フリックスタジオ 2014.11
長谷川逸子 『住宅 ･ 集合住宅 1972-2014』 編集・デザイン／六反田千恵、発行／長谷川逸子・建築計画工房、発売／鹿島出版会 2014.9
古谷誠章 『NOBUAKI FURUYA 古谷誠章作品集』 編集／大森晃彦、発行／建築メディア研究所 2014.5
古谷誠章 『建築家って面白い 古谷誠章＋ NASCA の仕事』 編集／木下豊（文屋）、発行／文屋（小布施）、発売／サンクチュアリ出版 2014.6
伊東豊雄 『TOYO ITO 伊東豊雄の建築 1971-2001』『同左 2002-2014』 発行／ TOTO 出版 2013.12、2014.10
青木淳 『青木淳ノートブック』 発行／大和プレス（広島）、発売／平凡社 2013.8
藤田雄介 手作りの作品集（仮題）
長谷川豪 『石巻の鐘楼 ふたたび建てる建築』 写真／阪野貴也、編集／隈千夏、デザイン／色部義昭、発行／誠光堂新光社 2012.9
「菊竹学校」編集委員会編・著 『菊竹学校』 発行／ NPO 建築文化継承機構、発売／建築画報社 2015.1

じられるという演出です。
さいごは今年出版された『菊竹学校』で、作品集では
ありません。64 人のお弟子さんたちが書いている。企画

作品履歴を一回分解するようなものを先導してつくって
いて、これからは建築家が発案する楽しい仕事の本が
次々につくられてくると思います。

としては普通かもしれません。でも、これは一回きりの

作品集では写真が使われますが、建築の写真を撮る

ことで、この機会を逃したら、あらためて人を集めて書

ということは、ひとつはもちろん記録ですね。プロの

いてもらうことなど二度とできません。

建築写真家は設計者の意を汲んで、できるだけよい記

一般に編集者の発想は、往々にして定本とか決定版と

録を残そうとする。しかし第三者の眼で見るということ

か、より完全だとかより網羅しているとかの方向に行き

は避けられない。もうひとつの、批評性がそこに否応な

ます。それに対して、
『菊竹学校』もそのように見せなが

く内在する。だから写真を見るということは、使う立場、

ら、菊竹さんという、銅像を建ててもいいような建築家

住む立場からの視線を介入させていることですね。一

を、それぞれの文章が全部分裂させてしまっている。そ

方、TOTO 出版から出された堀部安嗣さんの作品集で

れだけ菊竹さんという人が特異な人だったことがよく分

は、堀部さんご自身が写真を撮られている。分かりやす

かりますが、とくに最初の遠藤勝勧さんの文章が、この

い写真で、それは設計の立場から一連のシーンを展開し

菊竹さんのおかしさや不思議さを見事に活写していて、

ているからで、図面とあわせて建築を読んでいくのが楽

それを読むと他の文章も読まざるを得なくなってしまう。 なんです。近々、こんどは平凡社から全作品集を出され
それは建築家像を語るには本当はやってはいけないこと

るのですが、また新たに撮り直しもされているようです。

なのかもしれませんが、切実に書くとそうなる。分裂と

建築家にとっての写真という問題には、ル・コルビュ

統合とが混然として、新しいスタッフからは新しい設計

ジエや丹下健三も深く関わっていた歴史がありますが。

ツールが出てきて、そこから見た菊竹さんを書いている。
菊竹さんが生きた全時代がとてもよく見える。
この本はきっと 100 年経っても良い本だと思いますし、

絶対建築家

100 年経ったらかけがえのない本になっているはずです。 今村 植田さんには編集者と著者の、二つの顔がありま
戦後の建築家にはこのような人がいたのかという、生々

すが、まず編集者としての経歴を聞かせてください。

しい記録になるでしょう。しかもみんな恨み言ではない。 植 田

）を、合わせて 24 年間やりました。
『GA HOUSES』
菊竹さんがみなさんに敬愛されていた証拠ですね。 住宅』

植田

単純に愛されていたのではない証拠ですね（笑）。

それからフリーになって住まい学大系を約 28 年、現在

生の建築家像に一体どういう意味があるか、これから大

に至っています。結局、今年で編集経歴は 55 年ですね。

きな問題になってくるかもしれません。

その仕事を通して確信がさらに強まってきたのは、建築

昔は丹下健三さんや篠原一男さんは神格化されて

家はどの時代にも絶対に存在するということです。1980

いましたが、いまは Facebookなどで建築家のプライベー

年代に入ったころ、早稲田大学から声がかかって、2 年

トの姿を知ることも容易で、プライバシーを守ったり、

生の住宅の設計実習の講師をしました。実際にある敷地

神格化することは、よほどそういうソーシャルメディア

を設定して課題を出したり、かなり細かい注文をつけた

から距離を置いて、自分でイメージコントロールしない

りしたこともある。例えば、洗濯物を人に見せてもいい

限りは、とても難しいと思います。今日はここで会議を

ように干せる場所とか、ペットが必ずいる住宅とか。そ

したあと飲んでましたとか、ここに現れましたとか、す

のうえとても提出期限が早くて、学生は翌週にはもう模

ぐにネット上に出てしまいます。プライバシーも何も

型を作ってきていました。

あったものではありません。

今村

ちょっとしたプレゼを毎週つくる課題ですね。

植田

そうです。それで、課題を出した夜、自分でもそ

今村

植田

6

1960 年 か ら 84 年 ま で 3 冊 の 雑 誌（『建 築』
『都 市

今村

まったくそうだと思います。

いま見てきたような最近の建築家の作品集から感じる

の課題で設計を考えたりしたのですが、翌週学生の持っ

のは、建築家像が変わってきたというよりも、建築家と

てきたものを見ると、まるで違う。ちゃんと建築になっ

しての自分の伝え方が面白くなってきたんだと思います。

ている。大学 2 年生ということは、2 年前は高校生だっ

それまでの建築家の作品集は同じようなものばかりだっ

たわけですね。その時初めて、建築をめざしてやってく

た。それは編集者にむしろ知恵がないのではないか。墓

る学生はこんなに違うのか、と思いました。やはり建築

碑銘的な編集ばかりしていた。最近は、建築家の側から

家的な発想というのは絶対にあって、それは完全に独立
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した、つまり宇宙が形成されている考え方で、普通の人

いたのでしょうか。

間が考えている建築とは違う。これまで会ってきた、建

植田

築設計を仕事とされている方たちを、経験を積まれてい

杉浦康平さんデザインの表紙で……。いや、
『SD』より

るということだけで理解していたむきがあったのですが、

もっと固いじゃないかと言われてしまいましたね。

それぞれにスリリングな建築家的発想を重ねてやってき

今村 JIAも前川國男さんや丹下健三さんがいらしたこ

たのだと。俳句をやる人などもそうらしい。20 代後半く

ろは、いわゆる大建築家の集まるサロンだというイメー

らいから始めると、もうすでに遅くて、いくらいい句が

ジがありましたが、いまは時代そのものがそうではない

読めても小さいころからやっている人たちとは、ちょっ

という議論がありまして、JIA 自体も選ばれた建築家だ

と違うらしい。

けではなくて全国津々浦々で建築を実践している建築家

建築家もたくさんのアイディアを出してそれをまとめ

会社側としてはね。そうしたらまた『SD』と同じ

が集まっている場所だという方向にシフトしています。

ていけることは、考える以上に建築勘とでも言うべき特

日本の社会における建築家のあり方そのものが、50 年前

殊な回路がある。そういう建築家に対する驚きが僕には

とはかなり違うのでしょう。

ずっと先行していて、それを伝えたかったのだとあらた

植田

いま『都市住宅』が復刊して、また編集長をやら

めて思いました。少しでも造形的に見えることをやると、 せてもらえれば、その違いがよく分かるのかな。
いま建築雑誌が難しいのは、建築の裾野が広がっ

たちまち建築家の独りよがりだとか、自分の作品にして

今村

いると言うだけでは先に進めない。建築を批評すること

て収拾がつかず何でもありになっているため、却って企

は建築をつくることより難しい。いたずらに褒め上げる

画を立てるのが難しくなっているのではないのでしょう

のだけでは当然ダメで、いかにきちんと建築の本質を、

か。どのような企画も新鮮さがないですね。

一般の人と共有できるように伝えることが必要なんだけ

植田 70 年代のころの建築雑誌はとにかくライバル同

れど不可能に近い。伝える側、例えば僕は、建築家のよ

士でした。売れ行きとか特ダネとかでの競争ではなく、

うな絶対的な動機を、まだ見つけられないからです。

やはり編集方針の鮮明さで勝負していたと思います。そ
れは『建築年鑑』
『国際建築』そして個人誌と、メディア

建築雑誌はどうなるのか

を変えながら自分の思想をますます露わに示そうとした
宮内嘉久さんなどによく表れていますが、平良敬一さん

今村 『建築』ではフィリップ・ジョンソンなどいろい

が創刊された『SD』は、それまでの建築界には考えられ

ろな建築家を扱っていました。一方で、
『都市住宅』の場

なかった、文化的ジャンルを超えた総合がメディアその

合は大物建築家よりも、都市の中でゲリラ的な建築家を

ものの構造になっていた。ある意味では編集方針の究極

取り上げていましたが、雑誌のコンセプトがそうだった

だったといえます。しかし総合は運営において思わぬ困

のでしょうか。植田さんはもっと柔らかいものや繊細な

難にぶつかる。一般に総合誌と呼ばれる雑誌がそうであ

ものに関心があるようにも思えるのですが……。

るように、何を取り上げてもよい。それは言いかえれば、

植田 『建築』の編集スタッフ時代は、すべてが未経験で、 その編集者は取材対象とのあいだにつねに距離をとって

APRIL 2015

雑誌としての編集方針にも無頓着でした。だから自分の

いることである。安全圏であることは編集方針を可視化

好きな建築家、ミースやジョンソン、ピエール・ルイー

できにくい。巻頭に編集言を掲げたくらいではね。メ

ジ・ネルヴィ、アンジェロ・マンジャロッティなどの特

ジャーの建築誌とも区別がつかなくなる。平良さんがそ

集を資料の請求からページの割りつけまでほとんど一人

の後『住宅建築』を創刊されたのは、そんな読みがあっ

でやっていました。それが『都市住宅』になると全体を

たのかとも思います。僕が受け持っていた『都市住宅』

見なければならなくなり、そのとき初めて編集方針を強

は取材対象がはじめから限られているし、頁数も少ない。

く意識するようになったと思います。会社からは『都市

マイナー誌です。だから扱う建築の色でメディアそのも

住宅』というタイトルにこだわらず、もっと自由に考え

のが一挙に染まってしまう。結果、編集方針がよく見え

ていいと言われましたが、どうしても都市と住宅との関

るような印象をもたれた。そう説明することもできます。

係を中心にやらなければならないと考えこんでしまって。

最近の建築誌について感じるのは、いま出来てきた建

鹿島出版会では、住宅を『SD』では消化しきれないので、

築をシンプルに取り上げるという、いちばんの基本が見

別に専門誌を出そうと僕に声がかかったのですが……。

えにくいことですね。そして大きな雑誌も小さな個人誌

今村 『モダンリビング』のような雑誌を思い浮かべて

もなぜか回顧的です。70 年代は回顧、とくに近過去の回
7

木下庸子・植田実共著
『いえ 団地 まち―公団住宅 設計計画史』
〈住まい学大系103〉（発行／住まいの図書
館出版局、発売／ラトルズ、2014）

植田実著・平地勲写真
『アパートメント―世界の夢の集合住宅』
（発行／平凡社、2003）

顧は編集企画としては大冒険でした。それを評価する筋

感覚的なものがちゃんと投影されて見応えがある。彼ら

道をつくらずに現在の状況を広げてきた。今村さんの

が実際に社会に出て仕事をしても、そういうイメージを

おっしゃるように、裾野が広がり収拾がつかなくなって

守っていれば、あとは実務としてのいろいろな問題が当

いるのは、メディアをシンプルにつくる能力が低下して

然あるわけですが、住宅を完成体に持っていけるのでは

いるからだと思います。

ないか。
ところが集合住宅は違う。ル・コルビュジエのマルセ

若い世代の建築に期待
植田

けれども建築が面白いことには間違いありません。

イユのユニテを訪ねたとき、ヘンリー・ムーアやパブ
ロ・ピカソの彫刻や絵画と同じ感銘を受けました。あれ
ほどデフォルメされている人間像なのに、そこら中にい

だから、若い人の建築はもう見なくてもいいということ

る人間と比べて、明らかにピカソやムーアの方が本当の

は僕にとってはまったくない。設計の道具、素材、情報

人間で、宇宙と交歓できるボディをもっている。ユニテ

が今という時代を端的に教えてくれるし、みんな自然体

を見たときはそのくらい感動してしまった。もちろん建

ですね。

築家の力量でしょうが、集合住宅というジャンルの潜在

今村

建築に限らず他のジャンルでも、多くの人は若

能力がすごいと思いました。

い人や新しいジャンルに対しての興味をだんだんと無く

集合住宅の計画そのものは非常に難しくて、同じ建物

します。年配の人は、若い人に興味がない、建築家でも

の中に複数の人間を住まわせるということは、それまで

自分の作品にフィードバックできないから若い建築家に

もあったけれども一番貧しい建築の形だった。それを突

は興味を持てないとおっしゃる人もいます。僕なんかは

然 20 世紀になって新しい崇高なものにしようとして理

何でも興味を持ちすぎて、腰が据わっていないというの

論づけようとしたのが、ル・コルビュジエであり、ミー

か……。外国人の建築家と一緒にいると、彼らはびっく

スのレイクショア・アパートメントなどもそうだった

りするくらいはっきりしていますね。一緒に歩いていて、

かもしれません。貧しさと崇高さが交差する、それが集

世界的な話題作のすぐ脇を通っても、
「興味がないから」

合住宅設計の本来的な難しさだと思います。個人住宅と

と言って見ようともしない場合もあるのです。自分の世

違って最後まで完成しない。もっとも崇高なものであっ

界が崩れてしまうことを恐れているのかもしれません。

て未完成。一緒に住むということが大前提としてあると、

建築家でも編集者でもきっとそういうことがある

当然いろいろな不都合が出てくる。そういう意味ではど

でしょう。見たくない建築、見たくない本や雑誌が。考

こまで追いかけていってもきりがないので、ついつい一

えてみると僕は建築は何でもよろこんで見せてもらいま

生懸命になったのかもしれません。

すが、文学は選択の幅が極度に狭い。大学時代からの習

今村 『アパートメント―世界の夢の集合住宅』は、人

性かな。

びとが実際に生活している集合住宅を訪ねていますが、

植田

今村

日本人の方が曖昧なのかもしれませんね。

それは普通の建築雑誌ではやりにくいことです。建築家

植田

つねに新しいものを吸収してきた歴史ですから。

の作品としてもきちんと書かれてますし、そこでどう住
んでいるのかもきちんとレポートされていて、写真も撮

集合住宅の不思議さと面白さ
今村

植田

平地勲さんという、ふだんは人を撮る写真家の撮

りかたがうまく出ています。住民を撮るのに作為的なと

は、集合住宅や住宅に関する著書が大変多いです。それ

ころがある。それがちゃんと決まっている。

らはライフワークなのでしょうか。

今村

夫婦がポーズを撮っていたりして物語的なところ

がありますね。

植田

そんなつもりはないのですが。

今村

集合住宅に関する一連の著書を拝見して思うのは、 植田

自分で写真を撮るときに勉強になりました。建築

よほど集合住宅への愛がなければこれほどの量は書けな

雑誌の撮り方は、人間を入れるのはスケールや空間構成

いだろうということです。

も明快に見せるという考え方だと思いますが、それと違

植田

8

次に著者としてのことをお尋ねします。植田さん

られている。

まず、同じ住宅でも、個人住宅と集合住宅はまっ

う。面白いですね。この本は、前もってヨーロッパ中の

たく違うと思います。学生の課題設計を見ていても感じ

予定をセッティングし、住民にもちゃんと予約しておき、

るのですが、個人住宅は学生が作っても、生理的なもの

コーディネーターも現地で待機し、準備が整っていると
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植田実著・鬼海弘雄写真
『集合住宅物語』
（発行／みすず書房、2004）

ころに取材に行くので、1 日のずれも許されない。どん

今村

な気象条件であろうとスケジュール通りに動かなければ

した。また最近も、ライフスタイルに関することがも

ならない厳しい取材でした。住民もテープを回している

のすごく流行っていて、本屋に行くとそういう本ばか

間は、この団地はこの辺がいいです、とか言っているけ

りです。以前は北欧から学ぶという感じでしたが、いま

れど、テープが止まった途端に文句が出たり。とくに低

は、いろいろなものを自分で選んできてくっつけて、生

所得者向けの住宅では、不平不満が多い。

活をつくっていくようです。日本ではこの 50 年くらい、

今村

309 号でトム・ヘネガンさんにインタビューした

日本人は戦後大きくライフスタイルが変わりま

ライフスタイルを試行錯誤し続けている感じがします

際、スミッソン夫妻は嫌われていたという話が出ました。

が、ヨーロッパでは新しいものも出てきてはいますが、

建築家が社会を変えようと力んでいると、逆に住民たち

基本的に 90 ％くらいは変わっていませんし、あまり変

は目の敵にしていましたが、いまの建築家はファッショ

えたいとも思っていないような気がするのです。50 年前、

ントレンドのようになって、行けば喜んでもらえるよう

100 年前と全然生活の場が変わっていなくても不自然に

になっていると……。

も思っていない。

学生の集合住宅の課題を見ても感じますが、ライフス

でも日本人は明らかに変わりました。集合住宅に対す

タイルや生活のクオリティをどう捉えるかで全く設計の

る考えも、1950 年代～ 60 年代は、あくまでも仮住まい

仕方が違ってきます。建築家にとってもジャーナリズム

でいつか一軒家という感覚だったと思います。それがい

にとっても集合住宅の難しさは、標準的な集合住宅は日

まは一生集合住宅でも当たり前というのか、その辺の腰

本でも世界でも作られていますが、標準をはずせば何か

の据わり方も少し違うような気がします。

変わった作品ができると考えてしまいがちです。ですが、

植田

集合住宅の持っている社会性などに一定の価値があって、

公団の高島平団地（1972 年）は最初 5,000 戸で計画され

ふたつの局面がつねにありますね。元・日本住宅

それを丁寧に追ってその価値をきちんと位置づけないと、 ていたのを、計画途中で住戸を倍にすることになった。
それが消えてしまいまるでなかったかのようにまた次の

そのために、極端にいえば住戸の広さが半分になってし

時代が始まってしまう、もしくは同じことが繰り返され

まった。だから若いときに入居して生活が少し安定し、

てしまうのではないでしょうか。

家族も増えると、すぐに次の団地、もしくは一戸建てに

植田

そう。蓄積と連続がない。集合住宅は時代を追っ

移るというように、回転の速い団地になった。いまでは、

てだんだん密度が上がっていくかというと、そうではな

外国の学生をたくさん入れて、活力のある団地を維持し

い。プライベートな場所とパブリックな場所と街に開か

ている。これは予測できなかったでしょう。

れた場所とを組み合わせることで、理想的な形を追求す

今村

ることになる。その図式がなかなか現実に結びつかない。 植田

同潤会江戸川アパートメントのように、一戸で充

個人住宅だと、暗い人は本当に暗い住宅を作っても、そ

実していると、ずっと住めるから全体が高齢化して限界

こを評価できるのですが、集合住宅は全体のバランスを

団地のようになってしまう局面もある。住宅公団の団地

つねに考えてしまう。

があまりよく言われなかったのは、同じ形の住棟が延々

個人住宅だと住み手が良いと言えば、どういう空

と並んでいること自体から大問題だったわけですね。増

間をつくってもいいわけですが、集合住宅は、買い手な

改築も基本的にはできないから均一性はさらに高まると

り住み手なり抽象的な人に対していい住まいとしてつく

も言えるし、まとまった規模の住環境がめまぐるしく変

らないといけません。

わることがないのは日本では珍しいとも言えますね。

今村

植田

APRIL 2015

動いてくれる良い例だったのですね。

基本的に集合住宅は評価されにくい。芦原義信先

『いえ 団地 まち―公団住宅 設計計画史』を一緒に書い

生にお話を聞きに行ったら、先生のほうからマルセイユ

た木下庸子さんが URの都市デザインチームのリーダー

のユニテの名を出されて、
「あれは良くないね、あんな狭

になったときに、住宅団地を見たいとお願いして、一緒

いところに住めませんよ」とおっしゃるのです。僕はユ

に 70 棟くらい訪ねてまわって、初めてその面白さには

ニテのホテルに泊まったとき、あの狭さが実に快適だっ

まってしまったのです。公団についての研究報告書は山

た。だから人の感覚や好み次第で違うし、パブリック

のようにあるのですが、一般に開かれたアーカイブがで

か民間かによっても、賃貸か分譲かによっても違うし、

きない。外に向けていい形で本を出すことがとても難し

ちょっとした違いが大きく現れてくる。それが集合住宅

いこともあって、この本は 8 年間もの時間がかかってし

の不思議さであり、その不思議さにとりつかれてしまう。

まいました。
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リノベーションという方法

今村

いらしたんですか。踊られたのですか？

植田

いや、踊らないけどね。劇場を改装して、その一

建築家的な発想を突き詰めていくと、ミニマリズ

部をディスコ・フロアにしているのですが、2 階の客席

ムというかモダニズムに抵触してしまうことがある。設

の椅子を取り払って傾斜したコンクリートスラブだけ

計は原則として白紙の状態から始めるわけですから。建

を残している。その闇のなかに座って、はるか下方に輝

築家的発想ということを考えたときに、与条件だけがあ

く光の動きを見ていたときの体感は最高でした。残って

る、それに対して発想を最も強く出そうとすると、変に

いれば良かったのですが。いまはディスコそのものが

装飾を付けたりすることもできなくなり、ついには何も

ニューヨークにあまりないようですね。

植田

無くなってしまう。それはたまたま 20 世紀という時代
を受けてそうなっているのかもしれません。だからモダ
ニズムはダメだと言っても、建築家の思考はどうしても

建築家が商業建築を手掛けると
私からも今村さんに質問していいですか？ イン

そこに行ってしまう。それをどう考えるかが、興味深い

植田

問題のひとつだと思います。

テリアデザイナーは当然改装をしますが、その辺につい

今村

学生を指導していてもそう感じます。最初は清里

のペンションのようなものをつくる学生もいるのですが、
「それはコンセプトが明快でない、もっと考えているこ

て、
『日本インテリアデザイン史』を書かれた今村さんと
してはどう思われますか。
今村

インテリアデザインに関しては、歴史と批評がな

とを適切に表現しろ」と指導するわけです。つまり指導

いのです。倉俣史朗さんがいらした頃は『ジャパンイン

とはそのようにしかできなくて、結果として構成が明快

テリア』という雑誌も出ていましたが、今はそうしたメ

なモダニズムになってしまう。

ディアもありません。建築は日本では割とアカデミズム

新しい建築をつくる一方で、古い住宅や建築のリ

に近いのですが、インテリアデザインは、大学では教え

ノベーションがありますね。ただ、改装の仕事も大事だ

られていませんでした。そのせいもあるのか、インテリ

と言う人たちは、必ずカルロ・スカルパの話になり、彼

アデザインの人はその空間の意味を問わず、どうしても

のカステル・ヴェッキオ美術館をご覧なさいと言う。日

工芸の方に行ってしまう。また建築でも住宅の批評はお

本人建築家だったら村野藤吾さんの高島屋増築をご覧な

施主さんがいるのでやりにくいわけですが、インテリア

植田

さいと言います。僕だってどちらも大好きだけど、建築

デザインの場合は 100% 商業施設なので、さらに批評が

家はリノベーションなどでこそ、より深く多様な建築家

しにくいですね。批判的なことは御法度です。

的発想をしているので、そこを相対的に扱っていない、
問題にしていないところがまだ弱い。
僕は日本の建 築 家では、村 野さんはもちろんだけれ

いま新しいものが次々に生まれているホテルなども、
このようなモードが来ているとか、このようなデザイン
上のテクニックがあるという話はできても、批評がしに

ども、磯崎新さんがすごいと思います。例えば主婦の友

くい分野であることは確かです。

会館。ヴォーリズの設計した主婦の友会館をわざわざ再

植田

現して、肩車するように新しい建物を上に載せた、ある

今村

ホテルも店舗もすべて商業建築的ですからね。
レ ム・ コ ー ル ハ ー ス が、2000 年 に 出 し た The

意味ではむちゃくちゃな建物ですが、あれを見たときに、 Harvard Design School of Shoppingという本の中で、建築雑
建 築 家的発想とは、スケールの操作で、もっと強 力な

誌に掲載されたビルディングタイプをリサーチしていま

建 築を現前できるのだとつくづく思いました。でも街の

すが、商業施設はほとんどありません。また、モダニズ

中の建て替えだから、そのあと真向かいの明治大学が

ムのル・コルビュジエ、ミース、カーンは商業施設をほ

建て替えられて、あのような大きいリバティタワーが建っ

とんどつくっていないといったことをコールハースは指

てしまうと、磯崎さんが見せようとした幻想としての巨大

摘しています。建築家は商業建築をやってはいけない、

さを操作する面白さが一瞬にして、単なる数字上の対比

やった段階から堕落してしまうと考えられてきたからで

だけになり消えてしまう。都市の問題が出てくるわけです。 しょう。
今村

同じことをヨーロッパでやると明確に対比が見え

てくるのでしょう。
植田

そのような事例が多いのでしょうね。あと磯崎さ

ところが、分岐点になったのはロバート・ベンチュー
リであり、ラスベガスは商業建築が都市をつくっている
というような言い方をしています。コールハースもその

んのリノベーションの傑作は、ニューヨークのディスコ、 後、プラダなどを手がけていますし、実際、渋谷でも新
パラディアム。
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宿でも、また空港にしても、都市の風景や表情をつくっ
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特集

ているのは完全に商業空間です。しかも商業デザインは
どんどん変わっていきますし、イメージや情報しかあり

ネクスト：建築家のこれから ❿

建築家という特異な存在
もうひとつ聞きたいのは、今村さんは長谷川逸子

ませんから、建築家はボリューム計算しかしないように

植田

なり、そのうえファサードもデザインしなくていいとな

さんの建築計画工房を経て、ご自分の建築事務所を起こ

ると、本当に建築家のやることが無くなってしまいます。

されましたが、ボスの立場とスタッフの立場との違いを

そのくらいの極端な状況が片方であり、これから商業建

どう感じられましたか。

築をどう扱うかは大きな問題です。

今村

以前私が外国の学生約 20 名を 3 ヵ月くらい日本で教

事務所にもよると思いますが、独立したらすべて

自分でやらなければならないという違いがありますね。

えたことがありますが、彼らに最後、東京の建築のベス

あと、スタッフとの共同作業が楽しい部分と、一人でや

トを挙げさせたら、30 個のうちの 6 個は代官山の蔦屋書

りたいところがあるのです。一昨年前に設計した建物は、

店、プラダ、エルメスなど、商業建築でした。つまり

実施図面も全部一人で描きましたが、ものすごく楽し

コールハースが分析した 2000 年以降は、建築家は商業

かったのです。人に任せないと仕事はなかなか終わりま

にかなりシフトしていて、インテリアの人に話を聞くと、 せんけれど。
ものすごく脅威を感じているとのことです。それは建築

植田 『GA HOUSES』では全ページのレイアウトを自

家の仕事がなくなってしまったからでもあるのですが。

分一人で作業していました。写真と図面の割りつけを一

昔はお互いに仕事があって、ちゃんと棲み分けていたの

人で原寸指定までやって、版下作業をする人に渡して、

が、いまは建築家に仕事がなくなってきて、インテリア

それを 8 年間。あのときは、その作業だけについては楽

に浸食し始めてきているという現象が起きています。

しかった。その前の『都市住宅』では作業を分けなけれ

現在は、商業空間が都市の中でどうあり得るかという
ことをまじめに考えている建築家も増えてきました。
植田

建築家が、店内の模様替えにとどまらない、大き

ば仕方なかったので、大よそのスケッチを描いて、細部
はスタッフに任せたりしていました。つまり、デスクは
建築の現場に行く機会も限られてしまう。
大きい建築をやりたいとも思いますが、そうなる

なレベルで商業を対象にしはじめたからですね。そうな

今村

ると日本のインテリアデザインは、繰り返し倉俣史朗を

と事務所に番頭さんが必要になってきます。でも住宅く

呼び出すしかないような史観に孤立してしまう。

らいの規模だと一人で丁寧にできる。どうしようか考え

今村

タウンスケープの中でこれがどのようにあり得る

かということですね。建築家はそれを提案できるのです。
ただ、村野藤吾さんは商業建築をたくさん手がけてい

ますし、このことは同世代の建築家ともよく話します。
日本の建築家は住宅から始まって、ステップアップする
という図式がありますが、外国の建築家と話していると、

ますし、谷口吉郎さんや吉田五十八さんも戦前は手がけ

もちろんスターになる人もいますが、食べていけるので

ていました。そして、いわゆる現代建築の初期に出てく

あれば、小さい建築をいくつかじっくりとやりたいとい

る商業建築は、槇文彦さんのヒルサイドテラスなのです。

う人もいます。ようやく住宅の味がわかってきたから、

多くの建築家が商業建築などはやるものではないといっ

そのおいしいところを任せるよりも自分でやりたいとい

ていたときに、都市空間として、どのように商業建築を

うことでしょう。

つくっていくかを最初に考えられたのは槇さんだったの

植田

です。商業建築は都市の中で重要なものであり、人々の

それを絶対建 築家と僕は呼びたいのですが、現 実に建

生活やコミュニティだと考えていたわけです。スパイラ

物が出来上がるまでをすべてひとりで行うことはできず、

ルも青山の中で都市的な空間として考えられています。

設計段階、施 工段階と、常に複数の人が関わり、しか

スパイラルは僕も近くに行くと用がなくても入り

もオーナーがいる。自己表現をまずアピールできる他の

ます。よく冷えた都市に入っていくような気持ちよさが

分野のアーティストとは違う状況の中で、
「建 築家」をど

ある。代官山ヒルサイドテラスもそう。槇さんは総合的

うやって確立していくかという問題がある。他にはない、

植田

建 築 家には建 築 家なりの 発 想 が 絶 対にあって、

なものを考えていたから、どうしても商業的な部分まで

人格というか仕事なのだと思います。そこを JIA がうまく

も無視できなくなって、本気で考えたのでしょう。代官

展開して、若い世代を呼び込めたらすばらしい。やはり

山では、街を作ったわけですから。

若い人がいないとね。
今村

本当にそうですね。今日は長時間にわたってあり

がとうございました。
（2015 年 2 月 26 日 JIAにて収録）
APRIL 2015
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2014 年度 JIA 各賞 受賞作品紹介

JIA 環境建築賞

第 15 回

JIA 環境建築賞は、長寿命、自然共生、省エネルギー、省資源・循環、継承性などのテーマを通じて、社会資本としての建
築を創造することができたか、を評価します。15 回目を迎えた 2014 年は、一般建築部門 7 点、住宅部門 4 点が選出されまし
た。
（応募数、一般部門 29 点、住宅部門 13 点）
審査委員 小玉祐一郎（委員長）・安田幸一・宿谷昌則・柳井崇・栗林賢次
総

評

抜粋

向かう方向である。もう一つの傾向は、変動する外界のポテン

応募にあたって「環境データシート」の提出が求められるが、
その内容が充実してきたのも近年の特徴である。

シャルを積極的に活用しようとする方向である。この二つの方向
のバランスをどのように解くかが設計上のキーポイントとなる。

第 1 次審査で選出された一般建築部門 7 点、住宅部門 4 点を、
第 2 次審査段階では建築家と技術家とのペアで構成されるチーム

もちろん、地域の気候によって、また、ビルディングタイプに
よってバランスのとり方も変わってくる。

による現地審査をする。その報告会を経て、11 月 22 日に公開審

全体として、省エネルギー・省資源にとどまらない多様な試み

査会が開かれた。この形式は前回からである。公開審査を経てあ

が印象的であった。とはいえ、
「環境データシート」に示される定

らためて感じることは、環境建築の評価の文脈の多様さである。

量的な評価が有効であるのは論をまたない。建築家と技術家の連

省エネルギーという視点から見ると、室内の気候制御が大きな

携がますます重要になっている。入賞作品についての個々の講評

課題になるが、この解決の方向が 2 分化する傾向にあるように思

からも環境建築の多様な傾向を読み取っていただきたいと思う。

われる。一つは、徹底した設備技術システムの高効率化・洗練に

一般建築部門

優秀賞

（小玉祐一郎）

清水建設本社

本作品は、清水建設本社の新社屋として京
橋に建てられた事務所建築である。大型の事
務所建築において常識となっていた室内空気
の調整を主とする冷暖房方式から、放射の調
整を主とする熱環境形成へとシフトすること
を主題として取り上げたところが重要な作品
である。外装は超高強度コンクリート製の枠

エントランスホール

を組み上げたもので構成されており、枠内に

設計者：見城辰哉、竹内雅彦、〈作品データ〉
荒井義人（清水建設㈱ 用途：事務所

また枠がボックス型の庇・袖壁を兼ねており、

所在地：東京都中央区
竣工年：2012 年
建築面積： 2,170.36㎡
延床面積： 51,355.84㎡
構造・規模：RC 造、一部 S 造
免震構造／地下 3 階、地上
22 階、塔屋 1 階

一級建築士事務所）

建築主：清水建設㈱
施工者：清水建設㈱

Low-E ガラスもしくは太陽電池が嵌め込まれ、
大きな日射遮蔽効果を得ている。加えて、室
内では LED 灯を用いた電灯照明により室内
発熱を極力小さくするデザインとなっている。
このような設えが、放射温度の調整を主とし
た熱環境づくりを可能にしている。このよう
な熱環境づくりを大規模な床面積に対して成

外観

功させたことの意義は大きい。 （宿谷昌則）

一般建築部門

優秀賞

長岡造形大学展示館

MàRoùの杜
長岡市内で活躍された故・丸山正三画伯の

3,000 点に及ぶ作品を展示、収蔵する小美術
館である。広い敷地に計画されたビオトープ
の形成を考えながらの配置計画、建築的な特
徴である入れ子かつ十字型の内部空間を構成
する内壁に構造要素、設備要素を持たせ、建
築・構造・設備が一体となり機能する仕組み
を実現させている点が環境配慮面での大きな
特徴である。特に、内壁に仕込んだ空調ダク
外観



撮影：山下秀之

設計者：山下秀之、江尻憲泰（長岡造形大学）、
長門秀樹（新菱冷熱工業㈱）
建築主：長岡造形大学
施工者：㈱大石組
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内観



撮影：佐武浩一

〈作品データ〉
用途：大学（絵画の展示収蔵施設）
所在地：新潟県長岡市
竣工年：2013 年
建築面積：200.11㎡
延床面積：299.33㎡
構造・規模：W 造／地上 2 階

トは、収蔵庫を包み込むように配置され、安
定した温熱環境の実現に貢献している。展示
空間は、直射光を避けながら積極的に昼光を
利用し、グレアを避けながら自然の光の変化
を感じさせる採光手法は巧みである。


（柳井崇）
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環境建築賞
一般建築部門

優秀賞

六合エレメック本社ビル
〈作品データ〉
用途：事務所
所在地：愛知県名古屋市東区
竣工年：2011 年
建築面積： 313.40㎡
延床面積： 1,155.27㎡
構造・規模： S 造／地上 4 階

名古屋の高級住宅街、白壁地区の高台に建
つ小規模本社ビル。間口の狭い敷地形状なが
ら、風を捉え建物奥深くまで導くための “ 集
風ウォール ”がまず目に入ってくる。さらに、
階段室を利用した縦方向の通風経路、そして
頂部排気口部分には、高さが稼げない分、潜
熱蓄熱材を仕込みソーラーチムニーとしての
煙突効果を助長させる等、小規模ながら建築
計画と一体となり、かつ創意工夫に満ちた自
然換気システムを構築している点が大きな特

風と光と緑のコリドール

集風ウォールが迎えるエントランス

一般建築部門

入賞

設計者：葛原定次、奥宮由美、田中宏明、石森秀一、
大西由希子、服部佳史（㈱日建設計）
建築主：六合エレメック㈱
施工者：㈱竹中工務店

大阪木材仲買会館

徴である。そしてこうした仕組みを適正に運
用していくための支援システムの設計・導
入にも力を入れており、ハードとソフトがバ
ランス良く提案されている点が評価された。


（柳井崇）

大阪木材仲買協同組合の事務所として、か
つて賑わった問屋街の一角であったことを大
切にして、木材についての情報発信基地にな
るよう設計された木造 3 階建ての建物である。
外観・内観ともに木造だからこその構成・表
現となっている。建物のファサード面は、道
路に面して立つ樹齢 60 数年の桜の木を緩く

内観

囲う曲線状となっており、近隣の街路空間に
優しい雰囲気をつくりだすとともに、ファ
サード面の木造バルコニー・木製窓枠・扉枠

外観

と複層ガラスの組み合わせは基本的な熱性能

設計者：白波瀬智幸、興津俊宏（㈱竹中工務店） 〈作品データ〉
用途：事務所
建築主：大阪木材仲買協同組合
所在地：大阪府大阪市西区
施工者：㈱竹中工務店
竣工年：2013 年

側に断熱性を持たせ、ファサード面に 8 ～ 9

建築面積： 453.27㎡
延床面積：1,032.19㎡
構造・規模：W 造＋ RC 造（一部 S 造、
SRC 造）／地上 3 階

一般建築部門

入賞

を備えている。隣地二方向に面する RC 壁外
月の日射遮蔽や昼光照明のデザインがさらに
加わったとしたら、春秋期の通風（あるいは
機械換気による外気冷房）可能時間が著しく
増加しただろうと考えられる。 （宿谷昌則）

ヤンマーミュージアム
ヤンマーミュージアムは、長浜市出身の山
岡孫吉氏が設立したヤンマー創業 100 年を記
念した施設で、長浜の旧市街地の黒壁界隈に
並ぶ、南部エリアの観光拠点拡張を目的とし
た地域密着型の施設である。箱もの振興では
なく、明治以来のヤンマーブランドの活動分
内観
屋上ビオトープでのワークショップ

野である農水産、環境等を通じ、将来を担う
子供のための教育の場であり、ヤンマーの誇
るコージェネによる排熱利用技術を建物に採

外観
ヤンマーの 3 つの事業領域「海洋」
「大地」
「都市」を表現した環境建築

設計者：近宮健一、東本光尚、生島宏之
（㈱日本設計）

建築主：ヤンマー㈱
施工者：清水建設㈱

APRIL 2015

〈作品データ〉
用途：博物館
所在地：滋賀県長浜市
竣工年：2013 年
建築面積：2,936.45㎡
延床面積：2,910.30㎡
構造・規模： S 造／地上 2 階

用し、環境分野への貢献をアピールする場で
ある。建築もその活動を象徴する、海洋、大
地、都市の 3 つの要素で構成されている。念
願の地域住民への排熱利用が実現し、災害時
の避難機能が充実すれば、これからの地域振
興のモデルになり得る、ポテンシャルの高い
施設である。

（栗林賢次）
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環境建築賞
一般建築部門

奨励賞

押上駅前自転車駐車場
東京スカイツリーへのゲートとなる駅前で
の駐輪場。自転車利用をさらに増やそうと
いう地域のエコ的発想をベースに、
「丘」をイ
メージした駅前広場としても、よく考えられ
ている。屋上を緑化し、近隣公園的機能を持
たせながら、グリーンスポットとして周辺の
微気候形成効果にも期待するという意図は明
快である。保水材料の開発や水収支計画など、
雨水の循環利用のための緻密な工夫は出色で、

外観

西側全景



撮影：工藤政志

設計者：土屋中、土屋哲夫（㈱日建設計）

建築主：墨田区
施工者：大林組・東武谷内田建設

一般建築部門

奨励賞

内観



撮影：鈴木研一

〈作品データ〉
用途：自転車駐車場
所在地：東京都墨田区
竣工年：2008 年
建築面積：1,943.65㎡
延床面積：4,048.04㎡
構造・規模： S 造／地上 2 階、塔屋 1 階

富士の湧水

都心部の排水インフラ負荷を減らす効果も期
待される。当初は、建築施設を組み込んだ計
画であったとのことだが、屋上緑化のスペー
スにカフェのような休憩施設が併設されれば
さらに利用価値が高まるのではないだろうか。


（小玉祐一郎）

第三工場
この工場は、富士山麓という土地環境を最
大限に活用し、地下 200mからの井水を直接
利用した飲用水商品として、また製造過程で
の冷却熱源の両方に使用している希有な井水
利用の環境建築である。井戸は薬品処理せ
ずに飲用水として製品化しているのだが、殺

内観

菌のため 80 ℃まで加熱した後、その加熱さ

3 階見学廊下

設計者：中楯哲史、白石晃平、内田孝（㈱竹中工務店）
建築主：岩谷産業㈱
施工者：㈱竹中工務店

外観

〈作品データ〉
用途：工場
所在地：山梨県富士吉田市
竣工年：2010 年
建築面積：2,059.16㎡
延床面積：6,303.06㎡
構造・規模： S 造／地上 3 階

水景

住宅建築部門

最優秀賞

れた温水を冷却するためにも通年摂氏 10 ℃
という低い水温の井水が利用される。その徹
底した井水の熱交換が評価された。使用され
た水は、地下 60mの浸透地層に戻している。
工場という単調な作業の合間にみるカフェか
らの森の風景、アトリウム、階段、また所々
に散りばめられたアートが、働いている人の
心に潤いを与えている。

NAVI STRUCT HOUSE 2
〈作品データ〉
用途：専用住宅
所在地：奈良県大和郡山市
竣工年：2013 年
建築面積： 70.41㎡
延床面積： 119.25㎡
構造・規模：W 造／地上 2 階

（安田幸一）

若い夫婦家族の住まいである。3 方を隣家
に囲まれ、唯一生駒山系を望む西側に開いた
敷地条件下で、眺望と西日、通風／採光とプ
ライバシーの確保を巧みに両立させている。
建物中央に据えた、シマトネリコを植えた通
り庭と吹抜け上部のトップライトによって陽
光を取り込み、通風を確保して、良好な室内
環境を維持すると共に、
「Navi Struct」と呼ば
れる舟形フレームにより、東西に長い山形屋
根を形成し、一部「入れ子」構造にして室内
の環境性能を更に高めている。各部屋は通り
庭に面して配置され、目的に適う空間を獲得

内観



撮影： 新建築社写真部

設計者：関谷昌人（PLANET Creations 関谷
外観
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撮影：喜多章

昌人建築設計アトリエ）

建築主：折居明英
施工者：ビショップデザインファクトリー

している。2 階では、西側の壁に正方形の窓
で切り取られた生駒の山並みが絵画のように
印象的で、時に 2 階の奥まで夕日に満たされ
るという住まい手の感激振りは、この困難な
条件に対する最適解であることの証であり、
最優秀にふさわしい。

（栗林賢次）
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環境建築賞
住宅建築部門

優秀賞

海南の家

海南の家は西側に海南港、遥か東南に長峰
の山並みを観る、老夫婦の終の棲家である。
断熱と遮熱が十分に確保され、西日の遮蔽、
通風とナイトパージを確保する開口部を適所
に配置し、四季を通じ快適な温熱環境を実現
している。北庭に開いた大きな開口部からは
順光の反射光が柔らかく室内を満たし、南側
内観



撮影：井上登

の高窓からのライトシェルフによる移ろいゆ
く反射光がアクセントになって、ゆったりと
した佇まいを醸し出している。来客を招く動

外観



線と丁寧なしつらえ、そしておもてなし、老

撮影：井上登

設計者：照井康穂（㈱照井康穂建築設計事務所）
建築主：奥勝次
施工者：前窪工務店

住宅建築部門

入賞

〈作品データ〉
用途：専用住宅
所在地：和歌山県海南市
竣工年：2012 年
建築面積：203.50㎡
延床面積：172.78㎡
構造・規模：W 造／地上 1 階

夫婦の幸せに満ちた暮らしのお話が完成度の
高さの証である。それ故に眺望とダイレクト
ゲインを犠牲にした、南を閉じた構成が議論
となり、あらためて誰のための何のための環
境建築か？という良質な問題提起をした作品
である。

（栗林賢次）

長岡の住宅
本建物は、店舗併用の三世代住宅であり、
三世代の居室を自由に空気が流動する一つの
大きな空間の中に配置するコンセプトは、世
界的な豪雪地帯にあり、冬季、雪に閉じ込め
られる地域における取り組みとしては、非常
に共感が持てる。さらに中 2 階に設けられた
内観

ハイサイドライトにより、自然光を取り込み、
併設するロフト空間を介して建物全体へ光を
配る仕組みは、冬季でも照明に頼らず自然光
を最大限利用しようという意欲的な試みであ

外観

設計者：石井大五（フューチャースケープ建築
設計事務所）

建築主：小林秀年
施工者：池田組

住宅建築部門

入賞

〈作品データ〉
用途：専用住宅
所在地：新潟県長岡市
竣工年：2011 年
建築面積：143.78㎡
延床面積：245.77㎡
構造・規模：W 造／地上 2 階

る。このロフト空間でのガラスや鏡による
パースペクティブな強調効果は大変ユニーク
であり、夏季の通風経路にも利用できるなど、
魅力的で多機能な空間となっている。


（柳井崇）

雨やどりの家
米子の西側、眺望に開けた高台の住宅地に
建つ三世代住宅である。天井が高く開放感溢
れる居間を中心に据え、巣箱のように各個室
がこの吹抜け空間を取り囲むように配置され
ている。夏場の強い日射を避け、海からの強
風を避けるという目的で南側に傾斜した片流
内観

れの大屋根で住居全体を覆った構成が極めて
ユニークであり、この構成が評価された。居
間の高天井ゆえ自然換気の効果も大きく、各
個室でも自然換気が期待できる。夏季は居間

外観

設計者：三宅正浩（㈱ y+M design office）
建築主：青戸優治・真珠美
施工者：㈱平田組

APRIL 2015

〈作品データ〉
用途：専用住宅
所在地：鳥取県米子市
竣工年：2012 年
建築面積：119.85㎡
延床面積：115.06㎡
構造・規模：W 造軸組構法／地上 2 階

の空調機一台で、また冬季は HP 熱源による
温水式床暖房で賄っている。夏季の西日を避
けきれず西側開口に簾を下げてはいるものの、
軒の深い南面、南西面からの間接光によって、
日中はほぼ照明設備に頼らない計画となって
いる。

（安田幸一）
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海外レポート

ドイツ建築事情

エネルギーヴェンデと共に歩む
ドイツの建築・都市
1. イントロダクション
2012 年 4 月、私はドイツの首都ベルリンに移り住んだ。
エネルギーを中心に社会変革を進めているというドイツ
で、建築設計や街づくりに携わりたいという思いからだ。
それ以前は日本の建設会社に勤務しており、ドイツに関
して詳しい知識を持っているわけではなかった。ただエ

金田 真聡

・ 都市スケール
高効率なコジェネレーション（熱電併給）と地域暖房
の推進。
・ 交通機関スケール
排熱が多く、エネルギー変換効率の低いガソリン・
ディーゼル自動車の削減。
・ 発電所スケール

ネルギー転換を進めるためには、単に電力の問題だけで

一般的に熱効率が 30 ～ 40%と低い、火力・原子力発

なく建築や街づくりも変わっていかざるを得ないであろ

電所の削減と再生可能エネルギーの推進。

うという確信はもっていた。そんな思いだけでドイツ語
が話せない私を、ベルリンの設計事務所が雇ってくれた
ことは幸運としかいいようがなかった。
ドイツというと再生可能エネルギーの推進や脱原発、

ドイツでは各分野での取り組みを一体的に計画・推進
することで、社会に必要なエネルギー供給量（一次エネ
ルギー換算※ ）を毎年約 2％ずつ減らし、2050 年までに
1

環境建築といったキーワードでとりあげられる機会が

現在のエネルギー消費量の半減と消費電力の 80 ％を再

多い。しかし実際に現地に住み、設計事務所に勤務す

生可能エネルギーで賄うことを計画している。

る中で経験したことは、各分野の政策や取り組みは個別
に進められているものではなく、エネルギーヴェンデ
（Energiewende: エネルギー大転換）という社会全体の変
革に沿って進められているということだった。
エネルギーヴェンデ

2. （
Energiewende: エネルギー大転換）

4.1 建築スケール：建物の省エネ化＝熱消費の削減
建築物の「省エネ化」は、日本でも積極的に取り組ま
れている。しかしエネルギーを「熱エネルギー」と「電
気」のふたつに分けて考えると、ドイツの省エネの特徴
は熱エネルギーの削減を第一にしている点と、その義務

エネルギーヴェンデとは、2010 年にドイツ政府が策定

基準の高さにある。一方日本は、優れた省エネ家電に代

した「エネルギー構想（Energiekonzept）」に基づく、2050

表されるように電気に対する省エネ意識が高いといえる

年に目指すべき社会への道のりのことである。その目

だろう。この違いはドイツが寒冷地であることや、温水

標は 2050 年までに CO2 排出量を最大 95％削減する「脱

を用いた暖房設備が広く普及していることなどに由来し

化石社会」の実現である。そしてそのために、消費電力

ていると考えられる。

の 80 ％を再生可能エネルギーで賄うのだという。日本

ドイツでの、社会のエネルギー消費の約 6 割は熱エネ

でも大きく報道された 2022 年までの脱原発というのは、

ルギーである。さらに家庭部門のエネルギー消費の 8 割

実はこのプロセスの一部でしかない。むしろその本質は、

以上が熱エネルギーであり、家電や照明のエネルギー消

エネルギー問題を軸に新しい社会づくりをしていく点に

費量の 5 倍以上にもなる。実は日本でも家庭でのエネル

ある。

ギー消費の約 6 割を熱エネルギーが占めるため、今後は

正直に言うと、私自身このような大きな変革は理想

その削減により高い関心が払われていくべきだろう。意

論や夢物語ではないかと心のどこかで思っていた。しか

外なことにドイツの再生可能エネルギーの推進は、この

しそれは、いずれどの国も直面するであろう気候変動対

熱エネルギー消費の削減より優先順位が低い。なぜなら

策の強化とエネルギー価格の高騰という問題に、現実的

2050 年のあるべき社会像は、現時点のエネルギー消費

に向き合い選択された道であるということが理解できた。

量の半分で成立することを前提としているからだ。

なぜならエネルギーヴェンデは、人口減少社会における
地域経済の活性化や、各産業の国際競争力を高めるため
の経済政策でもあるからだ。だからこそ単に掛け声でな
く、そのロードマップには現時点で考え得る具体的な数
値目標や方法論が示されている。

3. エネルギーヴェンデの 4 つの柱
・ 建築スケール
社会全体の約 3 割を占める、建物で消費されるエネル
ギーの削減。
16

ドイツの家庭での消費エネルギー割合

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)

※ 1：一次エネルギー : 自然から採取されたままの物質を源とした
エネルギー。
『大辞林』
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ドイツ連邦議会議事堂

4.2 既存建物の省エネ改修が第一
ドイツには 2014 年現在、約 4,100 万戸の既存建築物

交換すると、過大なスペックのものを採用してしまう
ケースも多い。
ドイツの建設業界は、1990 年代後半に新築から既存

があり、新築は年間約 14 万戸程度しかない。そのため

建物の改修中心へと転換した。行政が新築数を制限し、

既存建築物の省エネ改修こそが効果的な消費エネルギー

省エネ改修へと誘導したからだ。現在勤務する設計事務

の削減となる。数の少ない新築を最新の省エネスペック

所でも、新築より改修計画の方が多い。新築への優遇措

にするだけでは、建設分野全体での省エネ効果は非常に

置を廃止しつつ、既存建物への補助や融資を拡大し、20

小さいからだ。むしろ既存建物の省エネ改修は確実にエ

年で建設業界を新築中心から既存の改修中心へと改革し

ネルギー消費量の削減になるが、新築の建設はいかに省

てきた。こうした流れの中で、古い建物を大切にする文

エネ性能が高くとも、完全にゼロでない限りは社会全体

化もより育っているのだと感じている。不動産市場でも、

のエネルギー消費量を増加させるという事実を忘れては

古い建物の方が価値が高いというのは、単にヨーロッパ

ならない。

の文化というだけでなく、こうした政策によっても作ら
れている。

4.3 ゼロエネルギーを追求する新築政策
現在のドイツの「省エネ政令（EnEV）
」は定期的に改
定され、2016 年には年間エネルギー消費量を 2014 年よ
り更に 12.5% 厳しくすること、そして 2021 年までには

EU 全体で合意した新築・大規模改修時の建物のエネル
ギー消費量をほぼゼロにするという内容を反映する計画
既存建築物と新築の住宅戸数（1999年以降）

(Statistisches Bundesamt)

だ。新築における省エネのポイントも、改修と同じく
開口部や躯体からの熱損失削減である。現行の EnEVに
おける新築の義務基準は、屋根・天井では熱貫流率（U

そのため毎年既存ストックの約 1%、40 ～ 50 万戸が

2
2
値）が 0.20W/m K、外壁は 0.24W/m K、窓は複合 U 値

省エネ改修されている。さらに今後、その 3 倍の約 3%

2
で 1.3W/m Kである。現在新築住宅では最低でもこのレ

（約 120 万戸）を毎年改修していくことが議論されてい

ベルのものが建設されている。担当物件でも 3 重ガラス

る。私が担当した集合住宅の物件も既存建物を改修しつ

2
で複合 U 値が 0.84W/m Kという木製サッシが標準装備

つ、新築を併設させるというものだった。その既存部分

であることに驚いた。

は 100 年近く前の建物で、これを残すのかと目を疑うほ
ど傷んだ建物だった。

リットも強く意識され一般化している。さらに今や標準

省エネ改修においては、まず建物の開口部や躯体から

装備となった外付けブラインドと併せて熱負荷を低減し、

の熱損失削減が優先であった。なぜならどんなに高性能

夏季でも空調がなくても過ごせる快適性につながってい

の省エネ設備を採用しても、断熱性能が低く熱損失の多

る。日本とドイツの住宅を比較すると、ドイツの住宅の

い建物であれば全体としての省エネ効果は極めて小さく

方が温度ムラが少ないと感じる。これは空調方式だけで

なってしまうからだ。また省エネ改修を行う前に設備を

なく、建物の断熱性能の違いを体感する場面である。

改修を担当した既存建物の外観

APRIL 2015

外断熱は省エネだけでなく、建物の長寿命化というメ

改修を担当した既存建物の内観

新築部分の外断熱施工現場
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ファサードに表情をもたせる外付けブラインド

断熱材を使わない工法を採用した建物：zanderroth architekten

4.4 基準の強化とイノベーション

4.6

ドイツの建設業界は省エネ基準の段階的な強化を、概
ね好意的に受け止めているようだ。基準をクリアする建

エネルギーパス制度（Energieausweis）

建築物での省エネへの取り組みの次に大切なのは、
省エネ性能を目に見える形で評価するシステムであ

材やディテールの開発は短期的にはコストの引上げ要因

る。ドイツでは 2008 年から「エネルギーアウスバイス

にはなるが、政府がロードマップを示していることによ

（Energieausweis）」という建物の燃費表示制度が導入さ

り、確実に数年後のスタンダードとなることを見通すこ

れた。評価書には 1㎡あたりの年間必要エネルギーが表

とができる。だからこそ継続的な技術革新に向けた投資

示され、これにより不動産市場において価格・立地・面

が可能となり、コモディティ化に伴う値下げ競争に巻き

積・築年数に加え、
「建物の燃費」という新たな価値指標

込まれるリスクも低下する。結果として高い競争力と

が生まれた。省エネへの投資が目に見える形で不動産情

「環境性能の高いドイツプロダクト」としてのブランド

報に反映されるため、建築主の積極的な取り組みを促

力を獲得することができるからだ。

4.5 デザインへの影響

す動機となった。設計を担当した物件では、必要エネ
ルギーが 1㎡あたり年間 59kWhで B ランクという評価で
あった。

建物の省エネ性能強化は、デザイン面においても新し
い流れを作っている。ファサードにおいては、外断熱工
法のため開口部の彫りが深く、軽やかなデザインが難し
くなってきている。しかし組積造による重厚な建物が多
く残る街並みとの相性は、個人的には良いと考えている。
また外付けブラインドが建物の表情を決めるため、その
ディテール設計には腐心した。現在のドイツでは省エネ
基準は当然満たした上でそれを活かしたデザインが求め
られている。
さらにここ数年、断熱材重視の流れにも変化が現れて
いる。特に石油を原料とする発泡ポリスチレン系の断熱
材（EPS）は、躯体に比べ寿命が短く、有害物質を多く含
んでいるうえに、脱化石社会を目指すことへも矛盾が指
摘されている。そんな中、コンクリート躯体に断熱性能

エネルギーアウスバイス：Deutsche Energie-Agentur

5.1

都市スケールでの政策：コジェネ＋地域暖房

ドイツでの地域熱供給は既に 100 年以上の歴史がある。

を持たせ、断熱材を使用しない建物も実現された。隣国

現在では都市スケールで排熱を利用することで熱効率

オーストリアでは、最大限自然の環境と伝統工法、さら

を飛躍的に向上させることのできる熱電併給（コジェネ

に生活の中で発生する熱を活かすことで、暖房と換気設

レーションシステム）と、地域暖房が一体として推進さ

備に頼らないオフィスビルも完成したという。

れている。これにより熱源機器の集約による高効率化や

これらの取り組みは、環境配慮建築という名のもとに

未利用エネルギーの活用による省エネ・温室効果ガス排

最新設備の導入が目的化したり、単に基準を満たすため

出量削減が都市スケールで可能となる。このコジェネか

の手法を採用することへのアンチテーゼとして高く評価

らの発電割合を、2013 年の約 18%から 2020 年には 25%

されている。建物の躯体断熱性能を高めることで、設備

へと増加させる目標となっている。

に頼り過ぎず気候や建物内の環境条件を活かした設計を
することが、建築家の本来の職能なのだとドイツで設計
に携わり再認識させられた。

5.2

地域暖房の推進力となっている都市計画

地域暖房の最も大きな課題は、個々の建物所有者の利
害を超えて目標を共有し、都市計画として自治体主導で
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高効率な電気自動車に置き換えることでの省エネを計画
している。都市計画においてはシェアカー利用と、都市
圏内の公共交通をいっそう推進していく予定だ。
新旧の建物がアーケードを共有し連続する都市景観

7.

経済への効果

マネジメントできるかどうかである。地域暖房は熱の供

ドイツ建設業界の就業人口は、新築から改修中心の社

給状況と排熱活用のポテンシャルを考慮し、都市全体の

会に転換したことにより、1995 年の 143 万人から、2014

視点で計画されている。ドイツでは行政による都市計画

年には約半数の 74 万人に減少した。しかしドイツ経済

として新築の建設エリアや総数もコントロールされる。

エネルギー省の発表によると省エネ改修分野の就業人

これらは業界には足かせのように聞こえるが、空き家率

口は、既に約 30 万人以上にもなるという。そして 2006

増加による資産価値の低下を防ぎ、さらに個々の建築物

年から 2013 年の間に約 111 億ユーロ（約 1 兆 5 千億円※ ）

を長寿命で高品質にするための投資につながっている。

の助成を行い、1,620 億ユーロ（約 20 兆 2 億円※ ）の改修

2010 年の段階でおよそ 4,030 万世帯に対して、住宅の

工事が行われたという。既存改修が中心の社会に転換し

ストック数は約 4,048 万戸である。さらに都市計画の中

たとはいえ、省エネ性能の低いストックが未だ 3,200 万

で、用途や容積率だけでなく壁面位置や絶対高さなど街

戸も存在するため、1 年に 80 万戸ずつ改修していったと

並みを規定する立体的な情報は当然として、アーケード

しても単純計算で約 40 年分の仕事があることになる。

2

2

の共有など地域の価値を各建築物が共有して高めるため

その間には技術革新も進み、更なる改修の必要も出て

の規範まで設定されている地域もある。再開発地区など

くるだろう。見方を変えると、この大きな転換は、省エ

では、採光だけでなく風の流れまでも考えて配棟計画が

ネ改修せずに浪費されるエネルギー資源の輸入コストを、

行われている場合もある。個々の建築物以前に、都市が

改修という形で地域経済に循環させ、建設業界が持続的

「計画されている」ため、無計画に建物が増えることも、

に発展できる道なのだ。再生可能エネルギー分野も同様

将来どんな建物が建つかわからないということも起こり

に、1998 年の約 6 万 6 千人から 2013 年には約 37 万人へ

得ないことは逆に驚きであった。都市におけるこの強い

と就業人口が増加している成長産業である。日本で働い

計画性こそ、都市全体としてもエネルギーヴェンデに貢

ていた頃から私は、人口縮小・少子高齢化に伴う建設業

献することができるひとつの要因である。

界の縮小に漠然と不安を抱いていた。しかしエネルギー

6.

その他のスケールにおける取り組み
ドイツでは排熱が多く熱効率が低い火力発電所や原子

力発電所の削減を進め、省エネ化を図る計画である。ド
イツを旅すると各地で風力や太陽光発電の設備を目にす

ヴェンデは、単にエネルギー問題の解決策ではなく地域
経済活性化や雇用創出のチャンスと考えられていること
を知り、ここに希望を見出した。

8.

まとめ

ることができる。ドイツ全土に広がる再生可能エネル

エネルギーヴェンデと聞くと、壮大かつドラスティッ

ギーの設備は、エネルギーの地産地消も可能にし、その

クな改革をイメージしてしまうが、その一つ一つのス

推進により化石燃料の輸入に使われる費用を地域経済に

テップは本当に小さい。しかし毎日どこかで省エネ改修

還元することができる。建築分野では、新築や大規模修

現場を目にし、設計業務の中で基準の強化や新たな建材

繕の際に建物の熱供給の一部を再生可能エネルギーで賄

の開発などに触れるたび、ゆっくりではあるが着実に進

うことが義務化されている。現在既に再生可能エネル

んでいることを実感する。この建築・街づくりが社会の

ギーが全電源の中で最大の発電量（25.8%）にまで増え、

転換に大きな役割を担っているという実感こそ、私がド

電気を作りすぎてしまう時間帯も多くなっている。そこ

イツに求めてきたものであった。

で余剰電力で水を電気分解し、人工的に製造した水素
ガス、メタンガスでの蓄電・発電により需給調整を図
る Power to Gasという構想もある。2050 年には人工ガス
を発電や建物への熱供給、交通機関の燃料として利用し、
各分野を統合したエネルギーシステムを構想している。
交通機関のスケールではガソリンやディーゼルエンジ
ンによる自動車を、上記の水素を利用した燃料電池車や
APRIL 2015

※ 2：1ユーロ 135 円として概算。

金田 真聡（かねだ まさと）

1981 年生まれ。2007 年法政大学大学院修了。一級
建築士。建設会社設計部に 5 年間勤務後、2012 年
からドイツ・ベルリンに移住し plajer & franz studio
勤務。2015 年より Michels Architekturbüro 勤務。法
政大学建築同窓会 HP「ドイツ・ベルリン建築通
信」、ウェブコラム等にドイツの生活文化情報を執
。
筆。著書に『30 歳からの国際化 —ドイツへ—』
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Interview

NPO 建築文化継承機構の取り組み

“ 建築をつくる思い ”を後世に残す
仙田 満氏（NPO 建築文化継承機構代表理事）
2007 年に設立された JIA-KTI アーカイヴス委員会が展開し、2 年間の検討を経て、2014 年 5 月に NPO 法人として認可され
た建築文化継承機構。その活動の一環として、今年 1 月に建築家菊竹清訓氏について弟子達が語る『菊竹学校』を出版し
ました。建築文化継承機構の活動と『菊竹学校』について、代表理事を務める仙田満氏にインタビューしました。
（『JIA MAGAZINE』編集長

今村創平）

建築設計文化財を保全・保存する

建築の長寿命化の支援

―― まずはこれまでの経緯を教えていただけますか。

仙田●現在、建築の長寿命化が使命になってきました。

仙田●私は 2006 ～ 2008 年まで JIAの会長を務めました

そうすると建築物の寿命は建築家の寿命より長くなり、

が、その間に、私の前々会長である大宇根弘司さんが尽

建築家が事務所を閉じたり、解散したり、亡くなった

力されて、2007 年に金沢工業大学と正式に協定を結ん

りしたとしても建築はそれ以降も生き続け、当然改修や

でアーカイヴス事業を始め、設計文化財の保全・保存を

補強が必要になってきます。大手の設計事務所であれば、

JIAとしてやっていくことになりました。

世代が変わってもずっとサポートできますが、アトリエ

以前、私が日本建築学会の会長のときに、建築文化を

系の設計事務所は、建物を寿命までなかなかサポートで

発信する建築博物館をつくりました。その当時、学会は

きないという弱点があるため、もう少しシステム化でき

伊東忠太の資料を持っていましたが、さらに近代建築家

ないのかと考えたのです。つまり、建築の長寿命化の支

の資料を持つべきではないかと提案し、同時に中庭に可

援事業です。そしてそれを JIAが行い、みんなで支えて

動の屋根を付けて、ギャラリーとホールをつなげること

いくシステムを作るべきではないかと考えました。建築

にしました。問題は学会の倉庫がいっぱいで新しい作品

家が亡くなってもその建物が生きつづける限り、JIAが

を受け入れる余地がなかったのです。

改修に対応できる建築家を推薦したり、原図を提供した

金沢工大の理事長はアーカイヴス的な活動に非常に熱

り、長くデータを保存してさらにそれを事業化できない

心で、レコードの収集、サイエンスの希少本の収集など

か、そのような建築物の展開を何回か JIAの理事会には

をやっていたのです。建築学科の竺 覚 暁 教授が建築・

かりましたが、なかなか賛同を得られませんでした。

ちく かく ぎょう

設計文化財を集めようと理事長に提案したところ、OK

——建築設計資料を保存する際に、巨匠レベルの人だけ

が出て、JIA-KTI アーカイヴスにつながるという経緯が

ではなく、いろいろな建築家のものを残していかな

ありました。金沢工大には巨大な倉庫を用意していただ

いと、社会的に問題が起きるかもしれません。いま

きました。

デザインビルドの問題など、建築家の職能が脅かさ

私が JIA 会長を退いたあとに大宇根さんからアーカイ

れています。組織事務所であればきちんとデータが

ヴス委員会の委員長をやるように言われ、会長の時に動

残せますが、アトリエ事務所ですと今後も事務所が

き始めた事業ですから責任を取ろうとお引き受けしたの

存続しているだろうか等と考えると、施主も大きな

です。金沢工大では JIAの建築家の原図を保存して、展

ところに頼もうとなってしまいます。

覧会や講演会を開催してくださっていますが、2009 年

仙田●それをきちんとサポートできることが必要ですね。

頃から建築設計文化財の保全・保存だけではなく、もう

——そのことに対しての具体的な展望はありますか。

少しそれを活用して設計アーカイヴス事業を拡大できな

仙田●まだまだ具体的な事業化にはいたっていません。

いかと考え始めました。

将来的にはそのような形を年に数件でもできればいいな
と思っているところです。

委員会から独立して NPO 団体に
——どうしてこうした活動を JIA-KTI アーカイヴス委員
会で行うのではなく、NPOとして建築文化継承機
構として立ち上げたのでしょうか。
仙田●私は、委員会は時代の要請を受けて変わっていか
なくてはならないと思っています。ある時代につくった
委員会が利権として残っているのはまずいと思いますし、
新陳代謝という意味でも JIAや学会は常に新しい問題に
対応して新しい委員会をつくるべきではないでしょうか。
ですから、私は委員会もできるだけ自立させてスピン
アウトしていくのが良いと思うのです。できたばかり
20
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JIA会員限定特別価格：2,800円＋税＝3,024円（送料込み、ただし国内発送のみ）

ご注文はJIA会員であることを明記の上、FAXまたは建築画報社ホームページ注文フォームよりお申し込みください。
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『菊竹学校 伝えたい建築
をつくる心』
（B5変形判、304頁、2015
年1月発行、「菊竹学校」編
集委員会編・著、NPO建築
文化継承機構刊、建築画報
社発売、定価：本体3,000
円+税）

の委員会は費用もかかりますが、ある程度できあがっ

力がなければなかなかできません。

て、ある収入源を持つようになってきたら独立させて、

——出版社が企画して自由に売るということではなかな

NPOのようなかたちで JIAと関連させていく方が良い

か本ができないですね。

のではないかと思います。そのような主張を JIAの会長

仙田●そこでこのたび NPO 設立の第一弾として『菊竹

の時からしていましたが、それを自ら実行して、まず

学校』という本をつくりました。この企画は 2 年前から

NPO 建築家教育推進機構をつくりました。姉歯事件を

進行していました。そのときはまだこの NPO 建築文化

契機に、一級建築士の講習が義務化されましたが、それ

継承機構ができていませんでした。出版の専門家として

を JIAの生涯教育と合わせて事業化できないかと考えま

建築画報社の櫻井旬子さんに、この機構の理事になって

した。それで日建学院と JIAが組んで事業化し、JIAの建

いただいています。

築家教育活動に支援しています。そのような NPOの第

——建築家の方もどのように自分の作品を保存していこ

二弾として建築文化継承機構という組織を作ったらどう

うか考えていると思います。以前は『SD』や『新建

かと思ったのです。

築』などが、建築家の作品集をまとめていましたが、

——組織はどのような構成になっていますか。また、メ

いまはそうしたことは期待できません。そうすると

ンバーにはどのような方がいるのでしょうか。

誰がつくるのかということになってきます。ですか

仙田●理事会と運営委員会の 2 本立てでやっていこうと

ら、この建築文化継承機構が資料の保管だけにとど

しています。理事会のメンバーには、金沢工大の竺さん、

まらず、業績をまとめて出版まで手掛けていること

JIAの上浪寛さん、大宇根弘司さん、佐野吉彦さん、森

は新しい試みだと思います。

暢郎さんがいらっしゃいます。また運営委員会には、桐

仙田●菊竹先生は作品集もいくつかつくられています。

原武志さんのようなベテランだけでなく、上垣内伸一さ

先生は自分の言いたいことはそれなりに本にしていま

んのような JIAの中でも若手の人たちに参加していただ

すが、
『菊竹学校』は弟子を通して建築家菊竹清訓を伝え

いています。金沢工大のメンバーと一緒に毎年建築家大

ていこうというものですから、将来的に菊竹清訓という

会で、シンポジウムを開催しています。昨年の岡山大会

建築家の作家論や評伝をつくろうという研究者が出たら、

でも建築のレガシーとして、前川國男さん、芦原義信さ

良い資料になるのではないかと思っています。

ん、岡田新一さん、浦辺鎮太郎さん、中條精一郎さんと

——ご存命だとかえって書けないこともありますし、10

いう岡山にゆかりのある 5 人の建築家の言説を弟子達が

年後になってしまうと遠くなってしまいます。タイ

話すという企画でシンポジウムを行いました。会場があ

ミングとしては良かったのかもしれません。

ふれるくらい人が集まりました。今年も金沢大会で同様

仙田●建築家はそれぞれ、作品をつくるにしろ、社会的

の企画で開催します。

な活動をするにしろ、相当な闘いを挑んでいるわけです

建築家の遺志を継承

から、その覚悟と生きざまを若い人たちに伝えることが
できればと思いました。作品だけでいいという人もいる

——出版活動も手掛けていますね。

かもしれませんが、建築家が人間として面白いというと

仙田●私の先輩の建築家で、建築研究所アーキヴィジョ

ころを伝えたかったのです。

ンの戸尾任宏さんが、作品集を残さずに 2011 年に 80 歳

そういう意味で、亡くなった建築家が中心になると思

で亡くなったのです。博物館建築を多く手掛け、JIAの

いますが、闘いの記録のようなものを周辺の人たちも含

関東甲信越支部長もやられて JIAにも大変貢献しました。 めた形で残せればいいと思っています。
そこで関係者で彼の作品集をつくろうということになり、 ——仙田先生が 70 年代から言い続けてきたことが実現
アーキヴィジョンの卒業生、出身校の東京工業大学の同

し始め、いま国立近現代建築資料館や建築文化保

窓会、またご出身の坂倉建築研究所の同僚、この 3 つの

存 機 構なども設 立されてきました。そのなかで、こ

グループが一緒に『建築家戸尾任宏——日本の心を宿す

の建築文化継承機構は JIAと結びついていることで、

博物館建築』という作品集をつくりました。そのとき関

他の組織と違うスタンスで活動できるのだと思います。

係する皆さんや JIA 会員にも呼びかけ協力を得て会費を

仙田●東京駅などの例にも見られるように、ようやく一

集めたのです。そういうことを事業化して、建築文化継

般の人たちが建築を文化財として残そうというところに

承機構の第三の事業としてやりたいと考えました。つま

到達してきました。つぎに、建築の資料が文化財で重要

り、設計文化財だけではなく、建築家の生きざまなり闘

なものであり、建築家という存在に多くの人たちが興味

いの記録を後世に伝えていけないかと思ったのです。

を持ってもらえるようになればいいですね。

——業績をきちんと継承していくということですね。

——どうもありがとうございました。

仙田●そうです。事務所で働いた人や、本人の同級生な

（2015 年 2 月 9 日

環境デザイン研究所にて収録）

どの関係者が協力しながら、いま本づくりは関係者の協
APRIL 2015
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上浪寛理事（総務委員会委員長）および筒井信也専務理事より、

■ 理事会報告

就業規則改定、定年後嘱託者再雇用規程およびパートタイマー就

第 225 回理事会速報
日

時：2015 年 3 月 18 日㈬

13 時 30 分～ 17 時 10 分

場

所：建築家会館 1 階大ホール

業規程制定について説明が行われた。就業規則の「解雇」に関す
る条文について一部修正することとして、出席理事の過半数の賛
成をもって承認された。

【審議事項】

1． 入退会承認の件
入会 19 名（正会員 11 名、ジュニア会員 2 名、学生会員 1 名、法人
協力会員 4 名、個人協力会員 1 名）、会員種別変更 3 名（正会員 1
名、シニア会員 1 名、個人協力会員 1 名）
、退会 18 名（正会員 12
名、法人協力会員 6 名）、死亡退会 2 名（正会員 2 名）につき、出
席理事の過半数の賛成をもって承認された。

2． フェロー会員推挙の件

【報告事項】

1． 会員種別変更に伴う入会金取扱いの報告
上浪寛理事（総務委員会委員長）より、準会員等からの正会員へ
の会員種別変更に伴う入会金の取り扱いについて、会費規程の運
用として入会金を免除することの報告が行われた。

2．「JIA 建築家大会 2015 金沢」について
近江美郎理事（北陸支部支部長）より、9 月 17 日～ 19 日に開催予

道家駿太郎理事（フェローシップ委員会委員長）より、今回フェ
ロー会員として 4 名および 12 月理事会で確認済み 45 名の推挙に
ついて説明が行われ、推挙者 49 名についてフェロー会員として、
出席理事の過半数の賛成をもって承認された。

定の「JIA 建築家大会 2015 金沢」の進捗状況の報告と参加要請が
行われた。

3．「JIA 建築家大会 2016」
「JIA 建築家大会 2016」開催に関して、上浪寛理事（関東甲信越支
部支部長）
、松本敏夫理事（近畿支部支部長）より、開催に向けて

3． 委員会規程改正の件
上浪寛理事（総務委員会委員長）より、2 月の理事会で改正を討議

の支部内での考え方についてそれぞれそれぞれ報告が行われ、次

した全国会議の委員の選出方法について、
「委員会規程」改正案が

回開催支部を決定することとした。

提出され、出席理事の過半数の賛成をもって承認された。また、

4． 準会員の本部経費について

同「委員会規程」に特別委員会を除く常置委員会、全国会議は委

事務局より、準会員（専門会員・シニア会員）の本部経費について、

員長または議長を含め 13 名以内とすることが、出席理事の過半

前回の理事会での報告を訂正し、会員証発行経費を除いて 2014

数の賛成をもって承認された。

4． 公益事業委員会の委員承認の件
赤羽吉人理事（公益事業委員会委員長）より、公益事業委員会 1

年度より実行することについて報告が行われた。

5． 活動および業務執行状況報告
JIA の活動状況および業務の執行状況として、以下の報告が行わ

名の委員委嘱につき提案が行われ、出席理事の過半数の賛成を

れた。①、③以外は筒井信也専務理事より報告。

もって承認された。

①筒井信也専務理事、上浪寛理事（関東甲信越支部支部長）、森

5． JIA 保存再生会議・JIA 建築相談会議委員承認の件
筒井信也専務理事より、JIA 保存再生会議 13 名・JIA 建築相談会
議 10 名の委員委嘱につき提案が行われ、JIA 建築相談会議委員
10 名の委員委嘱については出席理事の過半数の賛成をもって承
認された。また、JIA 保存再生会議 13 名の委員委嘱については、
委員会規程で定める委員数に合わせることを前提に、JIA 保存再

暢郎理事より、公共建築発注方式の多様化への対応（公共建築
設計懇談会・東京都等）報告
②改正建築士法の普及活動等に関する報告
③筒井信也専務理事、大澤秀雄理事より、建築家資格制度に関す
る報告
④ 2015 年度役員候補者選挙報告

生会議に再考願うこととすることが、出席理事の過半数の賛成を

⑤ 2014 年度第 3 四半期決算報告

もって承認された。

⑥ 2014 年度決算見込み報告

6． 2015 年度事業計画および予算の件
筒井信也専務理事より、2015 年度事業計画（案）について、2015
年度予算案につき、筒井信也専務理事および各支部支部長、事務
局より説明が行われ、出席理事の過半数の賛成をもって承認され
た。

⑦後援名義承認の報告
⑧国連世界防災会議の報告

6．その他
○松本敏夫理事より、感電ブレーカーの件について報告が行われ
た。

7． 就業規則改定、定年後嘱託者再雇用規程およびパートタイマー就

○事務局より、会費の納入状況についての報告が行われた。

業規程制定の件

新規正会員入会承認者
● 2015 年 3 月 18 日承認
関東甲信越支部

11 名

高橋守男（㈱黒川紀章建築都市設計事務所）
、横

堀将之（㈱米田設計）
東海支部

村上貴彦（士）、高木一滋（㈱高木滋生建築設計事務所）、

近畿支部

中西ひろむ（中西ひろむ建築設計事務所）
、朽木順綱（大

阪工業大学工学部空間デザイン学科）
四国支部

清水裕且（環境デザインワークス）

近藤万記子（ホームデコール設計事務所合同会社）
北陸支部

塚本英明（ツカ・デザインスタヂオ一級建築士事務所）、

稲葉伸一（㈱三四五建築研究所）、船崎秀樹（㈱福見建築設計事務
所）
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その他

2 名、学生会員 1 名
協力会員：法人協力会員 4 名、個人協力会員 1 名

準会員：ジュニア会員
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■ 本部便り

2014 年度 JIA 建築各賞表彰式のお知らせ

「正会員は全員登録建築家に」ご意見募集中

2014 年度 JIA 建築各賞（JIA 日本建築大賞、JIA 優秀建築賞、

現在、正会員全員が登録建築家になるべきである、として議論が進んで

JIA 新人賞、JIA25 年賞、JIA 環境建築賞）の表彰式を、4 月 24

います。UIAでは、UIA アコードと呼ばれる協定文書の中で世界の建築家が

日㈮、建築家会館ホールで行います。

満たすべき「プロフェッショナリズムの四原則」を示しています。この専門
能力、責任、献身性、自律性という四原則の内、専門能力についてみると、

JIA 正会員は定款上生涯教育（CPD）が義務づけされておらず、資格要件とし
て十分満足できる状況にはなっていません。

本年度を代表する作品ですので、多くの皆様のご参加をお
待ちしております。
日

時：2015 年 4 月 24 日㈮ 15 時より
受賞作品展示 10：00 ～ 20：00

そこで正会員全員が、CPDが義務化され専門能力の面で十分な資格要件
を備えた登録建築家になる。そのことによって、我々 JIAが世界に通用する
建築家の集団であり、建築や街づくりという行為を通して公益保護に取り組
む専門家集団であることを広く社会に示すとともに、国家資格のあるべき姿
を提示していく必要があると考えています。
現在本部ホームページにおいて解説および意見募集のページを設けており
ますので、ぜひともご覧いただき、ご意見をお寄せください。

編集後記

今号の巻頭インタビューでは、植田実さんにお話をうかがい

表彰式
会

築家クラブ）
参加費：無料
各賞受賞作品の詳細は、JIAのホームページにてご確認下
さい。

NPO 建築文化継承機構について、代表である仙田満さんに

ました。編集会議では、現在の状況について、植田さんに厳し

説明いただきました。このところ、建築資料の保存についてさ

インタビューの当日、植田さんはご自分で持ってこられた多く

てほしいものです。

い指摘をしていただこうという意見も出ていました。ところが、
の本を取り出し、それらの建築の本がいかに魅力的なのか、一

まざまな活動が始まっています。重層的に、良い方向に展開し
表紙は、広瀬鎌二さんによる、SH シリーズの住宅の手描き

冊ずつとても嬉しそうに話し始めたのでした。そこには、建築、

パースです。広瀬鎌二さんは、システムとして建築を捕らえて

トル「どの時代にも建築家は存在する」という植田さんの言葉

ていたことは意外に思えましたが、当時の建築家にとっては当

建築家、建築の本への、信頼と敬愛とが満ちていました。タイ
も、建築家へのエールかと思います。

JIA 環境賞の報告と、ドイツからの海外レポートは、合わせ

てお読みください。数ある建築賞の中で、環境賞の重要性は今
後ますます高まるでしょう。金田真聡さんのレポートは、環境

いたという理解からすると、こうしたパースをご自身で描かれ
たり前であったかもしれません。解説文のページには、晩年に
描かれた唐招提寺の水彩画も掲載しましたが、建築家には絵心
が大切なことに、あらためて思い至ります。

『JIA MAGAZINE』の編集長を務めるのも、2 年目となりまし

今村創平

建築大国として知られるドイツが、今何を課題としているか、

た。当初よりは慣れ、少しは状況を見渡せるようになって来ま

済の動向とリンクしたネガティブな現象として捉えられますが、

の一年、多くの方に支えられて刊行を続けてきました。引き続

具体的に述べられています。日本では新築物件の減少は、経
ドイツでは政府が規制を行っているのだそうです。

したが、まだまだ本誌で出来ることはあると思っています。こ
き、どうぞよろしくお願いいたします。

■ JIA 支部一覧
■北海道支部
〒 060-0061
北海道札幌市中央区南1条西8丁目14-3 札幌第2スカイビル 5F
TEL 011-261-7708 FAX 011-251-4866
URL http://www.jia-hok.org/

■近畿支部
〒 541-0051
大阪府大阪市中央区備後町 2-5-8 綿業会館 4F
TEL 06-6229-3371 FAX 06-6229-3374
URL http://www.jia.or.jp/kinki/

■東北支部
〒 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町 4-1-1 仙台セントラルビル 4F
TEL 022-225-1120 FAX 022-213-2077
URL http://www.jia-tohoku.org/

■中国支部
〒 730-0013
広島県広島市中区八丁堀 5-23 オガワビル
TEL 082-222-8810 FAX 082-222-8755
URL http://www.jia.or.jp/chugk/

■関東甲信越支部
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 4F
TEL 03-3408-8291 FAX 03-3408-8294
URL http://www.jia-kanto.org/members/

■四国支部
〒 780-0084
高知県高知市南御座 16-23
TEL 088-885-6688 FAX 088-885-6260
URL http://www.jia-shikoku.org/

■東海支部
〒 460-0008
愛知県名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル 5F
TEL 052-263-4636 FAX 052-251-8495
URL http://www.jia-tokai.org/

■九州支部
〒 810-0022
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