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「下北沢Apartments ＋Blocks」(北側からBlocksを臨む。アプローチの左側奥がApartments）
　撮影：堀田　貞雄

　カタール・ドーハで行われていた、サッカー・アジアカップ 2011 は、
最終日の１月 31 日、日本が前評判を覆して見事優勝。勝因は、新任
のイタリア人、アルベルト・ザッケローニ監督のコミュニケーショ
ン重視の采配でした。強豪のオーストラリアや韓国を下しての勝利
に日本中が沸きました。
　一昔前まではたとえ通訳を介しても、日本人選手に欧米人の監督
があんな短期間に心を通じ合わせることは想像できないことでした。
報道によると、今回成功したのは、監督の選手一人ひとりに対する
細やかな心遣いがあり、長年のスタッフが 4 人も同行して彼を支え
たということ。また海外で活躍している日本人選手が増えて言葉の
壁が低くなり、欧米人監督に臆することなく、自分たちの気持ちを
積極的にアピールしたことがあるようです。

　ヨーロッパから見れば、日本という国はまさに地の果て。しかし、
そんな国にやってきて日本サッカーだけでなく、日本文化そのもの
を深く理解しようと努力するザッケローニ監督の姿勢には、胸を打
たれます。時間的には、確かに世界は縮小されて、その気になればあっ
という間に遠隔地への移動が可能になり、インターネットで時間を
おかず隣国の政変が他国へ波及する時代になりました。しかし、そ
れぞれの地域で異なる文化を無視して、均質な価値を持ち込んでも
長続きはしません。一方「人は性別や職業、宗教で差別されるべき
ではない」という普遍的な価値は、どんな人間にも共通する部分です。
ザッケローニ監督が大切にしているのは、まさにその普遍的な部分
でしょう。大会後、監督の後押しで、長友佑都選手がセリエ A の名

門チーム「インテルミラノ」に移籍しました。長友はさっそく、
最初の出場のわずかな時間で活躍し、インテリスタ（インテル
のファン）の心をつかんだようです。なんと仕事ができる監督
なのでしょうか。

　今月、「Front Line」に登場いただいた設計事務所「シーラカ
ンスアンドアソシエイツ」は、内外を問わずいろいろな地域で
仕事をされていますが、やみくもに開発する行為ではなく、

「CULTIVATE（耕す）ように建築する」という考え方を、現在
進行中の 3 つの大きなプロジェクトを背景に展開されています。

（『Cultivate』TOTO 出版　2007. 参照）
　取材中に伺って心に残ったのは、「そもそも建築は大きな時間
の流れの中で捉えられるべきもの」という言葉。私たちは、経
済に制約を受けて仕事をしていますが、その経済行為が根拠に
している時間と建築や環境のよりどころとする時間の、あまり
にも大きな乖離に手を付けかねているのが現状でしょう。
　しかし、何かを作り出すときには、それを意識して取り組む
か否かでは大違いです。その間に自然に発生するものにこそ、
意味があると思われます。

　さて、アジアカップ優勝の歓喜も醒めない２月４日、弊社で
も社内フットサルクラブが結成されました。全日本優勝経験者
の社員を中心に、老若含め 15 人の入部希望者が集まりました（女
子 1 名含む）。対外試合に向けて、いざ練習開始です。

耕す監督
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　もともと、旗竿敷地に６戸の長屋形式の集合住宅を建てることでスター
トしたプロジェクトだった。施工上の配慮から、隣地の空き地を借りて
資材置き場にすることにしていたが、その隣地にも、結局新たなコーポ
ラティブ住宅を背中合わせに建てることになった。
　後からスタートした Blocks は、接道要件を満たしていたので、共同住
宅の形式を取っている。１つに見えるプロジェクトは、実は２つの建築
の組み立てが異なる６戸と８戸のコーポラティブ住宅なのである。
　敷地は下北沢の駅から近い、閑静な住宅街にある。それぞれ２棟の分
棟にして、大きな塊となることを避け、周辺になるべく威圧感を与えな
いようにした。長屋形式の Apartments は、地階だけの住戸をなくして
８０㎡前後の広さを確保するため、メゾネット形式とし、Blocks の方は、
およそ 50 から 60 ㎡程度のワンルームとして１フロア１住戸のシンプル
な形式となっている。８ X8ｍの外周構造壁の中に一枚構造壁を入れて、
床スラブを切り替え、水廻りのレイアウトの自由度を確保している。
　２つのコーポラティブ住宅は、それぞれのクライアントのこだわりが
あふれる、多彩な空間となっている。

（CAｔ　小嶋一浩氏　赤松佳珠子氏　談）

「形式の異なる建物が一体になったコーポラティブ住宅」

所在地：世田谷区
プロデュース：アーキネット
構造：壁式 RC 造  
設計：小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAｔ
構造設計：構造計画プラスワン
設備設計 : 創設備設計事務所

下北沢 Apartments 
用途：長屋（コーポラティブハウス）
規模：地上 3 階　地下 1 階
住戸：6 戸
施工担当：鯨津　園田

下北沢 Blocks
用途：共同住宅（コーポラティブハウス）
規模：地上 3 階　地下 1 階
住戸：8 戸
施工担当：鯨津　柴田　

竣工：2010 年 10 月
撮影：堀田貞雄

下北沢 Apartments
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左：配置図
右：西側の環状７
号線方面より、現
地を臨む。周囲の
環境に配慮して、
分棟にすることで
建物のボリューム
を軽減している。

①

①4 棟の建物の角度を少し
ずつ振って配置し、採光や
通風を工夫している
②Blocks3 階の住戸
③Blocks 地下 1 階。ドラ
イエリアからの採光で地下
でも明るい 
④Apartments 1 階住戸  
⑤長屋形式のメゾネットプ
ランが多彩な Apartments
の住戸
⑥隣地との隙間に路地のよ
うにアプローチが導かれる
⑦Blocks の水廻り。ジャロ
ジーで半外部的空間をつ
くっている



「この名前では公共工事は取れないかもしれない
と言っているうちに 25 年たちました（笑）」

一流思考の辰が聞く、フロントランナーの極意Front Line 38

小嶋　一浩

株式会社シーラカンスアンドアソシエイツ 一級建築士事務所

　今月は、「下北沢 Apartments＋Blocks」を設計された、CAｔの小嶋
一浩氏と赤松佳珠子氏に登場いただきます。

―『シーラカンス』という珍しい名前の事務所は、小嶋さん達が東大大
学院在学中に設立されて、その活動も非常に注目されてきた設計事務所
だと伺っています。現在は東京と名古屋、それぞれ CAt、CAn という２
つの拠点で活動されていますが、学会賞を受賞した「千葉市立打瀬小学
校」のように学校建築の実績はもちろん、住宅やまちづくりなどにも、
仕事の分野が広がっています。

小嶋 ( 以下 K): ここ 10 年、海外、特にベトナム、中近東などアジアで
の仕事をする上で感じてきたのは、それぞれの極端な気候・風景で、元
植民地だとしても欧米の建築のコピーをやっていてはしょうがないとい
うことです。自然そのものの土地で新しく何かをつくるときに、開発行
為として、ただ建物を作るのではだめなんじゃないかと感じてきました。

「メコンデルタ、シルクロードのど真ん中に近代的なものが建ちました」
という建て方ではなく、「そこに何が必要か」とチームで考えていくと、

「デベロップ（開発）するのではなく、カルティベイト（耕す）する」
ということがより大事だと思えるようになってきたんです。日本の里山
を形成するようなアプローチで作れないかな、と。

－「モノを作るというより、アクティビティ（行為）を明確にしていく」
といろんなところでおっしゃっていますね。
K：スクラップアンドビルドではないので、あるものを有効活用するこ
とは大前提です。が、新しいものを作るときにはより社会的寿命の長い
ものを作らなければならないと思います。
  今の中国は必要性があるのでたくさん作っているが、もうちょっと考
えて作ってもいいんじゃないか、というものも多い。「じゃ、どうすれ
ばいいのか」と考えて実践していくのが僕らの仕事の大事なところです。
建築は、何もないところから、発注者と「何をやろうか」とコミュニケー
ションをスタートさせて、時間はかかるけれども、考えたことを皆が体
験できることになるところが、面白い職業なんです。

赤松（以下 A）：「建築をつくる」というのは、すごくワクワクするこ
とだと思います。お金を払う建築主もそうだし、施工現場でも、「自
分の手で何かができる」ということに魅力を感じる人が仕事をしてい
ると思います。それが、ただ「コンクリートから人へ」、「新しいもの
ができることはいけない」と片付けられては、それは違うだろう、と
思いますね。20 世紀にただ開発をしてきたのとは違う態度表明をき
ちんとしないといけない。社会の中では、それがなかなか的確に伝わっ
ていないと感じますね。建築をやっていると、「何か好きなものを勝
手に作る人たち」というイメージがまだある。

ー一般の方々の意識もカルティベイトしていただきたいですね。
K：設計はそれでもまだ若い人がくるのだけど、施工のほうは技術者
が減っていく。海外で仕事をしていると、日本の施工現場は基本的に
図面を描けば仕事をきちんとしてくれる、高いレベルを保持している、
と感じます。「やばい」と言われても、まだ信頼感がある世界です。
それが、どんどん崩れていくのはいやだな。

A: 学生と話をしていると、非常に苦しみながら、設計しているんで
すね。「もっと楽しいはずでしょう」と私に言われて、初めて「ああ、
そうですね」と気が付く。その辺から変えていきたいですね。
　そういう意味では、今回の下北沢の１４人のクライアントは、コー
ポラティブという仕組みがなかった時代にはどうしていただろうと思
われるくらいこだわりのある方々でした。
K:すっかり日本の都市に根付いたシステムですね。皆さん、「インフィ
ルは、スケルトンに影響を与えない」などのルールの中での振舞い方
や「全体としての統一感を維持しよう」という意識が非常に高かった。
われわれは、こういうコーポラティブのように都市だから成立するこ
とと併行して中央アジアでしかできないこともやっています。
A：建築しかやらないというスタンスではないですね。
K：建築・都市に関わるときに登場したい、という感じですかね。
－本日はありがとうございました。

develop から cultivate へ

撮影：アック東京
CAt

赤松　佳珠子

主な受賞
1997年 日本建築学会賞（千葉市立打瀬小学校）／2001年 AR＋d award（吉備高原
小学校）／2002年 ARCASIA建築賞ゴールドメダル（スペースブロック上新庄） ／
2009年日本建築学会作品選奨（千葉市立美浜打瀬小学校）

1958 年 大阪府生まれ 
1982 年 京都大学建築学科卒業 
1984 年 東京大学大学院修士課程修了 
1986 年 シーラカンス設立 
1998 年 C+A に改組 
2005 年 CAt(C+A トウキョウ ) に改組 
現在、CAt パートナー、東京理科大学教授、京都工芸
繊維大学客員教授

赤松氏。「リベラル・アーツ
＆サイエンス・カレッジ」

（2004 年／カタール・ドー
ハ市）の模型の前で

キルギス共和国のナリン、タジキスタンのコログ、カザフスタンのテケリの
各敷地に 3 キャンパスが同時に建設され、ひとつの新設大学となる「中央
アジア大学」。このうち「ナリンキャンパス」（敷地面積 2,780,000m2）の
全体計画を CAｔが担当する。

小嶋一浩氏（左）と赤松佳珠子氏（右）。CAt の事務所にて　

1968 年 東京都生まれ 
1990 年 日本女子大学家政学部住居学科卒業 
シーラカンスに加わる 
2002 年 C+A パートナー 
2005 年 CAt(C+A トウキョウ ) に改組 
現在、CAt パートナー、奈良女子大学、日本女
子大学、日本工業大学、神戸芸術工科大学非常
勤講師

（シーラカンスアンド
アソシエイツトウキョウ）
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TOPICS/INFORMATION

編集後記

「南青山5丁目計画　新築工事」　　　　　　　地鎮祭　 1月18日

④

　表参道駅から徒歩 8 分。
骨董通りに建つ、1、2 階が
店舗の建物です。
構造：ＲＣ造　
規模：地上 3 階
用途：店舗併用住宅　
設計：大栄建築事務所
完成予定：2012 年 7 月

・129 号「Close up Company」でご紹介した、オーダーメイドサッシの「テクノナミケン㈱」は、１月 19 日大阪地裁へ自己破産を
申請し、同日破産しました。予想外のことでした。いいお仕事をされていただけに残念です。

「新入社員が入りました」
                             １月21日

　1 月 27 日、㈱辰安全衛生協力会（協力業者）が一堂に会する、恒例の「安全大会」が渋谷区立商工会館において開催されました。
これまでは 4 月に行っておりましたが、社の会計年度と合わせ、今年度より 1 月に開催することにしました。当日は安全衛生協力会社
88 社様と辰の社員 40 名が参加、協力会会長の小関邦昭小関工務店取締役の挨拶に続き、弊社窪田幸夫安全衛生委員長より挨拶。平成
22 年度活動報告および事故報告、会計報告、監査報告が行われ、その後平成 23 年度活動計画、安全スローガン、予算の承認をいただ
きました。また、新年度の役員改定、安全協力業者２社、安全作業所 3 現場、営業情報報奨の発表と続きました。
昨年度より設けた職種別最優秀職人「匠（たくみ）」は、今回「該当なし」でした。

「平成 23 年度安全衛生大会を開催」　1 月 27 日　於：渋谷区立商工会館

　■安全協力業者（積極的に安全業務を推進された会員）
　　㈱嶋田工務店　　様　（型枠大工） 
　　㈱トミヨシ商会　様  （防水）

　
　■安全作業所（安全、円滑に工事を行った現場）
　 「野沢の家　新築工事」  　担当者　村山貴
　 「タウンハウス荻窪　新築工事」    
　 担当者　岩本健寿、常田俊介、綿貫孝弘、高沢拓    　
　 「ジンカンパニー本社新築工事」  担当者　澤井一幸、松本典久

安全スローガン（安全標語）入賞作品（応募総数 85 点から）

最優秀賞　「プロ集団！ゴミゼロ、事故ゼロ、危険ゼロ」 
     ㈱タカムラ　　 瀬崎憲次郎様

※最優秀賞は、年間スローガンとして各現場に掲げます。他の入賞者は以下の通りです。
  1 月　　「朝の挨拶 昼間の笑顔 無事故で退場 また明日！」金澤和夫様　 ㈱協力電業社
  2 月　　「整った　きれいな現場に　事故はなし」　園田貴之　辰
  3 月　　「ゆるめるな　アゴ紐安帯　緊張感」 　村田雄吾　辰
  4 月　　「ルール遵守で　事故は無シ！」　　　　    川畑一秋様　全豊興工業㈱
  5 月　　「変わる環境　変わらぬ基本　正しい手順で無災害」　橋本芳徳様　地質工学㈱
  6 月　　「安全は品質管理の第一歩 みんなで進める確認行動」 阪本彰夫様　㈲阪本製作所
  7 月　　「安全は　焦らず　無理せず　油断せず」    綿貫孝弘　辰
  8 月　　「事故・災害の０現場　笑顔で迎える 引渡し」     岩本健寿　辰
  9 月　   「安全は　『だろう』を抜いて　確実に」　松沢昭彦　辰
10 月　   「今やる　すぐやる　安全対策」　　   鯨津忠行　辰
11 月　   「点検 確認 危険予知　小さな気配り 大きな安心」片桐大介 様    ㈱片桐電気
12 月　   「命取り　忘れてませんか？ 安全帯」　　  松本典久　辰

左から、森村、
「野沢の家」村山、
「ジンカンパニー本社」澤井、
「タウンハウス荻窪」岩本

左から、弊社社長森村、
トミヨシ商会様、
嶋田工務店様

■営業情報報奨
（弊社に営業情報をお寄せくだ
さった方々） 
写真左 2 人目から
日南鉄構㈱　鹿島様
㈲多田国工務店　多田様、
㈱巴水道工務店 本掛様、
冨士商事㈱　関口（達朗）様

「2 月勉強会開催」　２月5日

若手を中心に、
積算ソフトの講
習を行いました。

名前：瀧澤　亨（とおる）
出身校：読売理工専門学校建築学科
配属 : 工事部

講師：㈱ユーエスシステム
薄井康義取締役、橋本知子チーフ
関西から来訪いただきました。

「K邸　現場見学会その２」　 1月18日
　127 号でご紹介した渋谷区本町の住宅が 3 階まで建ち上がり、設計の小松清路先生が教鞭をとる、「東京デザイナー学院インテ
リアデザイン学科」の学生さんたちが、再び、内部の見学に訪れました。現場担当の村田が案内役を務めました。

3 階までは RC 造、4 階は鉄骨造とい
う混構造。「まんじゅう」と呼ばれる、

「鉄骨建て方時の、柱の高さ調整用の
モルタルのだんご」について説明。

凸凹のコンクリート面やウレタ
ン面に「GL ボンド」を使用し石
膏ボードを直張りする GL 工法。
職人さんの左官技が冴えます。

エントランスの自動ドアの納まりを
確認。この後、手作りの外壁タイルや、
レーザー機器の利用法の説明も受け、
現場にいらした建て主 K 様から激励
の言葉をいただき、解散しました。

最近のエレベータは、昇降路上下
部のスペースの縮小により、オー
バーヘッドスペースが小さい形が
一般的と説明する小松先生。

よろしく
お願いします。


