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審査の責任　
　弊社が二年前に携わった「ウェイブ函館」という建物が、まさにこのケー
スでした。つまり、「審査員」の問題です。事業主は東京の会社で、函館市
で土地を購入し事業所を建設する事にしました。大手ゼネコンより地元の
建設会社の方が、親身になってアフターサービスをしてくれるだろうと考
え、有力な８社の建設会社に声をかけて「設計施工コンペ」を行いました。
８社は、張り切って設計をし、ユニークな案を提出してくれたのですが、そ
こで事業主は困ってしまいました。どの案がよいか絞り込むことができない
のです。
　このコンペの審査員は、事業者の社長と幹部の皆さんです。相談を受け
た弊社がお話を伺うと、「幾つか良い案があるのだが、１つに絞り込めな
い。良い部分をつまみ食いすれば、良いプランになるんだがなあ」というの
です。これを聞いて、私は「もっともなこと」だと思いました。応募者の力不
足とか、審査員の力不足というのは簡単ですが、「ベストな１案」が見つか
ることの方が奇跡です。むしろ、「１案に決めること」の方に無理があり、そ
の責任は極めて重大です。第三者の「責任の軽い」審査員でなければ、
それは困難かも知れません。
　結局、弊社は、この建物の設計と、地元の８社の調整を請け負うことにな
りました。つまり、「１案に絞ること」も、「いいところをつまみ食いする」のも
辞め、設計は白紙から行い、８社には事情を説明して、入札を経て施工
者を適正に選定するということです。事業主は、翻弄してしまった函館の８

社に対して「今度こそフェアな決め方をしたい」と真剣に考えた訳です。

今月号の作品紹介でご紹介する「集合住宅 20K」は、タカギプランニング
オフィスが３年前に主催した「ＴＰＯレコメ」というコンペで採用されたプラ
ンが実現したものです。そこで、今月のトークでは、「コンペ」について考
えます。

コンペとは

　「コンペ」という言葉は【competition：競争、比較】という意味ですが、建
築においては、建物の概要が決まったところで、デザインを複数案で競う
「設計競技」という形が知られています。その他にも、設計以前の段階で
の「事業コンペ」や、設計後の施工方法に関する「施工コンペ」なども行わ
れることもあります。でも、もっと広くいえば、設計事務所の所内で、スタッ
フが案を出し合うのもコンペですし、企業内で標語を募集するのもコンペ
です。よりよい案を求めて、広くアイデアを募ることは私たちが日常行って
いることでもあります。
　ところが、「コンペ」には欠点があります。それは、「応募案の中から必ず
選ばなければならない」ことです。当たり前のように聞こえますが、これは
意外と致命的な欠点です。たとえば、コンペをやったが、「良い案が見あ
たらない」とか、「一長一短で一案に絞り込めない」ということがよくありま
す。こうした判断は「審査員」の役目ですから、コンペの審査は「審査員次
第」ということになります。また、そもそもの設計条件が的確でなければ、
的確な提案ができるはずがありません。こうなると、どんなに優秀な建築
家を集めても、納得のいく案ができるわけがありません。

今月のトーク　monthly talk
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集合住宅　20K

　神楽坂近くの住宅街にはめ込まれたこの建物は、敷地の南北側に２棟の建物を配置
し、中央に大きなヴォイド（隙間）を設けることにより、窓先空地や避難通路等の法的規
制をスマートにクリアしている。
　南棟は、1－2階、3－4階がメゾネットで、5階にオーナー邸、北棟は、1階が駐車場
で、2～5階は各階シンメトリーの2戸編成になっている。庭に面したメゾネット北側の開
口部は全面ガラス窓で、各戸の前には専用庭のように水盤が置かれている。「中庭を
安易に【COMMON】スペースとして利用するのはよくない」と考えた設計者は、メゾネッ
トの玄関には水盤に架けられた橋を通って入るようにし、無用の人間が窓際に近寄れ
ないようにすることで、プライバシーを保ちながら外部とのオープンな関係を持つ住ま
いを作り出した。
　メゾネットの南側は、窓際にバスタブを置き、引戸で内部と仕切られる「バステラス」と
した。コンクリート製カウンターのキッチンと共に、室内に適度な緊張感を作り出してい
る。ここではロールスクリーンを下ろさず、設計、インテリア事務所、あるいは編集者など
がSOHOとして入り、夜遅く帰宅した住人は「水盤」の向こう側で仕事をしている人が見
える―という住まい方が望ましい。「都心に住んでいる」ことを実感するのは、こういう景
色が日常にあることなのかもしれない。
　北棟は、窓側に縁側のような緩衝帯が設けられ、引戸で移動家具とともに室内を自
在に仕切る。コネクティングドアを開いて、2戸を1戸にすることも出来る。
　オーナー邸は全室バリアフリーとし、以前の家にあった障子戸やドアノブ、照明などを
さりげなく配置した。高齢の母上には何よりの和み空間となるであろう。

構造：RC造＋一部S造

所在地：東京都新宿区

規模：地上5階
用途：共同住宅＋専用住宅

設計：北山恒
／architectureWORKSHOP

「北山先生の設計は金物工事が多く、エキスパンドメタルのスクリー

ンの製作は、高い品質が要求され、サンプルを数多く作成して詳細

部分を決定しました。その他こだわりをもった特殊な納まりに現場は

苦心しました。でも内覧会の日、そんな部分の写真を撮っている人も

いて、ああ、わかってくれる人もいるんだな、と思いました。施工者と

しては、ディテールのこだわりに応えることができ、貴重な経験をさせ

ていただきました。（鯨津）」

鯨津忠行主任 松沢昭彦主任
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その中から１案を採用し、実際の建物へとまとめて行かなければなりませ
ん。このプロセスは、大変な作業となります。事業者を含むとは言え、審
査員は事業の成否に対し無責任ではいられません。もし、事業が成り立
たなくても、賠償責任は求められないかも知れません。でもそんな無責任
なコンペは存続できませんし社会的信用も失墜します。こうした事業コン
ペが、回を重ねて継続していること自体が信頼の証であり、すごいことだ
と思います。

コンペの問題

　従来「建築家による家づくり」は、特定の人に許された特別なことでし
た。何かの縁でもない限り一般の人と建築家の接点はほとんどなく、建築
家の造る家は「変わった家」というのが常識でした。
ところが、住宅メーカーの家に飽きた人々が、建築家を訪ねるようになり、
建築家も住宅設計に積極参加するようになりました。住宅を紹介するテレ
ビ番組や雑誌も急増し、インターネットで顧客を募るサイトも多数できまし
た。そこには多数の建築家がエントリーし、斡旋形式やお見合い形式で
建築家を紹介したり、複数の建築家によるコンペを実施したり、中には顧
客の要望を公開し、いきなりコンペをしてしまうサイトまであります。
　「コンペ」が普及し、多くのアイデアが生まれ、家づくりが活気づくことは
とても喜ばしいことだと思いますが、アイデアを募り、その１つを選んで実
現していくということは簡単なことではありません。コンペに参加した全て
の人が、何かを得られるように工夫していかないと、「タダ働きしたあげく
に、全てが不採用」という不幸を繰り返すことになります。「集合住宅20K」
の内覧会が開かれ、「ＴＰＯレコメ」に参加し不採用となった建築家の方々
が招かれ、熱心に見学されているのを見たとき、また次なるチャレンジに
燃える眼を垣間見たような気がいたしました。

そこで弊社では、「施工業者の的確な選定方法」を提案し、それに基づ
いて入札上位２社を訪問し、施工実績の確認、財務内容のチェック、そ
して社長面談まで行うことになりました。報酬を支払った上でのコンペで
あれば、何の気兼ねも要りませんが、ほとんど無報酬でコンペが行われ
るのが現状です。提案する方も真剣でしょうが、それを選び、実際に建設
する事業者は、さらに真剣です。時には、その案に社運をかけなければ
ならないのですから。最後に１社に絞り込み、他社にきちんと経過報告を
済ませたとき「コンペ」に係わる責任の重大さを痛感しました。
　一方、「コンペ」には、「衆目の中で案を選定することにより、多くの人に
参加意識を持たせる」という目的があります。これを「公開コンペ」といい
ますが、初めに述べた「ＴＰＯレコメ」は、まさにこうしたコンペです。タカギ
プランニングオフィスの高木社長は「デザイナーズマンション」の仕掛け
人として有名ですが、彼は今述べたような「コンペのリスク」を承知の上
で、このコンペを開催しています。このコンペは、単なるアイデアコンペで
はなく、一般の「事業主」に趣旨を説明し、当選案の賃貸マンションを事
業主の資金で実際に建設するのです。その主旨とは、「マーケットに問い
かけながらマンションを造る」ことです。これこそが、リスクを犯しても挑む
べき、このコンペの第１の目的です。
　先ほどの「ウェイブ函館」と違い、賃貸マンションは入居者が入るかどう
かが事業の成否を決めます。建築主の好みで設計しても、入居者から嫌
われてしまったら意味がありません。かといって、ありきたりのマンションは
すでに供給過剰です。新築時は人気があるかも知れませんが、年と共に
埋もれてしまいます。建物が古びていくのはやむを得ないことですが、そ
こで営まれる生活を刺激し、面白い暮らし方を誘導するようなデザインを
模索しなければ、さらなる供給の意味はありません。そんな主旨を感じ取
った建築家に声をかけ、「ＴＰＯレコメ」は回を重ねてきました。
  そうなると、提案はさらに過激なものへとエスカレートしてきます。しかし

撮影：阿野太一
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「建築家という仕事」

1950年　　香川県生まれ
1976年　　横浜国立大学建築学科卒業　　

1978年　　ワークショップ設立（木下道郎、谷内田章夫と共同主宰）

1980年　　横浜国立大学大学院修士課程終了

1987年　　同大学専任講師

1995年　　同大学助教授　architecture WORKSHOP 設立主宰

1996年　　「HOUSE IN HOUSE」 で東京建築士会住宅建築賞受賞

1997年　　「白石市立白石第二小学校」（芦原太郎と共同）で第17回建築学会

　　　　 　　東北建築賞作品賞、第38回BSC賞受賞  日本建築学会作品選奨　受賞　

1998年  　「Lime　House」で東京建築士会住宅建築賞　受賞

2001年　　「Z－House」で東京建築士会住宅建築賞　受賞

現在　　　　横浜国立大学教授　

北山恒 profile

北山恒／architectureWORKSHOP北山恒／architectureWORKSHOP

―北山さんは、建築家とはどういう仕事だと考えますか。

　僕は、「目に見えないものを扱っている」と思います。空間、関係
性、人間そのもの、生活、生き方さえもデザインするのが建築家だ
と思う。メディアはつい目に見える形態だけで話をしてしまう。それ
は結果でしかない。ほんとは作っていくプロセスの中で考えていくこ
とに意味がある。それなのに「建築の情報」というと、すぐに見える方
の話から入っていく。建築の評価が、逆の方向から入っていく。目
に見えない建築のあり方から考えていく方が重要だと考えます。作
っていくプロセスの中で合理性がないものは、「こちらの方が格好い
い」とか「気持ちがいいだろう」とか言われても切り捨てています。
「快適」ということ一つとっても、それは数値化できるものではない。
その人自身の問題であり「心の豊かさ」はそんなにイージーなもの
ではないですよ。
　「当たり前」というのは、我々の記憶とか習慣の中でわかっている
ことであって、僕は「新しい当たり前」を作っていきたいと考えてい
る。「誰もが共感すること＝当たり前」だとすると、それはある意味で
「束縛されている」ことと同じです。例えば旅行してみればすぐわか
る。その土地で「当たり前」のことが異邦人にとっては、とても不思議
なことであったりする。我々の「当たり前」なんて、非常にあいまいで
不確かなものにすぎない。それなら僕は「新しい当たり前」を作って
いきたいと考える。そのためには、どうやってその「共感」を発見す
るか。我々の社会の問題を考えながら、新しいことを考えていかなく
てはならない。アイデンティティがあって、ちゃんとプライドもあるも
のでなくてはならない。情けないものではなくてね。建築とはそうい
うことだと思います。
　
　今回は集合住宅でしたが、学校や病院などの公共建築でも、まさ
にそういう問題が顕在化している。僕は、以前都立戸山高校の設計
を芦原太郎さんと共同で依頼されて、途中で降ろされたことがあり
ます。我々は新しい自由な学校、生徒が入ってよかったと思えるよ
うな学校がいいと思っていた。そのためにソフトウェアから考えて、
プランを立てていったけれども、学校の教師、都の職員たちに内容
について理解してもらえず「畳の部屋」を注文したのに「板の間」を
設計してくるようなとんでもない設計士だと言われました。日本の教
育空間については、非常に閉じた状況を感じています。施主は役
所の人ではない、「未来の子供たち」だと言いたいですね。建築家
は、社会のソフトウェアを作っていくのだという気持ちでなくてはなら
ないと思う。最近、そういう若い人が少なくなった。建築がファッショ
ンになってしまってはだめです。東京という市街地は今後も変わら
ざるを得ない。次の時代に残るものを仕事としていきたいですね。

―本日はどうもありがとうございました。

―今回は「集合住宅 20K」を設計された北山恒氏にお話を伺いま
す。

北山さんの設計は毎回新しい提案が盛り込まれて、一歩先を行っ
ている感じがしますね。

　僕は、建築はすべて「特殊解」だと思っています。どうでもいいよう
なものは建てたくない。設計事務所が設計するとはそういうことで
す。どこでも同じマンションを建てるというのは、間違っていると思い
ますね。その辺のことを、デベロッパーやユーザー、マーケットも気
がつき始めていて、これから成熟した社会になると、「建築家」は非
常に重要な仕事になってくると思う。巨大再開発をするのはエンジ
ニアの仕事です。大きな都市建築は「合目的的」であり、それをやる
人たちは技術者であればいいと思う。設計事務所は、大きな会社
組織でなくていい、スタッフ10人以下で、たくさんの仕事はやらな
い、というのが理想でしょうね。ではどこに設計事務所の仕事がある
のか、というと、都市を大きな「海」と考えてみればいい。そこに巨大
再開発という「島」がいくつか浮かんでいる。大事なのは、その周り
の多様で猥雑な「海」の部分。そこに建築家の仕事がある。若い人
たちには、そこでやらなければならない仕事がたくさんある、と僕は
常々話しています。その多様性の中で変えていかなくてはならない
部分があるということです。

―北山さんは横浜国大でずっと教えていらっしゃいます。

　今年は、横浜国大、東工大、芸大、日本女子大で授業を持って
います。4つは多いですね（笑）。お世話になった先生からの話でお
引受けしていますが来年は2つに減らしたいと思っています。

―今、学校で教えるということは、実際に現場で仕事をしている人
でないと無理ではないかと見ていて思います。

　建築の解答は数学の解答と違います。もっと多様なもの。現場に
いる人でないとわからない部分は多いですよ。例えばテニスをする
と考えましょう。ラケットとボールがあればできる。でもまったくやった
ことのない人は、始めはとても打ち合うまでは行かない。複雑なこ
と、例えばラケットの面をつくることだったり、筋力だったり、ガットの
張りだったり、それらを瞬時に解けるようになったときに初めて出来
るわけ。建築も同じように、出来上がったものを見れば素人でもその
良し悪しは瞬時にわかる。でもそれを作ることが出来るようになるた
めには、すごく多様な事を一瞬で判断して多面的に解決する能力
が求められる。構造、ディテール、寸法、マテリアル。一気にそういう
ものを見ていく。いずれも大事な事で、それは経験して体の中で憶
えることと言ってもいい。建築を作っていくということはロジックだけ
ではない、運動選手と似たところがあります。イチローだって3割を
キープするには、瞬間的にすごい判断を絶えずしている。そこにい
くまでのことがあるわけです。



編集後記

ユニーブル芦花公園　引渡し　5月28日　世田谷区

O邸新築工事 　地鎮祭 
 ５月27日　目黒区

　関連会社ユニホーの分譲マンションです。京王線芦花公園駅から徒歩6分。

自然に囲まれた静かな環境の低層タイプです。ペットと一緒に住めるのも魅力

です。セキュリティも万全です。

構造：RC造　地上3階

用途：共同住宅（総戸数16戸）

設計：菊建築設計

 

構造：RC造　地上3階　

用途：専用住宅

設計：鈴木孝紀／ハル建築研究所

完成予定：2004年11月

TOPICS/INFORMATION

青葉台1284PJ新築工事　
 地鎮祭 　6月4日　目黒区　

構造：RC造、地上5階

用途：共同住宅

設計：鈴木基紀／空間設計社

完成予定：2005年3月

(株)辰　通信　Vol.51　発行日　2004年6月10日　編集発行人　松村典子　

・「集合住宅20K」の内覧会は、小雨の降る中、400人近くの人が訪れました。長い工期であったため、関係者の思いもひとしおでした。「水盤を渡
　って玄関に入る住宅」、住んでみたいものですね。
　入居ご希望の方は　タカギプランニングオフィス　tel:03-3560-1861　URL：http://www.t-p-o.com/　まで

・「アートフォーラム谷中」は、美術が好きな方なら一度は耳にした事があるギャラリーではないでしょうか。クマイ商店様では、1988年から2002年の
　14年間の歩みを収めたCD-ROM「ART　FORUM　YANAKA　The locus of 14 year 1988-2002」を作られました。
　イベントは200回を超え、熊井さんご夫婦のエネルギーに今更ながら驚かされます。

  今回は、今、辰と元麻布で施工を共にコラボレーションしている「畳屋」さ
んにご登場いただきます。
　「クマイ商店」さんは、創業300年。東叡山寛永寺および一山総坊の畳職
人として活躍した初代山田屋治助以来、上野桜木で、ご商売を続けてい
ます。辰では、以前「ESNA連絡会」という勉強会で、畳の構成や効能、最
近の畳事情などお話を聞かせていただきました。
　
―この上野の事務所と同じところにショールームがあり、隣にギャラリーもあ
りますね。
熊井：これまで日本の伝統文化の一翼を担ってきたという自負心で、畳の
ある生活を見直していただく活動を続けてきました。このK's Green Gallery
やショールームは、そのためのものです。若い人、設計の先生やゼネコン
さん、大工さんに本当の畳の良さを理解していただければと思っています。
今、フレスコ画作家、村尾佳州子さんの土の世界を展示しています。ギャ
ラリーは「生活の中のアート」をご紹介するコーナーですね。畳という建材
の展示だけでなく、それにまつわる生活をイメージさせる提案をギャラリー
でやっている感じですね。　
―面白いですね。
熊井：実は、昨年までは「アートフォーラム谷中」というギャラリーもやってい
ました。こちらでは、近くの芸大の先生や学生さんとのご縁で、現代美術を
中心にアートをご紹介しておりました。年に1、2度は伝統工芸の企画展も
開催していました。当初は「畳屋が何でそんなことをやるの」と言われたも
のですが、芸術と職人の関わりは決して小さくありません。業界以外の方
たちといろいろなネットワークもできましたし、地域の人も面白いことをやっ
ているなと興味を持ってくれるようになりました。

―畳ってどの家にも、基本的にはありますよね。
熊井：そうです。ですから、昭和30年代から、畳の仕事を通して、職人仲間
で内装関係の仕事も一括して行うような仕事をしてきました。しかし、そうい
うお客様の中には、現在高齢化を迎え、二世帯住宅に建てかえなくては
ならないという悩みを抱えている方も多いですよ。そこで、そういう方たちに
内装だけではない、良質の建物を作るお仕事を紹介したいと考えるように
なったわけです。そして職人の顔がきちんと見える仕事を、逆にこちらから
提案したい―そういうことをアピールしたい、と考えるようになりました。
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熊井芳孝氏熊井芳孝氏
株式会社クマイ商店株式会社クマイ商店
代表取締役社長代表取締役社長「伝統と新しい技術」

―それはどういうことですか。
本来、職人はすばらしい技術を持っている。大手のハウスメーカーな
どと契約すると、お客様は設計担当と仲良くなっても、なかなか職人と
懇意に話をする機会がないでしょう。話が下手でも人間性が豊かで仕
事を熟知している職人と、オーナーも一生に1度か2度のチャンスにう
まく関わってほしい、と思うわけです。設計の先生がほんとに全ての仕
事を熟知しているわけじゃない。オーナーは職人とも相談しながら家
作りをしてほしいんです。

―そうですね。普通の人はどうやって職人さんと話をしていいかわか
らない、ということもあります。
熊井：職人も「自分は、自分は」という自負心だけではだめですね。よ
くわからない人にはきちんと説明する気持ちが必要ですね。畳屋は
門前仕事をこなさないとうまくならない。そういう意味では、うちはお寺
さんがいるこの地で仕事をさせていただいて、ほんとにありがたいと思
っています。でもそれだけではダメです。日進月歩のインテリア建材、
技術、こういったものを日々研究して対応していかなくてはならない。
時間に流された仕事が多く、世の中全体が今、そういうものをなおざり
にしていると感じるんですよ。でも、古い技術もあるが、新しい技術も
導入してやっていく、それも使命だと思ってやっていくこと、それはあ
る意味で人の生き様ですから、若い人にはそう思ってやってもらいた
いと考えているのです。そうすれば収入もそれなりに伴ってくるはずで
す。自分の技術力に誇りを持って生きてほしい。それなしでは、建設
業界は成り立っていきませんね。
―ほんとにそうですね。どうもありがとうございました。

ショールーム熊井夫妻と村尾佳州子さん（右）

後ろは村尾さんの作品のフレスコ画


