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　市ヶ谷の法政大学55/58年館が解体の危機にあることを耳にして早くも2年半が経ちます。その間、私たちは3.11の災禍を経験しました。
　その災禍と復興活動で痛切に思い知らされたのは、意志ある技術でなければ意味を持たないということ。また、教条的な防災技術をこ
えて、記憶（あるいは生きる意志）のよりしろとしての街や建築がいかに掛け替えのないものかを、喪失してしまうことで痛感したので
はないでしょうか。しかしいま目の前で、戦後史とともに息づくモダニズム建築の名作が、納得のいく理由もないままに葬り去られよう
としています。
　建築同窓会のご厚意により得たこの紙面にて、『法政大学55/58年館の再生を望む会』の今日までの活動の一端と、2011年に作成された

『55/58年館リノベーション案』のダイジェストをお届けします。2013年は、大江宏生誕100年に当たります。今後もみなさまの力を得、多
くの再生事例に学び、55/58年館とともにある未来を目指したいと思います。　

法政大学55/58年館の再生を望む会代表　岡崎浩司（87年修士了）

「法政大学55/58年館の再生を望む会」の活動

市ヶ谷55/58年館／リノベーション案の概要

　2010年10月28日、法政大学ボアソナード
タワーに11名が集まり、法政大学55/58年
館の解体を阻止し、再生して継承すること
を望んで『法政大学55/58年館の再生を望
む会（以降：望む会）』が発足した。以来3
年目となる『望む会』の活動を、今後を見
据えて振り返る。
　活動の主な内容を、 ［A］ 総長、理事会、
教授会など大学当局に55/58年館を解体で
はなく再生して継承する方針に変えて頂く
こと。［B］学内及び学外に向けて、保存
再生の運動の輪を広げること。［C］望む
会の活動を継続させること。以上の3つに
整理しお伝えする。
　［A］の大学当局への働きに対しては、
会発足翌月の11月に要望書を総長宛に提出
したのが活動の第一歩だった。要望書は、
モ ダ ニ ズ ム 建 築 の 継 承 を 進 め て い る
DOCOMOMOや日本建築家協会、建築学
会などからも提出されている。しかし大学
当局からの回答は、「55/58年館の文化的な
価値は認めるが、解体は理事会の決定事項
で方針を変える意思は無い」との紋切り型
の文面だった。要望書以外にも55/58の保
存を望む方々の署名簿（約3500名分）も2
回にわたって提出するなどの働きかけをし
た。 さ ら に、 デ ザ イ ン 工 学 部 か ら の

『55/58年館の再生に向けて』の提言やハイ
ブリッドリノベーション案の提示などの活
動があるが、いまだ大学当局の方針変更に
至ってない。この素晴らしい提案を多くの
方に知っていただくことが急務であろう。
　［B］の学内外へ向けてのPR活動には多
くの時間を割いた。最初の大きなイベント
2010年12月に開催したシンポジウム『大学
が未来にわたすもの』では、大教室が満員
になるほど多くの方に参加いただいた（右
下写真）。京都工芸繊維大学の松隈洋教授
の基調講演は55/58年館の文化的価値をわ
かりやすく伝えた内容。講演内容は望む会
のHPにアップし、いつでも見ることが出
来る。2011年5月には外濠校舎で「法政大
学55/58年館展」を開催。6月には55/58年
館をデザインしたTシャツコンペを開催
し、最優秀案をデザインしたTシャツを総
長にもプレゼントした。
　デザイン工学部が作成したハイブリッド
リノベーション案を多くの方に知っていた
だきたく、2012年10月に外濠校舎で『法政
大学55/58年館 快適化計画展』を開催し
た。デザイン工学部の学生が作成した模型
展示とシンポジウム『学校建築の再生につ
いて話をしよう』、写真撮影会＋トークを
開催した。日本女子大学、中央区立明石小

学校、文化学院などの活動が一般紙やTV
で取り上げるなどの事例が当事者の方々か
ら紹介された。
　継続的活動としては、55/58年館の見学
会の開催（12回）や署名活動などがある。
55/58年館の価値を認識し再生して継承す
ることの学内・学外での浸透のための基礎
活動となっている。
　［C］の活動の継続については、多忙な
時間を割きながら当初は毎週木曜日、後半
は月２回の定例会をデザイン工学部の会議
室で続けている。メーリング環境の整備や
HPの立上げなどを行いメンバーの意思疎
通を図った。建築学科OBが中心となり進
めているが、よりオープンな活動母体とし
て建築以外のOBや現役の学生が参加して
いただくことを望んでいる。多くの意志を
結集できる場となるようさらなる活動を進
めたい。

桐原武志（65年卒）

　目下、建て替え計画が進行中の市ヶ谷55/58年館だが、2011年
春に建築学科有志（教員＋院生）が作成したのは、主要部分の
全面的な修復に一部建替えを組み合わせたハイブリッド・リノ
ベーションの提案だった。昨12年秋にはOBや院生の協力によ
り、模型も加えた展示が外濠校舎で行われたが、ここではその
概要をご紹介したい。

　左図の通り、511教室の中層棟への建替えと、富士見坂校舎の
中庭地下での大型校舎新設を先行させることで、55/58年館を一
部使いながらの本格的改修を容易にしよう、という点が大きな
特徴になっている。この方法によって、市ヶ谷キャンパスの貴
重なシンボルは末永く生き続けられるにちがいない。
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＜９学部９人の教授が綴る、55/58年館への想い＞　（50音順）
五十嵐敬喜（法学部教授）
「はてしない崩壊」
　私は若いころの京都「伏見の酒蔵」以来、
2011年の東京中央郵便局まで、たくさんの文
化的な建物保存運動に加わってきました。中
にはたまたま成功した例もありますが、ほと
んどは壊されてしまいました。これらの破壊
は主として営利的な土地利用によってもたら
されましたが、それだけでなく国や自治体さ
らには大学という、公共・知的な空間内部に
も広がってきました。何故こうなるのか。ど
うしたら守れるのか、あるいは今後、美しい
ものをどう作りだしていくのか、私はこの課
題を美の条例や世界遺産研究にまで広げて研
究対象としてきました。従って私の学問空間
であるこのキャンバスについてももちろん当
然無関心ではありえませんでした。
　しかし、この問題は根が深い。老朽化、手
狭、大学経営などなどといううわべの問題を
超えて、それは「学問・教育」、そしてそれを
包む日本全体の在り様の問題とも共通する重
い病気と結びついている、と考えざるを得ま
せん。そして、これに立ち向かうには私には
もう時間がありません。研究室の窓から見え
る周辺の景観の変貌とともに、途方に暮れて
いるというのが現況で、今後は私なりの方法
で成り行きを見ていくしかないと思っている
のです。

石神　隆（人間環境学部教授）
「潜在分を加味した固有価値の大きさ」
　大学は時間を越えた一つのまとまりであ
る。名だたる大学は、世界はもとより日本に
おいてもその象徴となる建物を有していると
ころが多い。逆に言えば、それを持つところ
こそ名だたる大学といえるのかも知れない。
学問の永続性を示すのであろうか、それら建
物は時間を越えて幾世代もの学生や教職員を

見守り続けている。法政大学の今や唯一と
なってしまった象徴的建物である55/58年館
は、かろうじて法政大学にその威風をもたら
している。その価値を軽んずるのはあまりに
も浅く残念である。一般に、保全修復vs.新規
開発では、保全修復策が明らかにコストミニ
マムであるにもかかわらず、維持更新投資の
計算上の年限設定如何によって開発策に有利
な判断となってしまう場合がある。この点へ
の留意は必要であろう。コスト議論はさてお
き、同館の法政大学におけるベネフィットと
しての存在価値（固有価値）の莫大さは、顕
在分に加え将来の潜在分をも加味すれば、そ
れが幾重にも膨らむであろうことは論を待た
ない。あらためて慎重かつ広範なB/C計算を
望むところである。

正門から55/58年館を望む（撮影：小川重雄）

Peter Evans（GISグローバル教養学部教授）
「ブルータリズムが潜む建物」
　法政大学市ヶ谷キャンパスの中でパワーを
感じる建物は、55/58年館とボアソナードタ
ワー（B.T.）。外濠校舎はうまく設計されたと
思 う も の の、 深 い 印 象 は 受 け な い。 だ が
B.T.も、耐震設計が優れるらしいがやはりオ
フィスビルみたい。NTTドコモ代々木ビルを
見てからB.T.を見ると、ドコモより格下の移
動体通信事業者の本店のような印象を受け

る。（とはいえ、中に入ると朱色の階段などが
いい）
　55/58年館からは、オフィスビルよりも欧米
のバス・ステーションのような印象を受け
る。バスは庶民的な交通機関であるが、加え
て民主的な価値がある。車が多過ぎたり鉄道
網が届かない所にとってはバスは救済なの
だ。（私自身、去年の夏休みの間、リトアニア
でのバスでの数百キロの移動はありがたかっ
た）
　そのようなバスに対する思いもあってか、
バス・ステーションが最近よく賞賛されてい
る。イギリスのプレストン市のバス・ステー
ションを取り壊す案があるが、反対の声が多
い。このバス・ステーションはブルータリズ
ム様式の傑作といわれている。
　55/58年館からは、ブルータリズムを思い起
こさせる何かが私には感じられる。ブルータ
リズム建築同様、機能面で改修すべき点が多
いが、特にこの市ヶ谷の建築物には、オフィ
スビルにも小学校にもショッピングモールに
もない、より深い議論をする学問の場として
の建物らしさがある。正面からみる水平性の
強調されたデザインも美しい。

木村純子（経営学部教授） 
「先人とつながる感覚」
　ヴェネチア大学の客員教授として2012年８
月よりイタリアに滞在しています。ヴェネチ
ア本島の建築物は、今から500年前や600年前
のものが残っているだけではなく現在でも手
を入れて利用されています。たとえば、私が
所属しているヴェネチア大学は、カ・フォス
カリ大学と呼ばれていますが、それは大学本
部がフォスカリ宮殿を使っているからです。
私が授業を行っている教室も元宮殿です。経
済学科は屠殺場でした。いずれも現代的にリ
フォームされ、最新の設備・機器を備えてい

全面建替えの場合は55/58年館を使いながらの新
築の為、新館は濠側の空地をふさぐ形で建てざる
を得ない結果的にキャンパスの一体感と奥行感は
まったく失われる	 （航空写真撮影：新良太）

富士見坂校舎に生まれる地階の大型教室と段状の
中庭

既存の大型教室は、教卓を取り囲む横巾型の座席
配置に生れ変わる

511教室の建替えによって上空部分が有効に活用できる

「55/58年館ハイブリッド・リノベーション案」の詳細は「望む会」のホームページでご覧いただけます。
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ます。古い建築物にわが身を置きながら授業
を行う時の感覚はある種の恍惚状態です。こ
の建物の中で、1574年にフランス王アンリ３
世が訪ねてきた。1698年にはロシア皇帝ピョー
トル１世がお忍びで滞在したという歴史と自
分自身が時空を超えてシンクロナイズします。
　日本は「地震対策が必要だから」という理
由を出してきますが、イタリアも地震大国で
す。またリフォームはまず自治体の許可が下
りるまでに何年もかかり、リフォームが着手
されてからも数年が費やされます。その間、
大学側も学生も不自由な環境を強いられなが
らも気長に待っています。そうすることが当
たり前のこととして。
　法政大学で2013年を生きている若者には、
今から60年前に生きた先人とつながる感覚を
持って欲しいですし、未来の後輩たちともつ
ながって欲しい。それが愛校心を育むことに
なると思います。卒業生が母校に帰ってきた
時に懐かしい教室が１つもなく昔の自分に戻
れる空間がないなんて寂しいことです。
　壊して新しいものを造る事は時間的・経済
的コストを削減でき合理的ですが、合理性と
いう基準だけではなく「人と人とのつなが
り」「不自由な中の美しさの維持」という観点
から55年館と58年館の保存と利用を再検討し
ていただけることを願っています。

屠殺場をリフォームしたフォスカリ大学経済学科
教室（撮影：木村純子教授）

田中優子（社会学部教授）
「江戸を想わせるデザイン」
　先日、ある写真集を見ていたら、60〜70年
代の法政大学と思われる正門前の写真があり
ました。さまざまな大学が写っていて、大学
名は書かれていないのですが、55/58年館のあ
の粋な文様で、すぐにわかりました。映画の
一シーンで、中央線から大学が一瞬見えたこ
とがありますが、それもすぐにわかりまし
た。目立ちますし、洒落ています。他にはな
い素敵なデザインです。卒業生の記憶のシン
ボルです。
　法政大学というと、今はボアソナードタ
ワー（B.T.）が撮影対象ですが、桜並木と
55/58年館の取り合わせのほうが、断然美しい
です。あの白と黒の組み合わせとラインの配
分は、桂離宮や、江戸時代の漆喰と瓦の町並
みなど、日本の建築を思い浮かべます。Tシャ
ツができましたが、着物や浴衣にも合うデザ
インです。
　55/58年館が無くなって、B.T.のようなビル
が高低ばらばらに林立する法政大学を思い浮
かべて下さい。大学なのか企業なのかわから
ないその場所が、実に寂しいです。

富永　讓（デザイン工学部教授）
「凛とした佇まいを次の若い世代に伝承する

努力を」
　あたりを払う凛とした佇まいのなかに、未
来を信じ、現在を生きる希望を訴えかけ、日
本の復興期の明るい時代精神の刻印であった
建物。大学の建学の精神や、そこで学んだ数
多くの人達の出会いや記憶の場所のさまざ
ま、つまり歴史や伝統といった感覚を覚醒さ
せる、唯一のかけがえのないキッカケとし
て、大学が宝石のようにして守るべき美しい
建築です。一度、壊して、失ってしまえば、
もう２度と取り返しがつかない。人間は歴史
や伝統といった精神的なものを具体的な固有
な場所の雰囲気を通じてしか思い起こすこと
ができません。美しい、ツルツル・ピカピカ
の大学建築は現代風ですが、無個性な教育工
場となり、長年歴代の人々が積み上げた精神
的な拠り所を一挙に失って凡庸になることを
おそれます。
　欧米のキャンパス計画で、そうした、金銭
や物質的なものに還元できない精神的な価値
を伝承している建築を積極的に保存し、活用
することは設計の常識です。キャンパスのな
かの古い教室を取り壊すなんて、大変な物議
を醸すのが普通です。というのも大学の歴史
や伝統というものは伝えようにもキャンパス
の具体的な場所や空間にしか宿らないからで
す。
　バランスのとれた構造躯体であり、機能的
にも充分リニューアル可能なこの輝かしい、
ダンディな記念すべき建築を、現今の風潮に
流されて、次の若い世代へと伝承する努力を
何故しないのか、建築の専門家として悲しく
思います。

永井　進（経済学部教授）
「法政のアメニティとしての55/58年館」
　2005年から07年にかけて、市ヶ谷キャンパ
スの校舎は一変した。旧学生会館、旧第一校
舎の跡地に外濠校舎が新築され、嘉悦女子学
園校舎が富士見坂校舎に改装され、富士見坂
校舎と55/58年館前の中庭が整備された。桜の
外濠公園に面する入り口から市ヶ谷キャンパ
スに入り、花の植え込みと樹木を横目に見
て、短い階段を登ると、堂々たる55/58年館の
広々とした表面玄関にたどり着く。
　55/58年館は、建築後、すでに半世紀以上過
ぎているにもかかわらず、周囲の新しい建物
と違和感がない。それだけ、55/58年館は近代
的な建物であることと、外に開かれ、自由の
気風を涵養する同館が時間を超えて、市ヶ谷
校舎のシンボルであり続け、文化的価値を形
成してきたということを意味する。今日、右
側のボアソナードタワーの入り口は一段高
く、左側の二重窓ガラスの外濠校舎は楽しい
学生生活への入り口であり、その中に挟まれ
た颯爽たる風格の55/58年館に、講義や演習な
どに参加する学生が吸い込まれていく姿を見
ることができる。「あるべきところ」に「ある
べきものがある」という法政大学のアメニ
ティとしての55/58年館が果たしてきた歴史を
振り返り、大学のキャンパスづくりに、卒業
生を交えた多数の学生、教職員が声を上げて

いくことが望まれる。

星野　勉（文学部教授）
「自由と進歩のモダニズム気風」
　富士見キャンパスに通うようになってほぼ
四半世紀になるが、私の脳裏に刻まれた法政
大学のイメージは、正門付近から見た、ピロ
ティを中心として左右水平に広がる55年館、
58年館の伸びやかな景観であり、建物内部の
中央に位置する１〜２階吹き抜けの学生ホー
ル周辺の開放的な空間である。
　本学の建学の精神である「自由と進歩」の
モダニズム気風と、日本のモダニズム建築を
代表する建造物の一つである55/58年館とは、
ぴったりと響き合っている、というのが私の
印象である。　
　その意味で、もし55/58年館がなくなること
になれば、法政大学の伝統にとって大事なも
のを喪失することにならないか。これが私の
最大の気懸りである。

山根恵子（国際文化学部教授）
「映画を撮りたくなる建築」
　半世紀以上も正門を見下ろしながら堂々と
立っている55/58年館は、広場で繰り広げられ
る法政大学歴史の正に「生き証人」であり、
市ヶ谷キャンパスのシンボルとも言える美し
い建物です。外観だけでなく屋内も、建てら
れた当時としては非常に斬新なコンクリート
の打ちっぱなしで、1980年代になり国内外で
似たデザインが広まると、逆にワビサビの効
いた何とも言えない趣きが出てきました。
　1995年から２年間、第一教養部で『日本映
画の現在』という市ヶ谷の全学部を対象にし
た講義科目を担当したことがあります。第一
線で活躍している映画人を講師に招いて、オ
ムニバスで授業をするのですが、中でも日本
映画美術の巨匠木村威夫先生が、開口一番
仰ったのは「個性的で素晴らしい教室です
ね。映画を撮りたくなりますよ」でした。
　今は亡き木村先生は、鈴木清順、黒木和
雄、熊井啓らの数多い名作を、美術監督とし
て支えたことで知られていますが、自身も
2009年、90歳を越えて劇映画の監督デビュー、
ギネスブックにも掲載されています。今でも、
55/58年館の大教室で授業をすると、木村威夫
先生の言葉を思い出し、感慨深いものがあり
ます。

55/58年館カーテンウォール（撮影：小川重雄）

　この他、55/58年館を学び舎として過ご
された文系OB、OGの方々からも投稿頂い
ております。これらは建築同窓会HPと望
む会HP（http://www.55-58saisei.sakura.
ne.jp）でご覧頂けます。
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2011年度卒業設計公開講評会
　公開講評審査会は、2012年２月４日

（土）13：30より市谷田町校舎５階マル
チメディアホールで行われました。
　ゲスト審査員に建築家のトム・へネガ
ン、小嶋一浩、塚本由晴の３氏を迎え、エ
ントリーした15名の学生による白熱した
プレゼンテーションが行われました。
　その結果卒業設計賞及び、特別審査員賞
には以下の学生が選ばれました。
卒業設計賞
１位　待鳥洵子　「赤坂震災集落」
２位　鈴木智紀　「都市のモアレ」
３位　山村まい　「自然を飲み込んだ駅」
４位　高松達弥　「 紡ぐ時間軸は動き出す

－小学校×図書館－」
５位　和知祐樹　「廃墟の輪郭」
特別審査員賞
●トム・へネガン賞　土橋泉
　「Sugamo Annex」
●小嶋一浩賞　富田美紀
　「 個は集まり発信する

─つながりをつくる集合住宅─」
●塚本由晴賞　待鳥洵子
　「赤坂震災集落」

第８回大江宏賞
　第８回大江宏賞公開審査会は、2012年
３月31日、市谷田町デザイン工学部のマ
ルチメディアホールで行われました。
　今年から審査の方法が変わり、外部よ
り特別審査員として、陶器二三雄氏、飯
田善彦氏、赤坂喜顕氏を招き、OB審査員
の塩田能也氏（1979年卒）阿部智樹氏

（1994年卒）余田正徳（1998年卒）そ
して、審査委員長の坂本一成客員教授の７
名の審査員によって審査が行われました。
　今回は６名のファイナリストによる、熱
の入ったプレゼンテーションが行われ、月
島の商店街に小学校、区民センター、商業
の複合施設を計画する「まちのまなびや」
を発表した、川西乃理江さんが、テーマ設
定の秀逸さと、空間構成の巧みなことを評
価されて、大江宏賞を受賞しました。
　なお、今年の第９回大江宏賞は、３月
30日（土）13：00より市谷田町校舎マル
チメディアホールにて開催されます。

第３回大江宏賞を受賞した金田真聡君の「金田真聡のドイツ・ベルリン建築通信」をぜひHPで愛読ください。

渡邉眞理先生、日本建築学会賞を受賞
　2012年日本建築学会作品賞を、渡邉
眞理先生が代表を務める設計組織ADH
設計の「真壁伝承館」が受賞しました。
ADHを共同主催する木下庸子さん（工学
院大教授）と、新谷眞人さん（オーク構造
設計事務所代表）と同時受賞したものです。
　「サンプリングとアセンブリ—」と言う
手法を使って、桜川市真壁の伝統的な街並
みの持つ場所性、歴史性に見事に応答した
ことが高く評価されました。

渡邉眞理先生の「真壁伝承館」の作品を中
心とした「法匠セミナーのご案内」
日時　平成25年４月27日（土）16時より

（セミナー・質問含め1.5時間予定）
　その後先生を囲み懇親会を企画しています
場所　 デザイン工学部（市ヶ谷田町）校舎

教室未定
費用　無料（懇親会費用3,000円程度）
申し込み、詳細はHPに掲載します。

佐々木宏先生「近代建築講義」
　佐々木宏先生をお招きして、近代建築の
諸問題をお話しいただく連続講義の第１
回目が2012年11月８日に開催されまし
た。2 ヶ月に１回の割合で全６回を予定し
ています。
　佐々木先生ならではの、近代建築の裏も
表も縦横に語ってもらう企画です。毎回、
同窓会ホームページに予定が掲載されます
ので、ぜひご参加ください。
第１回　日本建築史の問題点
第２回　「ワックスマン・ゼミナール」
第３回　建築の作り方：物質と方法
第４回　装飾：その意味と役割
第５回　 無装飾も一つの意匠であることの

認識
第６回　未来への展望

訃報
　法政大学建築学科の
武者英二先生（名誉教
授）が昨年十二月二十
日に病のため急逝され
ました。ご葬儀は、暮

れも押し迫っておりましたので、ご親族
のみにより十二月二十六日に先生が設計
された東京神楽坂近くの南蔵院で執り行
われました。先生は昨年の二月に脳梗塞
で倒れられ、一命はとり留められました
が、介護施設で療養を続けていらっしゃ
いました。先生が亡くなられる直前の
十二月中旬にご子息からお聴きした話で
は、先生の体調は安定していらっしゃる
とのことでしたが、残念なことに二十日
に容体が急変し、そのまま他界されたと
のことです。享年七十六歳でいらっしゃ
いました。ここに心より哀悼の意を表し
ます。尚、先生の余りにも突然のご逝去
につき、武者先生を偲ぶお別れの会が法
政大学建築学科卒業生および菊竹事務所
と武者事務所関係の有志者により検討さ
れています。詳しくは同窓会のHPにも
掲載される予定です。

朴賛弼先生、日本民族建築学会奨励賞受賞
　朴賛弼先生が、著書「ソウル清渓川再
生」を出版されたことに対して、日本民族
建築学会より奨励賞が送られました。
　利便性を追求した近代都市において、蓋
を被せ、その上に高速道路を架けられた清
渓川を再生し、ソウル市の象徴として環境
を整備した事業を、様々な角度から研究し
た業績を高く評価されたものです。
　同時に2012年７月24日より８月３日
まで、韓国大使館韓国文化ギャラリーにお
いて、「清渓川写真・図面展覧会」が行わ
れ、朴先生の公演も開催されました。

同窓会会費について
　現在理系同窓会の学科組織として傘下に建築同窓会はいます。デザイン工学部建
築学科に大学組織は変わりましたが、同窓会はそれにとらわれることなく理系同窓
会の行方を見守っていきたいと考えています。会費は今年より4,000円もしくは
永久会員（事務局へお尋ねください）として登録お願いします。
　そしてこの法匠会報は理系同窓会報発行にあわせ郵送してます。理系同窓会報は
前号第79号より会費納入者のみに配布となっております。同窓の皆様からのご浄
財で成り立っていますのでご協力お願いします。

理系同窓会事務局　TEL/FAX　042―387―6385


