Life of an Architect
とある建築家の人生

1 東京オリンピックを目指す

2 猫を拾う

3 地域の自治会長になる

4 友人の個展をプロデュース

5 友人の居酒屋の家具をデザイン

6 弟が突然押しかけてくる

7 できちゃった結婚

8 近所の小学生対策

9 家のカーテンに AI が搭載

10 海外研修

11 絵を描き始める

12 床からレモンの木が生える

１３Nui の屋上を改修

１４一級建築士試験

15a+u を 20 年分譲り受ける

16 老朽化 2

17 隣接する古民家の所有権を得る

18 近くの幼稚園を改修

19 技術革新 I

20 住宅の依頼が続く

21 突然アイドルにハマる

22 床からオレンジの木が生える

23 隣にラーメン屋が開店

24 東京理科大学 助教

25 友人の BAR の家具をデザイン

26 海外コンペ 最優秀賞

27 ちゃんと結婚

28 子どもを授かる

29 セグウェイが庶民価格になる

30 建築雑誌で特集される

31 突然韓流ドラマにハマる

32 庭に猫が大量発生

33PTA(* 自治 ) 会長になる

34 東京理科大学 非常勤講師

35 友人の借金の連帯保証人になる

36 ゲストハウスを経営

37 地球温暖化 I

38 近所の小学生の人気者になる

39 人用ドローンが実用化

40 大工の棟梁に弟子入り

41 働き方改革

42 犬を拾う

43 公立小学校を設計

44 有名芸術家の個展を開催

47 隣の町工場を改修

48 近所の中高性の溜まり場になる

先の見えない時代の中で、建築家が設計時に思い描く未来予想図にどれだけ意味があるのだろう。あらゆる外的要因に対し即興的に設計、施工していくやり方で、未
完成である魅力を備えながら時の移ろいを許容する建築をつくれないだろうか。
私はまず建築家としての人生ゲームを作成し、本計画に時や運の要素を取り入れながら自邸 兼 設計事務所を築き上げた。なお、修士設計の終わりにその成熟過程を分
析することで次の時代を生き抜く建築の計画方法についても考察した。
Air-conditioning equipment in Hyderabad

Small granary in Korhogo

Hilly city in Italy

*2 House in Nishinippori

Water city in Shanghai

*4 House in Higashiueno

45 友人のカフェの家具をデザイン 46 所員の数名が事務所に棲みつく

本設計に時の移り変わりや外的要因 ( ハプニング )、金銭、人員、運などの要素
を取り入れ、短い設計期間 ( 本来は 50 年以上 ) を補い、人生を疑似体験するた
49 設計職の一部が AI になる

50 保育園を経営

51 絵本を描き始める

61 付近の治安が悪化する

62 白アリの被害に遭う

63 音楽活動を開始する

Typical residences in the Mediterranean

52 植えた植物が爆発的に育つ

53 東京の水運が発達する

54 東京理科大学 准教授

めに建築家人生ゲームを作成した。

55 ポルシェを購入

56 老朽化 3

57 睡眠障害で寝室を改良

58 専属のシェフを雇う

59 技術革新 II

60 変なインターン生が来る

67 交通事故

68 子どもの隠れた才能が開花する

69 敷地から温泉が出る

70 事務所のファサードを広告に利用

71 環境汚染が悪化

72 結構大きい鳥が巣をつくる

82 屋上緑化が義務化される

83 隣にカレー屋が開店

84 有名な茶道家と出会う

94 有名な書道家と出会う

95 ランボルギーニを購入

96 老朽化 4

106 海外コンペ 最優秀賞

107 妻の料理がプロの域に達する

108 地域の町工場と連携

□作成方法

*1 Architecture without Architects by Bernard Rudofsky

*3 Shipping agent in Higashinihonbashi

64 事務所を乗っ取られる 65 事務所の一部を IT 企業に貸し出す
66 海外コンペ最優秀賞
①
25 歳からの約 50 年間を想定

大学院卒業後 25 歳 (2019) となった自分が蔵前の自宅 兼 未来の設計事務所に

*5 House in Iriya

移り住むところから 75 歳前後で一線を退くまでの約 50 年間を想定。

Architecture without Architects
名もなき工匠たちの建築

73 周辺環境の変化 I

74 有名な芸術家の美術館を設計

75 フェラーリを購入

②200 項目を用意
76 雨漏り

77 不倫がバレる

78 親が認知症になる

79 経済不況

80 大地震

81 ペテルギウスの超新星爆発

項目数は 3.5( サイコロ１回の期待値 )×50( 年 )＋α( “5 マス進む” などがある )

建築家という職業が生まれるずっと前から我々人類は自らの欲求や自然・社会的環境に順応すべく様々な工夫をもって建築を築き上げてきた。Bernard Rudofsky の著書 “建築家なしの建築” にはその

＝175＋25＝200 項目を用意

ような建築が世界各地に今もなお存在すること、私たちが今まで学んできた建築や設計手法がいかに少数派であるかを示している。

③75% を外部委託

上のスケッチは現代の東京で発見した名もなき工匠たちによる建築である。長い月日の中で起きた家族構成の変化や “物干し場が欲しい” などの欲求を受け止めるために増築を繰り返した結果、どこ

85 事務所の一部を出版社に貸し出す

か魅力的で躍動感を持った姿で立ち現れている。これらの建築からは家主の人生をも感じさせる。建設の機械化、合理化が進んだ現代において初源的とも言えるこのような建築の持つ魅力を再考してみ

86 日本建築学会賞を受賞

87 地球温暖化 II

ようと思う。

88 所員のベビーブーム

89 新しい設計ソフトを開発

90 所員が金を持ち逃げ 91 “あなたの息子です” という男が現れる 92 渡り鳥の住処になる

93 周辺環境の変化 II

そのうち 25% の 50 項目を自分で考え、思い描く建築家像や時代の流れを反映。
残り 75% の 150 項目を外部委託 ( 教授、建築家、学生、親戚 etc...) し、1 人で

Gehry Partners, LLP

Studio Mumbai Architects

INNOCAD Planung und Projektmanagement GmbH

は思い描くことが難しい項目や諸先輩方の実際に人生のターニングポイントと

Adjaye / Associates

Location: Los Angeles, California, U.S.A

Location: Nagaon, Alibag, India

Location: Grazbachgasse 65a/I. A-8010 Graz Austria

Location: 23-28 Penn Street, London N1 5DL, UK

Foundation year: 1962

Foundation year: 1996

Foundation year: 1999

Foundation year: 2000

Number of staﬀ: 140

Number of staﬀ: 125

Number of staﬀ: 14

Number of staﬀ: 35

Area of working space: 3900 ㎡

Area of working space: inside 910 ㎡ , outside 1,300 ㎡

Area of working space: 189.81 ㎡

Area of working space: 237 ㎡

㎡ /people = 27.85

㎡ /people = 17.68

㎡ /people = 13.55

㎡ /people = 6.77

97 海面上昇

98 子どもたちが家をでる

99 技術革新Ⅲ

なった項目などを取り入れ人生としての一般性を確保する。

100 体重が 100 キロに到達

101 第三次世界大戦

102 植物が枯れ果てる

103 空き地に playground を計画

104 東京理科大学 教授

105 海外に拠点を展開

④収支
1st ﬂoor plan

3rd ﬂoor plan

4th ﬂoor plan

5th ﬂoor plan

6th ﬂoor plan

それぞれの項目に対して年間の収支や所員の増減などを詳しく設定し、裏ス

2nd ﬂoor plan

Atelier Jean Nouvel
Location: 10 Cire dʼangouleme 75011 Paris, France
Foundation year: 1994(Atelier Jean Nouvel)

109 炭素繊維が普及

Future Systems

110 受付嬢を配置

111 最強の車椅子を設計

114 有名な探検家に出会う

115 社食をオープンする

116 ホテル TERUI をオープン

117 妻が花屋を開業する

118 スタッフから訴えられる

119 透明な金属が発明される

120 新オフィス空間を増設

126 日本建築学会賞 受賞

127 孫が誕生

128 光環境の専門家と契約

129 空気より軽い建材が発明

130 プリツカー賞 受賞

131 悪い女に騙される

132 樹木が成長し２階の床を突き破る

138 構造設計の専門家と契約

139 技術革新Ⅳ

140 東京都知事選 出馬

141 秘密の部屋を密かに制作

Area of working space: 729 ㎡
㎡ /people = 36.45

㎡ /people = 11.21

□ルール
①１日１回人生を進める

Allies and Morrison Architects
Location: 85 Southwark Street, London, SE1 0HX, UK
Foundation year: 1984(studios completed and occupied)

121 車椅子バスケに打ち込む

Number of staﬀ: over 200(205 as of November 2005)

122 所員が犬と出勤してくる

123 地域活性化のための WS

Ingenhoven Architects, Dusselorf

Area of working space: 2,284 ㎡

Location: Plange Muhle 1, D-40221 Dusselorf, Germany

㎡ /people = 11.14

Foundation year: 1985
Number of staﬀ: 64
㎡ /people = 24.60

5th ﬂoor plan

Location: 450 West 31st Street, 11th Floor, New York, 10001, U.S.A
Coop Himmelb(l)au: Prix & Swiczinsky & Dreibholz ZT GmbH
Location: 37 A-1050 Vienna, Austria

Foundation year: 2002
Number of staﬀ: around 30

133 周辺環境の変化Ⅳ

Area of working space: Around 604 ㎡

Foundation year: 1989

Foundation year: 1968

Number of staﬀ: 45(in NY oﬃce)

Number of staﬀ: 100

Area of working space: 1,078 ㎡

Area of working space: 1,160 ㎡ 2nd ﬂoor, 770 ㎡ basement

㎡ /people = 23.95

㎡ /people = 11.60

125 建築基準法が厳しくなる

１日１回サイコロを振って設計要件 ( 人生 ) を決定し、設計→施工を繰り返す。
１項目を１年と換算する。

Steaven Holl Architects

Studio Daniel Libeskind
Location: New York(Lower Manhattan), U.S.A

124 有名な音楽家に出会う

②１項目＝１年

Area of working space: 1,575 ㎡

Typical ﬂoor plan

113 周辺環境の変化Ⅲ

Foundation year: 2000
Number of staﬀ: 20

Number of staﬀ: 156(24countries)
Area of working space: 1,750 ㎡

*6 Sagrada Familia in Barcelona

トーリーを付け加えていく。

112 植栽計画の専門家と契約

Location: London, UK

㎡ /people = 20.13

134 事務所の一部を高齢者に開放135 事務所の一部を子ども達に開放

Richard Meier & Partners Architects LLP

Hopkins Architects

Renzo Piano Building Workshop, Genoa

Location: London, UK

Location: Via Rubens 29, 16158 Genoa, Italy

Foundation year: 1976

Foundation year: 1968

Number of staﬀ: 123

Number of staﬀ: around 90 people(in both oﬃces; Genoa and Paris)

Area of working space: 965 ㎡

Location: 475 Tenth Ave., New York, U.S.A

Foreign Oﬃce Architects

Foundation year: 1963

Location: 55 Curtain Road, Shoreditch, London

Number of staﬀ: 62

Foundation year: 1955

Area of working space: 1,394 ㎡

Number of staﬀ: 26

㎡ /people = 22.48

③予算や人員を考慮し設計
136 老朽化 5

137 地球温暖化Ⅲ

142 錦鯉を飼うために池をつくる 143 目の前の空き地に市場を計画

144 水上レストランを設計

設計の際、人生ゲームから得られた予算や人員などの設計要件を考慮に入れる。

Area of working space: 500 ㎡
㎡ /people = 19.23

Area of working space: Around 700 ㎡

㎡ /people = 7.84

㎡ /people = 12.22

Roof ﬂoor plan

Marico Kogan
Location: al. Tiete, 505, Sao Paulo, sp cep 04616-001, Brazil
Foundation year: 1976

1st ﬂoor plan
4th ﬂoor plan

145 新宇宙ステーションの設計に携わる 146 海外コンペ 最優秀賞

Number of staﬀ: 10

147 娘が海外の超有名建築家と結婚

148 建築材料の専門家と契約 149 火星での住宅設計依頼を受ける

150 恩師の死

151 感性が尖りすぎる

152 天体観測

153 ワインセラー

154 建築書庫を完備 (10,000 冊 ) 155 減築によって環境改善を図る 156 自身の作品アーカイブを設計

Area of working space: 246.61 ㎡
㎡ /people = 24.61
3rd ﬂoor plan

*7 Arimasuton building in Mita

1st ﬂoor plan

2nd ﬂoor plan

2nd ﬂoor plan

2nd ﬂoor plan

Large

成熟

成長

1st ﬂoor plan

独立

Small

157 娘がダンススクールを開業する

158 執事を雇う

159 自給自足の生活

160 風力発電を導入

161 後進の育成

162 妻が病気になる

163 周辺環境の変化

164 道路から車が消える

165 空き地に遊具を計画

166 経営体制を刷新

167 息子がビストロを開業する

168 ロボットの新入社員

169 建築外皮に AI を搭載

170 仕事を選ぶ

171 国から研究費が支給される

172 構造体を木質化

173 隣地を購入

174 地殻変動 -3000

175 地殻変動 +3000

176 老朽化 6

177 娘が 9 人目の孫を出産

178 雨の国

179 技術革新Ⅴ

180 東洋のサグラダファミリア

181 事務所の規模を縮小

182 覆堂

183 敷地の一部を売却

184 昔の仲間と CAFE を開く

185 船を購入

186 海外コンペ 最優秀賞

187 健康診断に引っかかる

188 立ち退きを命じられる

189 建築に命が宿る

190 引退後の人生を考える

191 隅田川の水質改善に尽力

192 妻の死

193 寺社移転

194 視力を失う

195 取り壊しが決定する

196 最後の大仕事

197 路面電車に轢かれる

198 自分の死を覚悟する

199 食い逃げで捕まり逮捕

200 国民栄誉賞 受賞

Dynamism to keep building
建築し続けるダイナミズム

“サグラダ・ファミリア” が人々を惹きつける要因は、その有機的な形状だけではなく、
“建築し続ける” こと自体を人々は魅力として感じ取っているのではないだろうか (*6)。家主が打つ特殊なコンクリー
トによって日々建設される “蟻鱒鳶ル” やスケッチの建築たちもまた未完成であることで私たちに無限の完成形を想像させる (*7)。

Architectʼs Oﬃce
建築設計事務所

私はアトリエ系建築設計事務所への就職を考えている。建築家が生み出す空間やそこに流れる時間の豊かさに心惹かれたためだ。しかし彼らが働くアーキテクツ・オフィスはどうだろうか？有名な事
務所であっても寂れた雑居ビルの中、というのが日本の現状である。一方、海外の事務所に目を向けると事態は好転する。アーキテクツ・オフィスには建築家が目指す初源的空間や設計哲学が表れ、訪
れるものを魅了する。また建築家の地位は日本よりもはるかに高く、雇用環境も良い。事務所運営の面にもしっかりとした方向性が見られ、学ぶべきところが多い。所員のいない状況から独立→成長→
成熟していく建築設計事務所は建築し続けるプログラムとして相性がいい。その事務所は私が引退する時に完成する生涯をかけた作品となるだろう。

Timeline 2019-2044
年表 2019-2044

22000

1 東京オリンピックを目指す

3 地域の自治会長になる

5 友人の居酒屋の家具をデザイン

7 できちゃった結婚

9 家のカーテンに AI が搭載される

11 絵を描き始める

競技の枠にとらわれず、とりあえず体を鍛え始める。

半強制的に自治会長をやらされる。

事務所及び Nui の家具にも採用される。

①②③→1人,④⑤→2人,

近隣住民の動き、日差しを計算しカーテンの開け閉め

独特な絵が SNS で話題になり、本格的に絵を描き始める。 Nui のオーナーと仲良くなり屋上空間の改修を

-250/year( トレーニング・遠征費 ) *-50( 建設費 )

地域住民が訪ねてくるようになる。

+25( デザイン料 )

⑥ → ３人

を人工知能が行うようになる。

+ サイコロ ×50( 副収入 )

+ サイコロ ×25( 副収入 )

の子宝に恵まれる。

-50/ 人 /year( 養育費 )

*-100( 建設費 )

13 Nui の屋上を改修する

*-50( 建設費 )

-50( 設備費 )

15 a+u を 20 年分譲り受ける

17 隣の古民家の所有権を得る

19 技術革新Ⅰ

友人から a+u を 20 年分を譲り受ける。

隣人が亡くなり、隣接する古民家の権利を安く

5 マス進む

任される。

譲り受ける。

天板がスクリーンになった iMac-table を購入する。

+50( デザイン料 )

-2000( 土地代など ) 10 年ローン *-100( 建設費 )

-100( 設備費 )

16 老朽化 ×2

18 近くの幼稚園を改修

20 住宅の依頼が続く

“サイコロ” ×2 年前に建築した箇所を

敷地近くの幼稚園を改修する。

サイコロの人数だけ所員

所員 +1

+ サイコロ ×25/year( 基本給

+ サイコロ ×10( 基本給

21 突然アイドルにハマる

23 隣にラーメン屋 開店

25 友人の BAR の家具をデザイン

27 ちゃんと結婚

29 セグウェイが庶民価格になる

31 突然韓流ドラマにハマる

33 PTA(* 自治 ) 会長になる

35 友人の借金の連帯保証人になる

37 地球温暖化Ⅰ

39 人用ドローンが実用化

突然アイドルにハマり、グッズなどの収集を始める。

事務所の隣にラーメン屋が開店し、

事務所および Nui の家具にも採用される。

( 結婚している場合は１マス進む )

事務所内でセグウェイが流行。

突然韓流ドラマにハマり、グッズなどの収集を始める。

半強制的に PTA(* 自治 ) 会長をやらされる。

友人はまもなく失踪。

地球の平均気温が

ドローンが進化し人の移動手段としても普及し始める。

-20( ライブ・グッズ代 )

瞬く間に大行列店となる。

所員 +1

-100( 結婚費用 )

-50(3 台分 )

-20( グッズ代 )

地域住民や子どもが訪ねてくるようになる。

- サイコロ ×100( 借金返済 )

“サイコロ” ×２℃上昇

-100( 設備費 )

+25( デザイン料 )

)

+ サイコロ ×25( 副収入 )

*-50( 建設費 )

41 働き方改革

+ サイコロ ×10( 基本給

)

* 子どもがいない場合

43 公立小学校を設計

45 友人の CAFE の家具をデザイン

47 隣の町工場を改修

サテライトな働き方が推進され、遠隔地に人員を配置。

教育開発部門を設立

事務所および Nui の家具にも採用される。

隣の町工場を改修し、研究開発部門を設立

所員 +1

サイコロの人数だけ所員

+25( デザイン料 )

サイコロの人数だけ所員

-100( 設備投資 )

+ サイコロ ×10( 基本給

)

+ サイコロ ×250( 設計料 )

+ サイコロ ×25( 副収入 )

-5000( 設備投資 )

*-200( 建設費 )

49 設計職の一部が AI になる
AI の進化により設計職の一部が取って代わられる。
5 マス進む

+ サイコロ ×250( 基本給

)

サイコロの人数だけ所員

-1000( 設備投資 )

+ サイコロ ×50( 基本給

)

50

20000

18000

40

16000

14000

2 猫を拾う

4 友達の個展をプロデュース

6 弟が突然押しかけてくる

8 近所の小学生対策

10 １年間の海外研修

道端に捨てられていた猫を拾い、

自邸で友人の個展を開催。

彼女と別れ、同棲を解消した弟がやってきて

近所の小学生がやたらと家にボールを当ててくる。

文化庁の新進芸術家海外研修制度で

“Peter Zumthor” と名付け飼い始める。

+25( プロデュース料 )

居候になる。

１年間の海外研修。( 行き先はダーツで決定 )

+50( 家賃収入 )

+100( 補助金 )

+ サイコロ ×25( 副収入 )

-10/year( えさ代 )

+50/year( 基本給

)

12 床からレモンの木が生える

14 一級建築士試験 STOP

地面のアスファルトを突き破り１階の床から

① ② ③ → 合格

木が生え始める。

④ ⑤ ⑥ → 不合格 ( 合格するまで浪人 )

*-50( 建設費 )

-100( 受験費用 )

+50/year( 基本給

)

取り壊し or 補修
*-150( 建設費 )

)

+100( 設計料 )

22 床からオレンジの木が生える

24 東京理科大学 助教

26 海外コンペ 最優秀賞

地面のアスファルトを突き破り１階の床から

任期 ５年間

①小学校 ,②劇場 ,③図書館 ,④競技場 ,⑤美術館 ,⑥空港

アルバイト

木が生え始める。

所員 +1

*-50( 建設費 )

+100/year( 基本給

サイコロ ×５人の所員
)

*-150( 建設費 )

28 子どもを授かる

30 雑誌で特集が組まれる

① ② ③ → 1 人 , ④ ⑤ → 2 人 ,⑥ → ３人

サイコロの人数だけ所員

結婚していない場合は１マス戻る

+ サイコロ ×500( 設計料 )

+ サイコロ ×100( 基本給

+100( 掲載費 )

) -50/ 人 /year( 養育費 )

+ サイコロ ×10( 基本給

)

*-150( 建設費 )

32 庭に猫が大量発生

34 東京理科大学 非常勤講師

36 ゲストハウスを経営

38 近所の小学生の人気者になる

40 大工の棟梁に弟子入り

42 犬を拾う

44 有名芸術家の個展を開催

46 所員の数名が事務所に棲みつく

猫が庭に大量に棲みつく。餌をあげていた

任期 “サイコロ” ×２年間 アルバイト

サイコロ ×10 ベットを設置

なぜか近所の小学生の放課後の溜まり場になる。

建てられる建築家を目指して

道端に捨てられていた犬を拾い、

- サイコロ ×200( 初期投資 )

+10/year( 基本給

+50/year( 基本給

所員をクビにする。

所員 +1

所員 -1

+100/year( 基本給

)

+ サイコロ ×30( 基本給

)

)

)

48 近所の中高生の溜まり場

50 保育園を経営

自邸を利用して某有名芸術家の個展を開催。

所員の数名が家に帰らず事務所で寝泊まりするようになり 近所の中高生にやたらと絡まれる。

自らの設計と保育所運営を同時に行い空間の

“Renzo Piano” と名付け飼い始める。

所員 +1

対策を迫られる。

事務所が放課後の子どもたちの溜まり場になる。

実験を進める。

-10/year( えさ代 ) ×15 年間

+100( プロデュース料 )

所員 +1

*-50( 建設費 )

-2500( 設備投資 )

+ サイコロ ×50( 副収入 )

*-100( 建設費 )

+ サイコロ 125( 基本給

)

12000

30
10000

8000

5 マス進む

*-500( 建設費 )

-2500( 設備投資 )

+ サイコロ ×125( 基本給

)

-780

近所の中高生の溜まり場

ホログラムを利用した新しい設計ソフトを独自開発。

“サイコロ” ×２℃上昇

+300/year( 賃貸料 )

＋１１

年下からナメられやすい性格が災いし︑なぜ

地球の平均気温が

収入を得る。

20

２０３３

89 新しい設計ソフトを開発

事務所の一角をデザイン系の出版社に貸し出し、家賃

瞬く間に大行列店となる。

か学校帰りの中高生が事務所にたむろするよ

87 地球温暖化Ⅱ

事務所の隣にカレー屋が開店し、

明るい状態が続く。

うになる︒業務に支障をきたさぬように共存

85 事務所の一角を出版社に貸し出す

ペテルギウスの超新星爆発が起こり、１年間夜でも

サイコロ ×2 人の所員
- サイコロ ×500( 不良債権 )

の道を探る︒

83 隣にカレー屋が開店

経営している事業を半減。5 マス進む

離婚し財産分与で利益の 1/2 を失う )

-680

所員の数名が事務所に棲みつく

81 ペテルギウスの超新星爆発

全ての肩書きを失う ( 結婚していれば

-1000( 車両費 )

＋１１

海外からのインターン２名が借りていたマン

79 経済不況

ガレージを増設

*-200( 建設費 )

ションを引き払い︑本格的に事務所で寝泊り

77 不倫がバレる

敷地周辺の環境が変化する。

河川の水質も悪化する。

を始め︑その対応に追われる︒今後︑住み込

75 フェラーリを購入

空気中の汚染物質の量が上昇し、

出てくることが発覚。5 マス進む

*-500( 建設費 )

みが可能な事務所へと変貌していくことが予

73 周辺環境の変化Ⅰ

敷地の地盤を 3D スキャンする。穴を掘ると温泉が

車椅子生活を余儀なくされる。

+300/year( 賃貸料 )

想される︒

71 環境汚染が悪化

乗っていた車が交通事故に遭い、下半身に麻痺が残る。

収入を得る。

公立小学校を設計

69 敷地から温泉がでる

事務所の一角をベンチャー系の IT 企業に貸し出し、家賃

-200( 楽器代 )

*-100( 建設費 )

-530

自身初となる小学校の設計︒大学時代からの

65 事務所の一角を IT 企業に貸し出す 67 交通事故

協同経営者４人でバンドを結成する。

悪化する。対策が求められる。

研究を活かし︑これからの教育現場のあり方

63 音楽活動を開始する

付近でスリや盗難が相次ぎ、歩いている人の人相も

を考える︒事務所内に教育開発部門を新たに

61 付近の治安が悪化する

＋１１

２０３２

２０３１

設け︑専門性を高めていく︒

人用ドローンが実用化

-1380

ドローンの進化と法整備が進み︑１家に１台

＋７

の時代が到来する︒これにより物流や交通に

大きな変化がおとずれ︑所員の中にはドロー

ン出勤してくる者も︒事務所用にも１台購入

する︒

友人の借金の連帯保証人になる

-1330

２０３０

２０２９
研究室の後輩から借金の連帯保証人を頼まれ

＋７

引き受けるが︑翌日には連絡が取れなくなっ

てしまう︒人を信じられず︑ふさぎ込む日々

が続くが︑設計に打ち込むことでなんとか正

気を保つ︒

で特集が組まれる︒人間としては

J+K

建築雑誌で特集される

建築雑誌

＋７

-990

初めて同雑誌の表紙を飾り︑今までの建築作

品に加え︑１ヶ月のコーディネートと仕事ぶ

りが掲載される︒

大学院卒業から８年︑子どもたちが小学校に

＋１

入学するタイミングで垣野先生から声がかか

り︑東京理科大学に助教として復学する︒生

-950

東京理科大学 助教

徒に気に入られるために全力を尽くす︒

床からオレンジの木が生える

スペースは使えないくなるが︑柑橘の香りに

魅了され︑この木とともに生きていくことを

１階のアスファルトを突き破り︑オレンジの

決意する︒

木が室内に生えてくる︒キッチン 兼 ワーク

隣の古民家の所有権を得る

-850

２０２８

２０２７

２０２６

２０２５
日頃から仲良く近所付き合いをしていた隣の

-650

ご老人が亡くなってしまう︒遺言には隣接す

る土地を私に譲渡する旨が記されていた︒相

場よりも安い値段で隣の古民家の所有権購入

する︒

一級建築士試験

３０歳を迎えるこの年︑ついに一級建築士試

-400

験に合格する︒仕事の幅が広がり独立に向け

た準備を開始する︒

Ｎｕｉの屋上を改修

飲み屋で仲良くなった男が敷地の目の前にあ

る東京を代表するユースホステルＮｕｉのオ

ーナーであることが発覚し︑屋上空間の改修

を任される︒

絵を描き始める

-150

２０２４

２０２３

２０２２

)

ロシアで学んだアバンギャルドの世界観を活

+ サイコロ ×50( 基本給

-200

かした絵がＳＮＳで話題となり作品制作を行

-1000( 設備投資 )

うようになる︒肩書きを建築家／画家に変更

5 マス進む

改善を図る。

する︒

59 技術革新Ⅱ

眠れない日々が続き、寝室を改良することで

１年間の海外研修

57 睡眠障害で寝室を改良

出産間もない妻子を日本に残し︑文化庁の新

-350

進芸術家研修制度を利用してロシアで１年間

の海外研修︒ロシアに根付くアバンギャルド

な世界を学ぶ︒

-1000( 車両費 )

できちゃった結婚

55 ポルシェを購入

事務所の前に船着場を設計し、水上バス通勤が可能に。

+ サイコロ ×200( 印税 )

東京オリンピックの選手村で運命の女性と恋

53 東京の水運が発達する

東京に張り巡らされた水路を活用した交通網が整備される。
ガレージを増設
独特な絵と物語が世間でウケて本格的に絵本を描き始める。

に落ちる︒大会終了後︑女性が３つ子を妊娠

-350

２０２１

２０２０

51 絵本を描き始める
22000

していることが発覚︒まもなく結婚する︒

-2000

東京オリンピックを目指す

-200

東京五輪開催を前にオリンピアンになるとい

0

う夢を諦めきれない私はまず︑競技の枠にと

2000

らわれず体を鍛え始めることにする︒

4000

２０１９

6000

10

91 “あなたの息子です”

93 周辺環境の変化Ⅱ

95 ランボルギーニを購入

97 海面上昇

99 技術革新Ⅲ

90 という男が現れる

敷地周辺の環境が変化する。

ガレージを増設

５年以内に隅田川が溢れる。

5 マス進む

-1000( 車両費 )

所員が 1 人増える

-1000( 設備投資 )

+ サイコロ ×50( 基本給

)

50

20000

18000

40

16000

14000

52 植えた植物が爆発的に育つ
植えた植物が爆発的に育ち建物を覆い始める。

54 東京理科大学 准教授
ゼミ室を増設
１マス進む
+200( 基本給

アルバイト
サイコロの人数だけ所員

56 老朽化 ×3

58 専属のシェフを雇う

60 変なインターン生が来る

62 シロアリの被害に遭う

64 事務所を乗っ取られる

66 海外コンペ 最優秀賞

68 子どもの隠れた才能が開花する

70 事務所のファサードを広告に利用

72 結構大きい鳥が巣を作る

74 有名芸術家の美術館を設計

76 雨漏り

78 親が認知症になる

80 大地震

82 屋上緑化が義務化される

84 有名な茶道家と出会う

“サイコロ” ×3 年前に建築した箇所を

所員の食生活を改善するために専属のシェフを

変なインターン生が来て事務所を荒らして帰る。

シロアリに１階の木造部分を喰われていることが発覚。

部下に事務所を乗っ取られる。１年間分だけ

①小学校 ,②劇場 ,③図書館 ,④競技場 ,⑤美術館 ,⑥空港

子どもがやっていた習い事で将来を嘱望されるような

事務所のファサードを広告に利用して収入を得る。

事務所の一角にコウノトリが巣を作り繁殖を始める。

某有名芸術家のための美術館を設計する。

雨漏りで屋根の建て替えが求められる。

親が認知症になり、介護が必要な状況になる。

震度７の地震が起きる。

建築基準法が改正され、４階建て以上の建物の

有名な茶道家と出会い、茶に魅せられる。

取り壊し＋補修

雇い、ランチとディナーを用意してもらう。

サイコロの人数だけ所員

対策が求められる。

違う人が設計する。

サイコロ ×５人の所員

才能を持っていることがわかる。

-100( 設備投資 )

貴重な鳥なため大事に見守ることに。

サイコロの人数だけ所員

*-200( 建設費 )

同居を考え始める。

建築家としてできることは何かを考える。

屋上の緑化が義務化される。
*-100( 建設費 )

+ サイコロ ×500( 設計料 )

) *-200( 建設費 )

所員 +1

* 食費は所員の給料から天引き

+ サイコロ ×500( 設計料 )

+ サイコロ ×100( 基本給

+50( 基本給

)

)

+500( 設計料 )

+ サイコロ ×10( 基本給

)

86 日本建築学会賞受賞

88 所員のベビーブーム

90 所員が金を持ち逃げ

92 渡り鳥の住処になる

94 有名な書道家と出会う

①小学校 ,②劇場 ,③図書館 ,④競技場 ,⑤美術館 ,⑥空港

所員たちが子育てしやすい環境を用意する。

信頼していた経理担当が金を持ち逃げ。

毎年春に飛来してくる渡り鳥のために住処を用意する。

有名な書道家と出会い、書に魅せられる。

サイコロ ×５人の所員

サイコロの人数だけ所員

所員 -1

+ サイコロ ×100( 基本給

) - 所員数 ×50( 支援金 )

96 老朽化 ×4

98 子どもたちが家をでる

100 体重が 100 キロに到達

“サイコロ” ×4 年前に建築した箇所を

成長した子どもたちが巣立ち、子供部屋が空く。

暴飲暴食、運動不足がたたり体重が 100 キロを超える。

取り壊し or 補修

-50/ 人 /year( 仕送り ) ５年 *-50( 建設費 )

- サイコロ ×1000( 被害 ) *-250( 建設費 )

12000

30

＋１４

10000

8000

20

２０４３

-80

子どもたちが家をでる︒

＋１３

子どもたちが就職や結婚などで全員家から

巣立って行く︒それまで使っていた部屋は

母親の趣味の部屋となり︑時間のできた母

はのびのびと時間を使い始める︒

-680

渡り鳥の住処になる

＋１３

屋上緑化の影響もあり︑生物も寄ってくる

事務所に︒渡り鳥がガレージの上に住処を

作る︒その後も年に一度産卵のために戻っ

てくる︒

所員が金を持ち逃げ

-1430

不況の影響もあり︑信頼を寄せていた一人

の所員に事務所の金を持ち逃げされる︒自

分しか行くことのできない部屋に金庫を置

＋１３

２０４２

２０４１

いて︑より防犯性を高める︒

-980

事務所の一角を出版社に貸し出す

＋１４

多くの分野でシェアが求められる時代︒研

究室に置くプリンターなどをシェアする形

で事務所の一角を出版社に貸し出す︒

屋上緑化が義務化される

-1280

環境汚染の影響から世界的にも緑化が推進

されるようになる︒都心にも緑地が多くつ

くられ︑新しい都市の景観が生まれる︒事

＋１４

２０４０

２０３９

務所の屋根も豊かな植栽が施される︒

-1530

雨漏り

＋１４

これまで雨風をしのいできた屋根に老朽化

がみられる︒新たな屋根への建て替えが必

要となる︒

環境汚染が悪化

-1680

地球規模で環境汚染が広がり︑大気や水質

などに影響が出始める︒事務所では屋根で

集めた雨水を浄化し飲み水を確保する設備

＋１４

２０３８

２０３７

を導入する︒

-1830

交通事故

＋１４

ローンすらまだ払い終えていない愛車ポル

シェで大事故を起こす︒なんとか病院で一

命は取り止めるも下半身は動かず︑車椅子

生活を余儀なくされる︒家の中心に大きな

エレベーターを配し︑建築空間の立て直し

を図る︒

付近の治安が悪化する

-1680

東京の下町界隈︑特に蔵前の治安が過去最

悪となる︒事務所にある貴重な資料やポル

シェ︑所員や家族を守るためにあらゆる手

＋１４

２０３６

２０３５

段を講じ︑有事に備える︒

-1830

ポルシェを購入

＋１４

准教授に就任した給与でフランスの高級車ポ

ルシェを購入し︑男としてのロマンを叶える︒

-830

愛車を駐車するためのガレージを増設する︒

0

-2000

准教授

2000

東京理科大学

＋１４

４０歳になるタイミングで母校の准教授に就

任する︒敷地内にサテライト研究室を開設し︑

学生と共に建築の未来について考えていく︒

4000

２０３４

２０３４

6000
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

1 東京オリンピックを目指す

7 できちゃった結婚

10海外研修

11絵を描き始める

14一級建築士試験

13Nui の屋上を改修

17隣接古民家の所有権を得る

22 床からオレンジの木

24 東京理科大学 助教

30 建築雑誌で特集される

35 友人の借金の連帯保証人

39 人用ドローンが実用化

43 公立小学校を設計

46 所員が事務所に棲みつく

48 近所の中高性の溜まり場

54 東京理科大学 准教授

61 付近の治安が悪化する

67 交通事故

71 環境汚染が悪化

76 雨漏り

82 屋上緑化が義務化される

85 事務所を出版社に貸し出す

90 所員が金を持ち逃げ

92 渡り鳥の住処になる

98 子どもたちが家をでる

101 第三次世界大戦

55 ポルシェを購入

防護策
トレーニングスペースへの階段

アバンギャルド手摺
ダブルベット , シャワールーム

和室
塀のギャラリー

子ども部屋

穴

母親の部屋

動線を拡充する

ミーティングスペース

キッチン移設

ドローンポート
浄水タンク
大屋根シアター中２階のワークスペース

階段

屋根交換

屋根緑化

中高生の溜まり場

所長室

ポルシェガレージ
教育開発部門

鳥の巣
エレベーター 3×3.5

サテライトゼミ室

EV 下の核シェルター
シェアオフィス

金庫室

Nui 屋上改修
結婚

３つ子誕生

一級建築士

隣地の所有権を得る

初の公共建築

准教授

交通事故で下半身付随

第三次世界大戦

Timeline 2044-2070
年表 2044-2070

101 第三次世界大戦
22000

アメリカと中国の貿易摩擦から第三次世界大戦が勃発。

103 空き地に playground を計画

105 海外に拠点を展開

107 妻の料理がプロの域に達する

109 炭素繊維が普及

111 最強の車椅子を設計

113 周辺環境の変化Ⅲ

115 社食をオープンする

117 妻が花屋を開業する

119 透明な金属が発明される

121 車椅子バスケに打ち込む

123 地域活性化のための WS

125 建築基準法が厳しくなる

127 孫が誕生

129 空気より軽い建材が発明される

131 悪い女に騙される

133 周辺環境の変化Ⅳ

135 事務所の一部を子どもたちに開放 137 地球温暖化Ⅲ

139 技術革新Ⅲ

荒れ果てていた敷地目の前の空き地に playground を

海外での仕事も増え、世界３カ国に拠点を展開する。

妻がかねてより磨いてきた料理の腕がプロの域に達し、

カーボンナノチューブの建築利用が一般的にも普及

ふと思い立ち、自分だけの最強の電動車椅子を

子どもたちも家を出て時間ができた妻が会社を起こす

謎の米国企業によって透明な金属が発明され、建築資材

車椅子生活にも余裕が出始め、知り合いの紹介で障害者

地域の住民を集め今後の地域の発展を考えるワーク

建築基準法が大幅に改定され耐震を余儀なくされる。

この年、サイコロの数だけ孫が誕生する。

米国企業により開発された空気よりも軽い新素材により

信頼していた後輩に騙される。今までの全てが嘘で

敷地周辺の環境が変化する。

事務所の一部を子どもたちのための読書スペースとして

地球の平均気温が “サイコロ” ×２℃上昇

5 マス進む

料理教室を開校する。

する。5 マス進む

デザインする。

敷地周辺の環境が変化する。

所員達の食生活改善のため専属の料理人雇い、

サイコロの人数だけ所員

社食をオープンする。

ことになり、全力でサポートする。

としての利用を試みる。5 マス進む

スポーツに取り組む。

ショップを開設し、代表を務める。

- サイコロ ×50( 基本給

-100( 出産祝い )

建築のあり方が大きく変化する ... かも。5 マス進む

あったことが発覚し、渡したお金も帰ってこない。

東京都に寄付する。( 都知事選の当選確率が 1/6 上昇 )

*-200( 建設費 )

-2000( 設備投資 )

-250( 設備投資 )

-1500( 設備投資 )

所員 +1

-500( 設備投資 )

-1500( 設備投資 )

-1500( 設備投資 )

-1500( 被害額 )

*-500( 建設費 )

116 ホテル TERUI をオープン

118 スタッフから訴えられる

120 新オフィス空間を増設

122 所員が犬と出勤してくる

124 有名な音楽家に出会う

126 日本建築学会賞受賞

128 光環境の専門家と契約

130 プリツカー賞 受賞

132 樹木が成長し２階の床を突き破る 134 事務所の一部を高齢者に開放

136 老朽化 ×5

138 構造設計の専門家と契約

140 東京都知事選 出馬

142 錦鯉を飼うために池をつくる

144 水上レストランを設計

146 海外コンペ 最優秀賞

148 建築材料の専門家と契約

150 恩師の死

日本を訪れるゲストのためのホテルをオープン。

過重労働で心を病んだスタッフから提訴される。

今後の所員増加と組織改変を見越して、新たな執務空間

所員の数名が犬や猫を連れて出勤してくるようになる。

有名な音楽家と出会い、クラシックに魅せられる。

①小学校 ,②劇場 ,③図書館 ,④競技場 ,⑤美術館 ,⑥空港

光環境のエキスパートを所員に迎え、専門の部署を

長年の功績と政治的圧力で建築界のノー

生えている樹木が成長し、ついに１階の天井にまで到達

事務所の一部を高齢者のための団欒スペースとして

“サイコロ” ×5 年前に建築した箇所を

構造設計のエキスパートを所員に迎え、専門の部署を

① 当選 → １つだけ願いが叶う

庭で錦鯉の飼育を行うために池を設ける。

フランスの三ツ星レストランで修行をした天才

①小学校 ,②劇場 ,③図書館 ,④競技場 ,⑤美術館 ,⑥空港

建築材料のエキスパートを所員に迎え、専門の
13675

恩師の死をきっかけに追悼空間を設計。

を増設する。

看板犬猫として丁重に扱う。

-500( 設備投資 )

開設する。所員 +1

ベル賞プリツカー賞を受賞する。

する。

東京都に寄付する。( 都知事選の当選確率が 1/6 上昇 )

取り壊し or 補修

開設する。所員 +1

②〜⑥ 落選

シェフから依頼され、隅田川上に水上レストラ

サイコロ ×５人の所員

-10,000( 選挙資金 )

ンを計画する。+ サイコロ ×50( 設計料 )

+ サイコロ ×500( 設計料 )

金属は武器類の材料にまわされてしまう。*-500( 設備費 ) 計画し、子どもたちの居場所をつくる。治安も改善。
サイコロの数だけ所員

+200( 設計料 )

-2000( 設備投資 )

102 植物が枯れ果てる

104 東京理科大学 教授

106 海外コンペ 最優秀賞

108 地域の町工場と連携

110 受付嬢を配置

112 植栽計画の専門家と契約

114 有名な冒険家と出会う

原因不明の病気で敷地内で生育していた植物全てが枯

近年の功績と指導力が認められ昇進。

①小学校 ,②劇場 ,③図書館 ,④競技場 ,⑤美術館 ,⑥空港

地域の町工場と連携して技術開発を進めていく。

来客も増え始め、美人受付嬢を雇い出入り口に配置

植栽計画のエキスパートを所員に迎え、専門の部署を

有名な冒険家と出会い、冒険に魅せられる。

サイコロの人数だけ所員

する。

開設する。植栽力が上昇。

-100( 初期投資 )

所員 +1

+ サイコロ ×25( 基本給

- サイコロ ×20( 基本給

)

+ サイコロ ×100( 基本給

)

*-200( 建設費 )

+ サイコロ ×100( 基本給

)

-100( 設備投資 )

-500( 設備投資 )

+ サイコロ ×50( 基本給

)

)

*-200( 建設費 )

-50( 設備投資 )

+ サイコロ ×50( 基本給

)

+ サイコロ ×50( 基本給

)

141 秘密の部屋を密かに制作

143 目の前の空き地に市場を計画

145 新宇宙ステーションを設計

147 娘が海外の超有名建築家と結婚

149 火星での住宅設計

所員や家族にも内緒で秘密の部屋を製作する。

敷地目の前の空き地に地域の職人たちの製品や

米 NASA から新宇宙ステーションの基本設計の

娘の結婚で海外の超有名建築家が義理の息子になる。

火星に定住するための住宅の設計依頼を受け、

用途はもちろん ヒ・ミ・ツ !

食品を扱う市場を計画する。

依頼を受け、特別チームを組み設計にあたる。

業務提携を結び海外での仕事が増える。

特別チームを組み設計にあたる。5 マス進む

50

20000

18000

16000

14000

＋３９

＋３８

れる。これを機に土壌の改良と植栽計画を新たにする。

サイコロの人数だけ所員

+200( 基本給

)

サイコロ ×５人の所員

＋３３

*-200( 設備費 )

+ サイコロ ×500( 設計料 )

+ サイコロ ×100( 基本給

)

*-2000( 建設費 )

＋３３

+ サイコロ ×15( 基本給

-500( 設備投資 )

)

＋３９

所員 +1
)

＋３９

＋３９

*-50( 建設費 )

*-200( 建設費 )

サイコロ ×1 ベットを設置

- サイコロ ×500( 初期投資 ) これを機に労働環境を改める。

+ サイコロ ×25( 基本給

*-500( 建設費 )

)

-50( 設備投資 )

-1000( 損害賠償 )

+ サイコロ ×5( 基本給

サイコロ ×５人の所員

)

+ サイコロ ×500( 設計料 )

＋４０

＋４０

＋３９

+ サイコロ ×100( 基本給

+ サイコロ ×50( 基本給

)

) *-200( 建設費 )

+ サイコロ ×100( 基本給

)

＋４０

＋４０

*-500( 建設費 )

+ サイコロ ×50( 基本給

＋４０

)

12455

12000

＋４１

＋４０

12165

40

12165

部署を開設する。新たな建材の開発が進む。
+ サイコロ ×100( 基本給

) 所員 +1

+ サイコロ ×50( 基本給

)

11495

30

10535
10000

9575
8215

8000

6955

建築材料の専門家と契約

新たに建築材料のエキスパートを設計チーム

に迎え入れる︒彼が進めている透明な金属の

実用化に向けて様々な形で実験の手助けを行

っていく︒

水上レストランを設計

フランス留学時代に知り合ったシェフが三つ

星レストランでの修行を終えて帰国し︑敷地

近くの隅田川沿いに水上レストランをオープ

ンするということで設計及び出資者として計

画に参加する︒

技術革新Ⅲ

技術革新によりカーボンナノチューブの建材

利用が一般化し︑価格もかなりの低さにまで

抑えられるようになってきた︒新たな建材の

誕生で設計の幅が広がる︒

地球温暖化Ⅲ

世界的に地球温暖化が進行し︑年間平均気温

が４度上昇する︒数年前まで亜熱帯地方と言

われていた地域の建築からヒントを得て温熱

環境の改善を図る︒

事務所の一部を子どもたちに解放

10

181 事務所の規模を縮小

183 敷地の一部を売る

185 船を購入

187 健康診断に引っかかる

189 建築に命が宿る

191

193 寺社移築

195 取り壊しが決定する

197 路面電車に轢かれる

199 食い逃げで捕まり引退

仕事の量を自らの手の届く範囲だけに限定し

敷地の一部を売却したお金で、妻と最後の旅

余生を楽しむために思い切って船を買う。

多くの支援者の意向によりこの建築を優しく保護

IoT 革命の末、建築全体が連動し命が宿ったかのように

隅田川の水質改善を機に、水辺空間の整備の

取り壊しが決まった近隣の寺院を

川幅の拡張工事のため東京都に敷地を受け渡す

設計に没頭するあまり三日三晩寝ずに作業を続け、

財布を忘れて食い逃げを試みるが逮捕され

て行っていくために所員と仕事の量を少しづ

に出かける。世界一周を目指す。

していくための覆堂建設を行う。

意思を持って動き始める。

陣頭指揮を行う。

敷地内に移築する。

ことになる。不意に建築の余命が言い渡される。

ボーッとした状態で現場に向かったところ、

建築家を引退。

つ減らしていく。所員 -10/year

隅田川の水質改善

20

２０６０

２０５９

２０５９

２０５８

２０５７
高齢者に対して作ったはずが地域の子どもた

ちも自然に集まってくるように︒子どもたち

のための読書スペースを新たに増設する︒

＋４５

事務所の一部を高齢者に解放

)

少子高齢化が深刻化し︑街には時間を持て余

+ サイコロ 50( 基本給

した高齢者が溢れている︒事務所の一角を高

-1000( 設備投資 )

齢者の憩いの空間に改装し地域に開くことに

5 マス進む

９人目の孫となるため、野球チームを作る。

する︒

179 技術革新Ⅴ

娘が新たに子どもを妊娠する。この子が生まれれば

周辺環境の変化Ⅳ

177 娘が 9 人目の孫を妊娠

地殻変動の影響で敷地の一部が大きく隆起する。

２０５６

２０５５

175 地殻変動 +3000

隣の敷地を “サイコロ” ×１億円で購入する。

海水面の上昇に伴い︑防波堤の高さが２Ｍ高

173 隣地を購入

5 マス進む

20000

くなってしまう︒当然︑光や眺望を奪われる

部屋が出現し︑対策に迫られる︒

光環境の専門家と契約

照明や光環境などを研究してきた専門家を設

計チームへと招き入れる︒事務所では様々な

種類の照明が実験的に取り付けられ︑光の漏

国から研究費が支給される

れ方・見え方までもを繊細に意識した設計が

される。研究者たちの待遇を厚くし、設備を強化する。

可能となる︒

研究開発部門の成果が評価され、国から研究費が支給

向上させる。

建築基準法が厳しくなる

171

AI を搭載した建築外皮を導入し建物の快適さを

ビストロを開業する。

数十年ぶりに建築基準法が大幅に改定され︑

169 建築外皮に AI を搭載

フランスで修行し、料理人となった息子が小さな

古い既存の壁にも耐震補強が必要となる︒室

167 息子がビストロを開業する

敷地目の前の空き地に独自設計の遊具を計画する。

内空間にも幾つかの柱が新たに降ろされ︑生

165 空き地に遊具を計画

敷地周辺の環境が変化する。

活の質が変化する︒

所員が犬と出勤してくる

時代なのだろうか？飼い犬とともに出勤する

所員が増え始め︑対応に迫られる︒設計事務

所としては珍しい看板犬を配置し︑地域の人

気を狙う︒

ホテル ＴＥＲＵＩをオープン

163 周辺環境の変化Ⅳ

２０５４

２０５３

２０５２

5895

２０５１
海外からやってくる建築家などのゲストを泊

後進の育成

めるゲストルームとしてホテルＴＥＲＵＩを

５マス進む

161

オープンする︒隅田川越しに見る東京の夜景

若者と共に独自のプロジェクトを進める。

始める。1 マス進む

を武器に五つ星ホテルを目指す︒

自給自足、エネルギー循環型の生活を

5485

有名な冒険家と出会う

次世代のリーダーとなる人材を発掘、育成するため

なり全力で応援する。

数々の歴史的な遺跡を見つけ︑本物のクレイ

プロダンサーとして活躍する娘がスクールを開業することに
世界で化石燃料が枯渇し始める。

のため計画的に減築を行っていく。

ジージャーニーと呼ばれる冒険家との出会い︑

157 娘がダンススクールを開業する

増築をくりかえし、成長してきた事務所だが環境改善

計画し、ワインの熟成も行う。

魅了されていく︒建築家として冒険家同様︑

155 減築によって環境改善を図る

酒屋の友人が毎年大量の酒を持ち込むため酒蔵を

私生活でも奇行が目立ち始める。

誰も見たことない景色の最初の発見者であり

153 ワインセラー

長年磨いてきた感性が鋭くなりすぎたのか、

5555
たいと思うようになる︒

植栽計画の専門家と契約

151 感性が尖りすぎる

２０５０

２０４９
植栽の聖地アマゾンで修行した新進気鋭の植

栽計画者と契約︒事務所内の植栽に加え︑今

4325
後の作品の植栽計画を担当する︒事務所内に

159 自給自足の生活

新たな風が吹く︒

地域の町工場と連携

地域との連携を深め︑町工場とともに新たな

3145

建材・構法などの開発を始め︑町工場自体の

リノベーションも積極的に推進していく︒

妻の料理がプロの域に達する

子どもたちが家を出てから生活に余裕ができ

た妻は︑もともと得意だった料理を極め︑念

願だった料理教室をオープンする︒

海外コンペ最優秀賞

2290

２０４８

２０４７

２０４６

の名が知れ渡り︑新たに２０
TsubasaTERUI

東欧のある国で国立競技場の設計コンペが行

1610

われ︑最優秀賞を獲得する︒戦後の世界平和

を願ったスタジアムのデザインにより世界に

人の所員が加わる︒

480

東京理科大学 教授

＋１３

今までの実績と戦時中の行動などが評価され︑

東京理科大学の教授へと昇進を果たす︒今後

は２号館４階を引っ張っていく存在としての

自覚が求められる︒

22000

第三次世界大戦

-2000

アメリカと中国の貿易摩擦をきっかけに第三

＋７
-30

0

次世界大戦が勃発︒日本にも戦火が飛び火し︑

2000

被害を被る︒市民生活にも金属類が不足する

などの影響が現れる︒

4000

２０４５

２０４４

6000

-500/year( 基本給 )

50

誤って路面電車に轢かれて死亡する。

＋４５

＋４５

18000

＋４１

＋４１
16895

＋４１
16235

16000

40

15025

152 天体観測

154 建築書庫を完備 (10,000 冊 )

156 自らの作品を展示する美術館を設計
158 執事を雇う

160 風力発電を導入

162

東京の夜空が綺麗になる。宇宙の魅力に魅せられ

今まで収集してきた建築書籍に加え、世界から様々な

事務所の合間を利用して今まで自分が設計してきた作品や 車椅子生活を補助してくれる執事を雇う。

エネルギー不足を補う目的で風力発電を導入する。

最愛の妻が白血病を患う。仕事を減らし献身的に支える。地上を走行するという車の概念が消え、道路から

天体観測所を計画。

本を買い足し 10,000 冊規模の書庫を新たに計画する。

描いてきた絵画などを展示する美術館を計画する。

妻が病気になる

164 道路から車が消える
車がいなくなる。新たな使い方を模索する。

166 経営体制を刷新

168 ロボットの新入社員

170 仕事を選ぶ

次世代のリーダーとなる人材を選出、または獲得し

新入社員として AI ロボット “K” を受け入れる。

仕事の量を減らし、自分のやりたいと思うものだけを

13815
研究開発部門の成果が評価され、国から研究

じっくりと作っていく。量から質へ。

費が支給される。研究者たちの待遇を厚くし、

経営体制を整える。-4000(
13105 人材育成費 )

172

構造体を木質化

174 地殻変動 -3000
地殻変動の影響で敷地の一部が大きく沈降する。

184 昔の仲間と CAFE を開く

15155

14945

14865

196 最後の大仕事

198 自分の死を覚悟する

176 老朽化 ×6

178 雨の国

180 東洋のサグラダファミリア

182 覆堂

186 海外コンペ 最優秀賞

188 立ち退きを命じられる

190 引退後の人生を考える

192 妻の死

“サイコロ” ×6 年前に建築した箇所を

もう２年間雨が降り止んでいない。

巷で東洋のサグラダファミリアと呼ばれるようになり

多くの支援者の意向によりこの建築を優しく

かつて一緒に働いていた仲間や友人を集め、

①小学校 ,②劇場 ,③図書館 ,④競技場 ,⑤美術館 ,⑥空港

大家さんから３年以内の立ち退きを命じられる。

仕事を続けられるのもあと何年かだろうと悟った時、

最愛の妻を失う。人生に空いた大きな穴を埋めるように、 長年の心労からゆっくりと視力を失っていき、やがて

３度目の東京オリンピックに向けて国立競技場を設計する。
体の異変から自分の死を覚悟する。最後の時に向け

取り壊し or 補修

5 マス進む。

観光客が訪れるようになる。

保護していくための覆堂建設を行う。

時間や体力に余裕があるものたちで CAFE を開く。

サイコロ ５人の所員

２億円を支払えば、敷地を買い取ることができる。

自分の引退後の人生とこの建築について１つの指針を

大切な人の死をも乗り越えてこの建築は変化していく。

この大仕事を最後に表舞台からは身を引く。

＋３５

+ サイコロ 500( 設計料 )

5 マス進む

設備を強化する。

+ サイコロ 100( 基本給

)

194 視力を失う

ほとんど見えなくなってしまう。

設計する。

ＧＯＡＬ

15395

15185
14000

200

国民栄誉賞 受賞
14075

長年の功績と政治的意向で国民栄誉賞を
受賞。

示す。

12000

30
10000

＋２５
8000

２０７０

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

128 光環境の専門家と契約

133 周辺環境の変化Ⅳ

134 事務所を高齢者に開放

135 事務所を子ども達に開放

137 地球温暖化Ⅲ

139 技術革新Ⅳ

148 建築材料の専門家と契約

153 ワインセラー

159 自給自足の生活

166 経営体制を刷新

171 国から研究費が支給される

176 老朽化×6

181 事務所の規模を縮小

185 船を購入

190 引退後の人生を考える

194 視力を失う

200 国民栄誉賞 受賞

160 風力発電を導入

穴
階段

構造補強

再・耐震補強

犬の道 / ベット
屋根上盆栽
計画

ー

空調設備
植栽計画者の部屋
３点釣り構造床

ワインセラー

採光 / 天窓

EV

風力発電
照明計画 ( ランプ )

町工場改修
外界への道 ( 喫煙所 )

ホテル TERUI

規模縮小→ギャラリー

カーボンナノチューブ

超大スパン CLT

透明な金属

技術革新

材料研究所

研究施設強化

水上レストラン
高齢者憩いの場

教授

エレベーター撤去

子ども図書館

船
配置転換

光の変化
視力を失う

国民栄誉賞

20

国民栄誉賞受賞

2053

長年の功績と政治的意向から国民栄誉賞受賞

＋１０

125 建築基準法が厳しくなる

144 水上レストランを設計

の打診を受ける︒建築家として人としての終

わりが見えてきたところで︑人生最後の賞と

してこの賞を受け取ることを決意する︒

視力を失う

＋１０

長年の心労がたたり︑少しずつ視力を失って

いく︒そのなかで︑自分に何ができるか︑目

に見えていたものとは何なのかを自分に問い

ながら光を失っていく︒

引退後の人生を考える

自分の建築家人生がそう長くはないことを悟

る︒引退後の指針として︑この事務所が私抜

きでも機能するように計画を練り直す︒

船を購入

余生を謳歌するために︑船を購入︒

大海原へと飛び出し︑旅をしながら世界の建

築を見て回ろう︒忙しい日々の中でそう夢を

見る︒

事務所の規模を縮小

建築家引退の時も見据えつつ︑所員と仕事の

量を少しずつ減らしていく︒今後は自分がや

るべきと思った仕事だけを時間をかけて作っ

ていく︒

６
×

１２年前︑建築基準法が大幅に改定され耐震

補強を行った箇所に老朽化が見られる︒この

老朽化

数年で開発された透明な金属を用いて補修工

事を進める︒

国から研究費が支給される

研究開発部門の日々の取り組みが評価され︑

国から研究費が支給される︒この研究費で︑

新しいオフィス︑住まい︑建築のあり方を模

＋１５

２０６９

２０６８

２０６７

２０６６

２０６５

２０６４

索する︒

経営体制を刷新

経営はその時代やニーズに合わせて柔軟に変

えてていかなければならない︒次世代を引っ

2052

116 ホテル TERUI をオープン 122 所員が犬と出勤してくる

張っていく若者たちの能力を最大限に活かす

2051

オフィスのあり方を検討する︒

風力発電を導入

自給自足の建築を目指して風力発電を導入す

2050
114 有名な探検家に出会う

る︒川から吹く風を捉えて電気をつくり循環

2049
112 植栽計画の専門家と契約

させる様は︑まるで建築が命を持ってそこに

2048
108 地域の町工場と連携

２０６３

２０６２

立っているかのようにも見える︒

自給自足の生活

世界的に化石燃料が枯渇し始める︒いつ訪れ

るとも分からないエネルギー危機に備え︑自

2047

106 海外コンペ 最優秀賞 107 妻の料理がプロの域に達する

然エネルギーを用いた発電や水の浄化システ

2046

ムなどを整備し︑自給自足の建築を目指す︒

2045
104 東京理科大学 教授

ワインセラー

-2000

実家の酒屋を継いだ大学時代の後輩が家に遊

0

びに来るたびに様々なワインを持って来るた

2000

め︑かつ核シェルターとして作った地下室を

ワインセラーとして整備する︒

4000

２０６２

２０６１

6000

10

Analysis
空間分析
この建築を空間用途ではなく、その空間がどのような設計要件 (人生 )から発現したかを分類した。
設計要件の分類は個人 /家族、敷地 /事務所内、地域、社会、環境とした。
2070

1 東京オリンピックを目指す

2 猫を拾う

3 地域の自治会長になる

１３Nui の屋上を改修

１４一級建築士試験

15a+u を 20 年分譲り受ける

4 友人の個展をプロデュース

5 友人の居酒屋の家具をデザイン

6 弟が突然押しかけてくる

7 できちゃった結婚

8 近所の小学生対策

9 家のカーテンに AI が搭載

10 海外研修

11 絵を描き始める

12 床からレモンの木が生える

17 隣接する古民家の所有権を得る

18 近くの幼稚園を改修

19 技術革新 I

20 住宅の依頼が続く

21 突然アイドルにハマる

22 床からオレンジの木が生える

23 隣にラーメン屋が開店

24 東京理科大学 助教

2070

GL +13250

1 東京オリンピックを目指す

2 猫を拾う

3 地域の自治会長になる

１３Nui の屋上を改修

１４一級建築士試験

15a+u を 20 年分譲り受ける

25 友人の BAR の家具をデザイン

26 海外コンペ 最優秀賞

27 ちゃんと結婚

37 地球温暖化 I

38 近所の小学生の人気者になる

49 設計職の一部が AI になる

4 友人の個展をプロデュース

5 友人の居酒屋の家具をデザイン

6 弟が突然押しかけてくる

7 できちゃった結婚

8 近所の小学生対策

9 家のカーテンに AI が搭載

10 海外研修

11 絵を描き始める

12 床からレモンの木が生える

17 隣接する古民家の所有権を得る

18 近くの幼稚園を改修

19 技術革新 I

20 住宅の依頼が続く

21 突然アイドルにハマる

22 床からオレンジの木が生える

23 隣にラーメン屋が開店

24 東京理科大学 助教

28 子どもを授かる

29 セグウェイが庶民価格になる

30 建築雑誌で特集される

31 突然韓流ドラマにハマる

32 庭に猫が大量発生

33PTA(* 自治 ) 会長になる

34 東京理科大学 非常勤講師

35 友人の借金の連帯保証人になる

36 ゲストハウスを経営

39 人用ドローンが実用化

40 大工の棟梁に弟子入り

41 働き方改革

42 犬を拾う

43 公立小学校を設計

44 有名芸術家の個展を開催

47 隣の町工場を改修

48 近所の中高性の溜まり場になる

50 保育園を経営

51 絵本を描き始める

52 植えた植物が爆発的に育つ

53 東京の水運が発達する

54 東京理科大学 准教授

55 ポルシェを購入

61 付近の治安が悪化する

62 白アリの被害に遭う

63 音楽活動を開始する

64 事務所を乗っ取られる

65 事務所の一部を IT 企業に貸し出す

66 海外コンペ最優秀賞

67 交通事故

73 周辺環境の変化 I

74 有名な芸術家の美術館を設計

75 フェラーリを購入

76 雨漏り

77 不倫がバレる

78 親が認知症になる

79 経済不況

85 事務所の一部を出版社に貸し出す

86 日本建築学会賞を受賞

87 地球温暖化 II

88 所員のベビーブーム

89 新しい設計ソフトを開発

97 海面上昇

98 子どもたちが家をでる

99 技術革新Ⅲ

100 体重が 100 キロに到達

101 第三次世界大戦

102 植物が枯れ果てる

103 空き地に playground を計画

109 炭素繊維が普及

110 受付嬢を配置

111 最強の車椅子を設計

112 植栽計画の専門家と契約

113 周辺環境の変化Ⅲ

114 有名な探検家に出会う

121 車椅子バスケに打ち込む

122 所員が犬と出勤してくる

123 地域活性化のための WS

124 有名な音楽家に出会う

125 建築基準法が厳しくなる

137 地球温暖化Ⅲ

GL +13250

GL +8250

GL +8250

GL +5775
25 友人の BAR の家具をデザイン

26 海外コンペ 最優秀賞

27 ちゃんと結婚

28 子どもを授かる

29 セグウェイが庶民価格になる

30 建築雑誌で特集される

31 突然韓流ドラマにハマる

32 庭に猫が大量発生

37 地球温暖化 I

38 近所の小学生の人気者になる

39 人用ドローンが実用化

40 大工の棟梁に弟子入り

41 働き方改革

42 犬を拾う

43 公立小学校を設計

44 有名芸術家の個展を開催

49 設計職の一部が AI になる

50 保育園を経営

51 絵本を描き始める

52 植えた植物が爆発的に育つ

53 東京の水運が発達する

54 東京理科大学 准教授

55 ポルシェを購入

61 付近の治安が悪化する

62 白アリの被害に遭う

63 音楽活動を開始する

64 事務所を乗っ取られる

65 事務所の一部を IT 企業に貸し出す

66 海外コンペ最優秀賞

67 交通事故

73 周辺環境の変化 I

74 有名な芸術家の美術館を設計

75 フェラーリを購入

76 雨漏り

77 不倫がバレる

78 親が認知症になる

79 経済不況

33PTA(* 自治 ) 会長になる

34 東京理科大学 非常勤講師

35 友人の借金の連帯保証人になる

36 ゲストハウスを経営

47 隣の町工場を改修

48 近所の中高性の溜まり場になる

45 友人のカフェの家具をデザイン 46 所員の数名が事務所に棲みつく

GL

57 睡眠障害で寝室を改良

58 専属のシェフを雇う

59 技術革新 II

60 変なインターン生が来る

68 子どもの隠れた才能が開花する

69 敷地から温泉が出る

70 事務所のファサードを広告に利用

71 環境汚染が悪化

72 結構大きい鳥が巣をつくる

80 大地震

81 ペテルギウスの超新星爆発

82 屋上緑化が義務化される

83 隣にカレー屋が開店

84 有名な茶道家と出会う

GL +5775

GL +3250

45 友人のカフェの家具をデザイン 46 所員の数名が事務所に棲みつく

GL +3250
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58 専属のシェフを雇う

59 技術革新 II

60 変なインターン生が来る

68 子どもの隠れた才能が開花する

69 敷地から温泉が出る

70 事務所のファサードを広告に利用

71 環境汚染が悪化

72 結構大きい鳥が巣をつくる

80 大地震

81 ペテルギウスの超新星爆発

82 屋上緑化が義務化される

83 隣にカレー屋が開店

84 有名な茶道家と出会う

93 周辺環境の変化 II

94 有名な書道家と出会う

95 ランボルギーニを購入

104 東京理科大学 教授

105 海外に拠点を展開

106 海外コンペ 最優秀賞

107 妻の料理がプロの域に達する

108 地域の町工場と連携

115 社食をオープンする

116 ホテル TERUI をオープン

117 妻が花屋を開業する

118 スタッフから訴えられる

119 透明な金属が発明される

120 新オフィス空間を増設

126 日本建築学会賞 受賞

127 孫が誕生

128 光環境の専門家と契約

129 空気より軽い建材が発明

130 プリツカー賞 受賞

131 悪い女に騙される

132 樹木が成長し２階の床を突き破る

138 構造設計の専門家と契約

139 技術革新Ⅳ

140 東京都知事選 出馬

141 秘密の部屋を密かに制作

150 恩師の死

151 感性が尖りすぎる

152 天体観測

153 ワインセラー

164 道路から車が消える

165 空き地に遊具を計画

166 経営体制を刷新

167 息子がビストロを開業する

168 ロボットの新入社員

177 娘が 9 人目の孫を出産

178 雨の国

179 技術革新Ⅴ

180 東洋のサグラダファミリア

189 建築に命が宿る

190 引退後の人生を考える

191 隅田川の水質改善に尽力

192 妻の死

GL +8250
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GL +5775

86 日本建築学会賞を受賞

87 地球温暖化 II

88 所員のベビーブーム

89 新しい設計ソフトを開発

97 海面上昇

98 子どもたちが家をでる

99 技術革新Ⅲ

100 体重が 100 キロに到達

101 第三次世界大戦

102 植物が枯れ果てる

103 空き地に playground を計画

109 炭素繊維が普及

110 受付嬢を配置

111 最強の車椅子を設計

112 植栽計画の専門家と契約

113 周辺環境の変化Ⅲ

114 有名な探検家に出会う

121 車椅子バスケに打ち込む

122 所員が犬と出勤してくる

123 地域活性化のための WS

124 有名な音楽家に出会う

125 建築基準法が厳しくなる

137 地球温暖化Ⅲ

133 周辺環境の変化Ⅳ

134 事務所の一部を高齢者に開放135 事務所の一部を子ども達に開放

147 娘が海外の超有名建築家と結婚
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132 樹木が成長し２階の床を突き破る
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141 秘密の部屋を密かに制作
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151 感性が尖りすぎる

152 天体観測

153 ワインセラー

164 道路から車が消える

165 空き地に遊具を計画

166 経営体制を刷新

167 息子がビストロを開業する

168 ロボットの新入社員

157 娘がダンススクールを開業する

158 執事を雇う

159 自給自足の生活

160 風力発電を導入

161 後進の育成

162 妻が病気になる

163 周辺環境の変化

177 娘が 9 人目の孫を出産

178 雨の国

179 技術革新Ⅴ

180 東洋のサグラダファミリア

169 建築外皮に AI を搭載

170 仕事を選ぶ

171 国から研究費が支給される

172 構造体を木質化

173 隣地を購入

174 地殻変動 -3000

175 地殻変動 +3000

189 建築に命が宿る

190 引退後の人生を考える

191 隅田川の水質改善に尽力

192 妻の死

181 事務所の規模を縮小

182 覆堂

183 敷地の一部を売却

184 昔の仲間と CAFE を開く

185 船を購入

186 海外コンペ 最優秀賞

187 健康診断に引っかかる

188 立ち退きを命じられる

193 寺社移転

194 視力を失う

195 取り壊しが決定する

196 最後の大仕事

197 路面電車に轢かれる

198 自分の死を覚悟する

199 食い逃げで捕まり逮捕

200 国民栄誉賞 受賞

148 建築材料の専門家と契約 149 火星での住宅設計依頼を受ける

142 錦鯉を飼うために池をつくる 143 目の前の空き地に市場を計画
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144 水上レストランを設計

133 周辺環境の変化Ⅳ

154 建築書庫を完備 (10,000 冊 ) 155 減築によって環境改善を図る 156 自身の作品アーカイブを設計

134 事務所の一部を高齢者に開放135 事務所の一部を子ども達に開放

145 新宇宙ステーションの設計に携わる 146 海外コンペ 最優秀賞

147 娘が海外の超有名建築家と結婚

90 所員が金を持ち逃げ 91 “あなたの息子です” という男が現れる 92 渡り鳥の住処になる

148 建築材料の専門家と契約 149 火星での住宅設計依頼を受ける
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142 錦鯉を飼うために池をつくる 143 目の前の空き地に市場を計画
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154 建築書庫を完備 (10,000 冊 ) 155 減築によって環境改善を図る 156 自身の作品アーカイブを設計
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145 新宇宙ステーションの設計に携わる 146 海外コンペ 最優秀賞

90 所員が金を持ち逃げ 91 “あなたの息子です” という男が現れる 92 渡り鳥の住処になる

EV

85 事務所の一部を出版社に貸し出す
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elevation

57 睡眠障害で寝室を改良

plan

個人 / 家族

敷地 / 事務所内

地域

社会

環境

私もしくは家族からの設計要件

敷地もしくは事務所内で起こる問題など

敷地周辺からの影響や変化

手の届く範囲からの影響や変化など

手の届かない範囲からの影響や変化など

plan

Plan / Elevation / Section
平面 /立面 /断面
plan(2070)

plan(2070)

2032
所員の数名が棲みつく
２段ベット、シャワールーム

1F 1/75

2028
妻の料理がプロの域に達する
キッチンへの EV 及び動線

3F 1/100

south elevation(2070)

A-Aʼ section(2070)

1/75

1/75

2028
妻の料理がプロの域に達する

EV

キッチンへの EV 及び動線
2025
隣の古民家の所有権を得る
ミーティングスペース

2050

EV

2025

有名な冒険家と出会う

2046

外界への道 ( 喫煙所 )

隣の古民家の所有権を得る

海外コンペ最優秀賞
３点釣り構造床

ミーティングスペース

2044
第三次世界大戦

A

Aʼ

キッチンへの EV 及び動線

2039
屋上緑化が義務化される
緑の屋根
2028
2033

建築雑誌で特集される

近所の中高生の溜まり場

中２階のワークスペース

溜まり場

2019

2040

友人の借金の連帯保証人になる

引きこもりの所長室
2030

東京オリンピックを目指す

2028

事務所の一角を出版社に貸し出す
プリンター、ミーティングルームを共有

2029

トレーニングルームへの階段

妻の料理がプロの域に達する

2F 1/100

キッチンへの EV 及び動線

2021
海外研修
アバンギャルド手摺

2034
ポルシェを購入

人用ドローンが実用化される

ガレージ

ドローンポートへの階段

2050

2043

有名な冒険家と出会う

子供達が家をでる

外界への道 ( 喫煙所 )

母の部屋
2039

EV

2036

2041
所員が金を持ち逃げ

3 3.5m のエレベーター

金庫室

sun

ドローンポート

緑の屋根
交通事故

2030
人用ドローンが実用化される

屋上緑化が義務化される

2041

2049

所員が金を持ち逃げ

植栽計画の専門家と契約

金庫室

植栽計画者の部屋

B1 1/75

2036
交通事故

2053

EV

ミーティングスペース

東京理科大学 准教授

2049

サテライト 研究室

植栽計画の専門家と契約

中２階のワークスペース

隣の古民家の所有権を得る

2034

耐震補強

2028
建築雑誌で特集される

核シェルター

植栽計画者の部屋

ワインセラー

2033
近所の中高生の溜まり場
溜まり場

2042

2028
建築雑誌で特集される
中２階のワークスペース

2061
後輩からもらったお酒

渡り鳥の住処になる

ワイナリー

鳥の巣

大屋根下の変遷

地下空間の変遷

3 3.5m のエレベーター

2025

建築基準法が厳しくなる

３点釣り床の変遷

サテライト研究室の変遷

交通事故 (2036)

第三次世界大戦 (2044)

ワインセラー(2061)

建築雑誌で特集 (2028)

人用ドローンが実用化 (2030)

海外コンペ最優秀賞 (2046)

海外コンペ最優秀賞 (2046)

妻の料理がプロの域に達する (2047)

自給自足→風力発電を導入 (2062)

東京理科大学准教授 (2034)

事務所を出版社に貸し出す (2040)

敷地周辺の変化Ⅳ(2055)

東京理科大学准教授就任の際に購入し、ローンもまだ支
払い終わっていないポルシェで交通事故を起こす。病院
に運び込まれ、なんとか一命は取り留めるも、下半身は
動かず車椅子生活を余儀なくされる。3×3.5mの EVを
建築の中心に配し、空間の立て直しを図る。

アメリカと中国の貿易摩擦をきっかけに第三次世界大戦
が勃発。事務所からも若手所員が徴兵される中、残った
所員や家族、地域住民を空襲から守るために、EV下に
シェルターを建設。EVがシェルターの蓋をする仕組み。

実家の酒屋を継いだ大学時代の後輩が家に遊びに来るた
びに様々なワインを持って来るため、かつて核シェル
ターとして作った地下室をワインセラーとして整備す
る。17年間使われることなかった空間を用途転換する
ことで有効活用する。

建築雑誌“J+K” で特集が組まれる。人間としては初めて
同誌の表紙を飾り、今までの作品に加え、１ヶ月のコー
ディネートと仕事ぶりが掲載される。雑誌の効果で仕事
が増え、所員数が増加。シアター空間として使われてい
た場所に中２階をつくり所員のワークスペースを確保す
る。

ドローンの進化と法整備が進み、１家に１台の時代が到
来 す る 。こ れ に よ り 物 流 や 交 通 に 大 き な 変 化 が お と ず れ 、
所員の中にはドローン出勤してくる者もおり、ドローン
ポートを増設。それに伴い、構造を補強し、動線となる
階段を設けた。

中東のある国で国立競技場設計コンペを勝ち取り仕事量
が増加。所員が20人増え、床面積が必要なため既存建
物の隙間に３つの構造体を落とし、釣り構造で床を挿入
する。戦時中にでた３種類の廃材を利用している。階段
も３階まで延長する。

中東のある国で国立競技場設計コンペを勝ち取り仕事量
が増加。所員が20人増え、床面積が必要なため既存建
物の隙間に３つの構造体を落とし、釣り構造で床を挿入
する。戦時中にでた３種類の廃材を利用している。

子どもたちが巣立った後、もともと得意だった料理にの
めり込んでいたが、ついに妻が料理教室を開くことにな
る。鉄骨構造体内部に EVを挿入し、外部から自宅キッ
チ ン へ の 動 線 を 確 保 す る 。ま た 、キ ッ チ ン 奥 に カ ウ ン タ ー
を設置する。

世界的に石油燃料が枯渇し始める。エネルギー危機に備
え、自給自足の生活を目指す中、川からの風を利用する
風力発電を導入。建築内で様々なエネルギーを循環させ
る様は、建築が命を持ちそこに立っているかのようであ
る。

４０歳になるタイミングで母校の准教授に就任する。敷
地内にサテライト研究室を開設し、学生と共に建築の未
来について考えていく。細長い構成の中に個人机とミー
ティングスペース、本棚空間を用意し、研究を進める。

多くの分野でシェアが求められる時代。研究室に置くプ
リンターなどをシェアする形で事務所の一角を出版社に
貸し出す。出版社はミーティングスペースを使え、研究
室としては出版社の高性能な印刷機を利用できるメリッ
トがある。

海水面の上昇に伴い、防波堤の高さが２Ｍ高くなってし
まう。当然、光や眺望を奪われる部屋が出現し、対策に
迫られる。暗くなったシェアオフィス空間の天井に金庫
室を隠しつつ光を落とすような形状の天窓を設ける。

