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語る場をつくり、
縦と横をつなぐ
大川TATEGUMI

01



もっと語ろう
つくることを

大工さんとあうことはあっても
建具屋さんと顔をあわすことは、

ほとんどないから…。
そう話していた建築家は、

を糸口に
最初にみえた遠慮はどこへやら

矢継ぎ早に職人に質問を投げかける。
どこかぶっきらぼうだった職人も、
それに応えるように饒舌になる。

もっと語ろう
未来のことを

大川の建具職人は関係が深い。
家族で代 受々け継がれる会社がほとんどだ。
ご近所圏内に建具屋が並んでいるが
その関係はライバルというより
むしろ、まるで家族の関係のよう。

困ったときには助け合い、支えあっている。
問題・課題は見えている。
だけど、解決に向けては、
家族のような関係のなかで
もう一歩踏み込めていない。
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語る場をつくり、
縦と横をつなぐ
大川TATEGUMI

大川TATEGUMI。
それは、語る場をつくり

人と人、モノと未来をつなぐプロジェクトです。

デザインする人とつくる人が、
直接語りあうことで、これまでにない新しいカタチを

生み出すことを目指しています。

職人たちが、今つくるモノを見つめ直すことで
未来を描き出すことを目指しています。



江島　インテリアのまちとして知られる大川ですが、実は建
具のまちでもあります。今も数多くの工房があり、職
人が働いています。昔から、その腕と精度の確かさ
によって、建築現場での支持を大いに得てきました。
しかし、日本の住宅事情も大きく変わり、大手メー
カーによる既製品の建具も幅をきかせるようになりま
した。もちろん、価格や使い方によっては、既製品
も決して悪いものではありません。そうしたなかで、
職人がつくる建具は、どうあるべきか。私たちも考え
る時期にきているのではと、常々思っていました。そ
んな時に、大川インテリア振興センターのご協力が
あり、プロジェクトを仕掛けることになりました。

斉藤　お話を頂いたときの最初のオーダーは、「建具職人と
建築家、デザイナーが直接対話することができない
か」というものでしたね。もちろん建築家ということ
で声をかけて頂いたと思うのですが、私たちの会社
は「ハコと場をつくる」を掲げており、ハコ（建築）
をつくるだけでなく、場を営む仕事もしています。今
回は、「職人と建築家が協働するものづくり環境を整
える」というコンセプトから、プロジェクトを組み立
てました。

江島　もともと御社とは、10年前に大川で行われた家具の
国際コンペティションでもご一緒させていただきまし
た。何より建具を利用する側であり、かつ仕掛けを
相談できる、という点が頼りになった。欲しいのは、
私たちからの視点ではなく、使う側が求める情報を
発信していくことです。建設産業は、人口減少社会
のなかで、数だけを見れば縮小衰退局面にあると思
います。しかし、本物の価値を求めてこだわる傾向
は確実に増えてきている。だからこそ、技術がまだしっ
かりとしている今のうちに、本物を追求して、ここで
しかできないものをつくることができる土壌を育みた
いと考えたんです。

斉藤　基本的なフレームとして考えたのが、職人の技術と
建築家のアイデア、手と頭とが、直接ぶつかり合う
場をつくることでした。その相乗効果から、新しいな
にかを生み出せればと考えたんです。そこで生まれた
のが大川TATEGUMIプロジェクト。

江島　建築家と職人でチームを組んで挑むプロジェクト。
大川TATEGUMIの名は、シンプルですがその意味
をしっかり捉えていますよね。

斉藤　そうですね。組むという部分では、職人と建築家だ
けでなく、職人同士がタッグを組むことも必要だと感
じていました。そこで、今回は4人の建築家にお声が
けしてメンバーに加わっていただくと同時に、組合の
有志にプロジェクトへの参加を呼びかけました。ちょ
うど、16社の協力を得ることができたので、建築家４
名それぞれに、４名の職人で組んで５人でひとチー
ム、という形ができましたね。

江島　どの職人と誰がどう組むのか。実は、参加者の中で
も戦々恐々としていた感はありました。なのに、まさ
かのあみだクジでの組み合わせ。偶然できたチーム
でしたが、何かの強い縁が働いたのか、最終的には
驚くほどチームの結束が強まりました。

斉藤　今回、プロジェクトをはじめるにあたって、まずは各
チームの建築家とも「建具を読み解く」ということで、
現場を訪ねることからスタートしてもらいました。私
もプロデューサーとして、ほぼ全部の視察に同行さ
せてもらったのですが、そこで感じたのが大川の建
具職人の横のつながりでした。通常、これだけの会
社がひしめきあっていたら、ライバル関係になりそう
ですが、どこか家族的な関係がある。忙しいときは
助け合う、技術が必要なときは提供しあう、そういう
姿勢が端々に見られました。

江島　確かに、先代や先々代から続く工房も多く、気心知
れた関係であると思います。それがいい面として働く

大川TATEGUMI
プロジェクトのはじまりにあたって－

第一弾

建具を読み解 き
建具を切り拓 く
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こともあるし、そうでもない面もある。
斉藤　まず最初の目標にしてもらったのが、福岡市内で開

催する展示会でプロトタイプを発表してもらうことで
した。ひとチームあたりの展示スペースを、一坪に
設定。千利休が到達した二畳茶室にあやかるわけで
はないのですが、改めて空間として成立するギリギリ
の寸法と考えて、あえて制約を設けました。一度チー
ムができて、スタートを切ってからの各チームのもの
づくりへの闘争心、ライバル心は、見応えがありまし
た。それぞれの発想がお互いに影響しあわないよう
に、各チーム間でのすり合わせを一切しない方針も、
結果的にきちんとそれぞれの個性が出て良かったで
す。そういったわけで、途中経過に関してはプロデュー
サーの立場で各チーム横断して見られたのは、ちょっ
とした役得でした。

江島　そうですね。私自身もチームに参加していましたので、
職人の誇りにかけて「他のチームには負けないもの
をつくりたい」と考えていました。（笑）

斉藤　年度末に向けて、建具業界も繁忙期のピークとお聞
きしていました。しかし、みなさんそんなにお忙しい
なかにも関わらず、あるチームは仕事の終わりに、あ
るチームは日曜日を返上で、時間を惜しまず製作に
取り組んでおられましたね。もちろん、その影には今
回参加してくれた建築家メンバーからの強い意志と
チャレンジ精神と情熱もありました。

江島　展示会を大川ではなく、福岡の中心部天神で行った
のも大きな意味がありました。私たちが想定していた
以上の多くの人に、足を運んでもらうことができまし
た。

斉藤　はい。開催場所にはこだわっていました。第一は、
今回のプロジェクトのメインターゲットとなる建築家
やデザイナーが、気軽に足を運びやすい場所である
ことです。それから、職人のみなさんと直接話す機

会を設けたいと思っていたので、交流の場を設けら
れることも必要でした。そこで、立地と広さ、諸々の
タイミングから、大名のUNION SODAでの開催を決
めました。展示期間中は、各チームとも職人の皆さ
んが、作品展示の案内をしてくださいました。少々
不慣れな体験だったかもしれませんが、３日目には
素晴らしいガイド役となっていましたね。来場者が多
かったのも良かったですが、みなさんの滞在時間が
長く、丁寧に作品を見たり、職人に尋ねてくれたりし
たのが印象的でしたね。

江島　しかし、ここで満足していてはいけませんね。次に、
未来に、繋げていくことが大切。

斉藤　単発で終わるのではなく、商品化、ブランド化なども
見据え、継続的な活動へと繋げていくことが必要で
すね。継続のためのビジネス面の発展性は、次に私
が抱える課題です。産業革命以降、人間の仕事が機
械やコンピュータに代替されるようになって久しいわ
けですが、そんな時代だからこそ、また、その流れは
今後も止まらないからこそ、人間の頭と手が直接繋
がってできるものに意味や必要性がある。手は、同
じものを延々とつくる機械ではなく考えることができ
る。頭は、パターンから予測し、処理するコンピュー
タではなく、全く新しい飛躍によって、ゼロから一を
つくることができます。ただ遂行するのではなく、構
想や構築ができるのは、こういう取り組みからだと思
います。

江島　普段顔をあわせることはあっても、何かひとつのもの
を一緒につくることはなかった。職人同士が、建築
家との直接のやり取りを通じて、智恵を持ち寄ったこ
とは、大川建具職人の大きな力になったと思います。
こうした場を継続させることで、次世代の育成にも繋
げていければと思っています。

解 き
拓 く

1977年生。九州芸術工科大学卒業後、
環境デザイン機構を経て、

斎藤政雄建築事務所代表就任後、2017年、
ハコと場をつくる SAITOに改名改組。

斉藤昌平
大川TATEGUMIプロデューサー

1956年生。福岡大学商学部卒業後、
エシマ建具に入社。1991年㈱トイップエシマ

法人化と共に専務取締役就任。
1994年に同社代表取締役へ。

2017年より第14代目の理事長を務める。

江島廣典
対談

大川建具事業協同組合　理事長

10月7日　プロジェクトスタート。建築家を選定して了承を得る

10月13日　大川建具会館での意見交換会。職人と建築家の初顔合わせ

10月24日　第一回目の参加者全体ミーティングを開催

11月2日　工房見学スタート。以降各チームごとに打ち合わせ、製作を進める

12月4日　建築家チームで展示会の会場視察

2月16日　会場設営、TATEGUMI PROTOTYPE EXHIBITION 開始

2月17日　TATEGUMI FORUM 開催

2月18日　会場撤去、TATEGUMI PROTOTYPE EXHIBITION 終了

SCHEDULE  (2017-2018)
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新進気鋭の若手建築家百枝氏を迎えたAチームは、勢いを
そのままにアグレッシブさとドラマチックさが形となった。
プロジェクト始動後すぐに工房を訪問して意見を交わした
後は、百枝氏の海外出張を挟み暫しのインターバルに。他
のチームが既に製作を進めるなか、海外での見聞を広めた
百枝氏は、たくさんのアイデアスケッチを抱えてプレゼン
テーションを行った。結論こそは出なかったものの、様々
な角度からの議論が交わされた。職人から得た知識を基に、
ルネ・マグリットの絵や数学者ガブリエルの理論などのイ
ンスピレーションを交え、間もなく生まれたのが重窓（かさ
ねまど）のアイデア。シンプルな構造ながら、劇的な光と風
の導入と共に建具の機能的な原型を引き出している。時間
がない中での製作ではあったが模型づくりが繰り返された。
スライドする動きをつくるのは得意とする職人も、「伸びる」
をつくりだすのには苦戦したよう。しかし、４人が集まれば
智恵が出る。一気呵成の現場でのチームワークと、技術精
度の高さによる納まりへの拘りによって、誰も見たことのな
い空間が現れた。

大学の准教授もつとめる平瀬氏がまとめるBチームは、工房
見学には学生も参加するアカデミックな雰囲気でスタートし
た。少しでも引っ掛かるところは、質問を投げかけ、研究の
場のような雰囲気でもあった。そんな平瀬氏が今回のプロ
ジェクトの原点にしたというのが、巨匠「小津安二郎」の映
画のワンシーン。組み合わされた建具が、いろんな場や空
間の広がりを感じさせる画だ。しかし、一方で現実の空間は、
さまざまな制限があり、建具を用いることができる数も限ら
れてくる。そこで、「引きしろや開きしろを極限にする可能
性はないか？」という発想から生まれたのが、柔らかな境界。
製作では、一坪という制限のなか、まずは円形をつくるカー
ブレールを探しだすという問題に行き当たった。その円を囲
う４種の建具は、メンバー４人がそれぞれの工房でつくりあ
げる明快な分業システムで作り上げていった。小さな折れ
戸をつなぐ日本伝統の「紐丁番」との出会いも、大きなカ
ギとなった。スマートで軽やかなプロポーションと動きの吊
り戸は、様々なシーンへの展開可能性を秘めている。

A B
建具の原型を生み出した
形と納まりを探求

技術と知識の蓄積がつくりだす
エレガントな動きとプロポーション

TEAM TEAM
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挑むということは、いかなる場合も困難と闘いが発生する。
どのチームよりも「初めて」の経験が多かった大庭氏率い
るCチーム。福岡に拠点を移して建築家として独立するまで
は、ブラジルで建築家として活躍してきた。現地で見てき
たmuxarabiやcobagoといった建具を、ヒントにできないか。
そもそも開く建具ではなく「巻く」ことができないか。さら
には、固定するのではなく、戸外に、さらには世界へ持ち運
べるものにできないか。その発想は、地球の裏側を歩いてき
た建築家らしく、自由でアクティブ。それを受け止める職人
たちも、「建具は曲がってはいけない」そんな古からの教え
をグッと飲み込み、新しい発想にチャレンジした意欲作だ。
もちろん、巻きやすさでいえば紙を使えば断然楽になる。し
かし、建具職人として、障子、襖、格子といった難易度が
高いものにあえて挑戦した。サポートも含めるとメンバーは
20代から70代とバラエティに富んだ構成。繊細で困難な製
作工程は試行錯誤の繰り返しで、職人たちと建築家とが一
体となって、ほぼ毎週日曜日に共に試作を重ね、建具巻き
の原型が姿を現した。

参加メンバーの中でも素材や手作りのものづくりについて造
詣が深い、最年長の高木氏を擁するDチームは、建具の光
と風を制御する役割に焦点をあてた。ブラインドやレースな
どの大量製品ではなく、小・中規模でつくる建具だからこそ
できる「通すと、障ふる」の役割を模索した。それに応える
ように職人たちは、今までつくったことのない形を求めてき
た。その手練たちの密なやり取りが功を奏し、早い段階から
明快に展開していった。「図面から物をつくりだすときの変
換はエキサイティング」と語る高木氏の言葉通り時間的な
余裕を活かし、図面からCGそしてモックアップへと作業が
丁寧に進んでいく。その過程ではコミュニケーションが密に
図られ、どのチームにもないディテールにこだわった深い協
同作業が行われてきた。「例えば襖の貼り方ひとつでも、職
人の仕事には、我々では気づかない差異が大切にされてい
る」そんな、職人の技を間近で見て、語る楽しみがチーム
力の結集にも繋がった。その力は今後の継続も見通してい
る。完成したプロトタイプは、組み立て解体にわずか20分。
移動もスムーズにできる機能も備えている。

それは、つくる場を訪ね
語り合うことから
はじまった

建築家×職人
制作過程の軌跡

C D
建具の在り方の根源に
問いかける果敢な挑戦

職人の技術を結晶する
確かな形への具現化

TEAM TEAM
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H I B I T I O N
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E X H I B I T

2018年2月16日（金）～ 18日（日）までの3日間で開
催された大川TATEGUMI PROTOTYPE EX-
HITIBITION。会場には、3日間で予想を上回る
300名を超える観覧者が訪れた。特に17日（土）に
行われたFORUMには、定員100名を超える人数
が会場に溢れた。ゲストスピーカーとして迎え
た古谷誠章先生のキーノート・スピーチに続い
ては、今回参加した4チームのメンバーが建築
家、職人混じって登場。締めのクロストークでは、
全員が集合しての登壇となった。その後に行わ
れたアフター・パーティーでは、設計やものづ
くりに関わる人達が、普段なかなか顔をあわす
ことのない建具職人と語らうまたとない機会に
なった。展示中には、デザイン関係者を含め多
くが会場に足を運んだが、じっくりと一作品ず
つ時間をかけて、見て、触って、楽しんでいる
姿が印象的な場となった。
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F O R U M

1955 年東京都生まれ。早稲田大学創
造理工学部教授。NASCA 共同主宰。
第55代日本建築学会学長。早稲田大
学理工学部建築学科卒業後、同大学
大学院博士前期課程修了。1986 年よ
り近畿大学工学部講師、また文化庁
芸術家在外研修員として、スイスの
建築家マリオ・ボッタ事務所に在籍。
1994 年早稲田大学理工学部助教授、
八木佐千子氏と共同して NASCA を
設立。1997 年現職となる。吉岡賞
（1991）を始め、JIA 新人賞（1999）、
日本建築学会賞作品賞（2007）、日
本芸術院賞（2011）、日本建築大賞
（2014）など多数受賞。
2001年、インテリア振興センター主
催で開催された国際家具コンペティ
ションのオーガナイザー及び審査員
としても関わる。若い建築家と職人
との新しい取り組みで、再び大川に
関われる機会を頂いたことに感謝を
込めてー

通すもの、遮るもの
多様な可能性を秘めた
建具の今とこれから

章
誠
谷
古
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F O R U M
「通す」と「遮る」。正反対を叶える建具の役割

　建具は、「多様な可能性」を秘めた存在です。今回のプロ
ジェクトで完成した４つのプロトタイプもそうであったよう
に、いずれも「通す」「遮る」その両方に関わるものである
と考えられます。しかし、「通す」と「遮る」は、よくよく
考えると正反対の言葉。なぜこの二つの役割を果たせるの
でしょうか。
　昔から、窓に関する研究に取り組んできました。窓という
漢字の中には、「穴」という字が含まれています。その漢字
の意味する通り、窓とは壁に空いた穴で、縁が補強してあり、
風や光を通す英語でいうところの「window」と定義できる
と思います。しかし、身近な窓をみていると全てがそうとは
限らないことに気づきます。そこで漢字ではなく、日本語の
読みの「まど」の語源を紐解くと、語源のひとつは「ま」と「と」
からできた「あいだの戸」という意味が含まれているのが見
えてきます。つまり、何かを塞ぐ「戸」のことを、日本では「ま
ど」といってきた流れがあるように感じています。何かを遮
るフィルターとしての「まど」は、それだけで自立すること
がないために補強のフレームを入れてきたことで「窓」になっ
ていった流れがあるのではないでしょうか。

遮ることに重きを置いてきた日本の「まど」

　日本ならではの「まど」には、穴を開けて何かを通す以上
に、何かを遮ることに意識の中心があったと考えられます。
そもそも、西洋の塞がれた空間に比べて、日本の家は、開けっ
ぴろげな空間が主流です。もともと塞がれた空間に風穴を開
けるのではなく、開けっぴろげな空間を必要に応じて遮る。
日本の窓には、そうした必要性があったはずです。障子とい
う漢字を読み解いてみても、障は「さえぎる」という意味を
持っています。何かをさえぎる小さなものという障子は、光
をさえぎったり、視線をさえぎったりする役割があってでき
ている。そうした必要性に応じて、板戸や襖などさまざまな
建具が、空間を遮るために生まれてきた。そうした建具のルー
ツを振り返ると、「通す」「遮る」このふたつの役割が重要と
なってくるのです。

西洋とは違う日本の家のつくりのルーツ

　では、世界の窓と建具の事例を中心に、「通す」と「遮る」
を考えてみましょう。スイスを中心に見られる石を積んでつ
くる組積造の家は、窓が小さいのが特徴です。組積造では、
開口部を大きくすることがウィークポイントになります。そ
のため、できるだけ制限された小さな窓から、できるだけ長
い時間、効率よく光を取り入れるということが設計のカギに
なる。もちろん、熱効率という意味でも小さな窓が有効とさ

れています。逆に、柱や梁で組み立てられる軸組造の家の
ケース。例えば、お隣韓国の軸組造の家では、日本の障子
のようなものが多用され、光や風を遮られています。さらに
南方のタイでは、もっと開放的で格子のような建具だけで覆
われている家が多く見られます。これは、常時風を通しなが
らも、動物などの侵入を防ぐ熱帯の国ならではの工夫がされ
ています。日本の沖縄にも、タイと同じような開放的なつく
りの家が残っています。オープンな家のまわりは、ふくぎと
呼ばれる屋敷林が植えられ囲われているのも特徴です。こ
れは、毎年のように上陸する台風を避けるための工夫。普
段は開けっぴろげの空間も、夜になったり、台風が来たりす
ると、時に窓を閉めて、屋敷の木に守られて何かを遮ってき
たわけです。日本の住まいのルーツを垣間見られる家でしょ
う。しかし、近年、西洋的な考え方の中で家をつくられてい
くなかで、こうした考えはだんだんと忘れられてきたような
気がしています。

通す、遮るで、季節ごとの快適を生み出す

　十数年前に設計した私の東京の自宅は、日本の家のルー
ツを踏まえ、開放的なつくりでデザインしました。木々に囲
まれ、大きなガラス窓で囲まれた家です。しかし、このガラ
ス窓は、ときに自然や外からの視線を遮断してくれるような
つくりにもなっていて、いわゆる建具の機能も果たしてくれ
ている。もはや、窓なのか、建具なのか、わからないルーズ
なつくりをしています。こうしたリズムは家の中にもそのま
ま用いています。扉のような収納もあれば、壁のような扉も
ある。壁があって穴が空いているわけではなく、建具的な可
能性を感じさせるような、さまざまな機能を持たせています。
さらに言えば、家の外構を囲う植物も、ある時は日差しを遮っ
たり、風を遮ったり、建具のような働きをしてくれているの
です。通したり、遮ったりすることによって、季節ごとの快
適な環境をつくりだしました。
　季節ならではの快適といえば、私が参加した会合の中で
一番心に残っているのが、タイのチェンマイで開催された国
際会議です。森の中に机を並べて開かれたとても心地よい
会議でした。印象的だったのが、テーブルの真ん中に置か
れた大きな傘。時間がたつごとに太陽の日差しが変わり、時々
テーブルに光が指してくる。そうするとボランティアの学生
たちが、この傘をそっと移動させて日陰をつくる。そんなア
ナログな「遮る」という動作によって運営された会議でした。
たくさんの人が参加していましたが、わずか２本の傘だけで
強い日差しを避けることができた。我々と自然の間を最小限
に調節してくれる機能を、この傘が果たしてくれたのです。
「快適な空間をつくるために、ちょっと何かを遮る」こうし
たことに、建具の役割としてのヒントがあるのではと感じて
います。

すなわちwindow
それは、Void + Edge

すなわちma-to 
それは、Filter + Frame
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衣服のように暑さ、寒さを調整できる建具

　モンゴルの遊牧民の移動式住居「ゲル」も、とても参考
になります。これを建具と定義してしまうと大げさですが、
骨組みがあってそれにカバーをかける。この仕組みは、障子
に通じるものがあります。しかも、夏と冬でその仕組みもカ
バーも変わる。それは、まるで衣服のようであり、建築が、
環境の変化によって調節できるというのは、素晴らしい仕組
みです。我々がつくっている現代建築では、環境の変化に
合わせるのに、エアコンや暖房のスイッチを入れることに頼
りがちです。しかし、もしかすると建具を上手に考えていく
と、モンゴルのゲルのような衣服感覚の建築をつくりあげる
ことができるのではと思っています。
　私の人生初の住宅建築は、ほとんど全てが建具でできて
いるような家でした。屋根の中に軸組はありますが、その中
に適材適所のフィルターを入れて、それぞれにふさわしい空
間をつくりましょうと提案しました。障子のようなものが入っ
た間もあれば、布のスクリーン、磨りガラスのようなものが
入っている間もある。そこには、さまざまな半透明な建具に
よって、家の中の快適さをつくりだしました。実は、この半
透明というのがポイント。全部不透明だと窮屈だし、透明だ
と開けっぴろげすぎて落ち着かない。この半透明さでほどよ
い具合が出せればと考えたのです。先日、二十数年ほどたっ
て施主様から、改装の相談を受けました。家族構成も変わっ
ていたし、お引き渡し当初よりモノは増えているし、それな
りに年季は入っていますが、基本的なところは変わっていな
いのに驚きました。もともとこの家は、主に、建具を開閉し
て調整することをご提案したものです。建具は、それを動か
すことで、さまざまな変化に対応できる空間が気軽に作り出
せる、そうした点もひとつの利点と言えるかもしれません。

その一枚が空間を仕切るだけでなく、つくりだす

　建具の名人といえば、イタリアのカルロ・スカルパは外せ
ません。生涯で230以上の仕事をしていますが、そのほとん
どがリノベーションやインテリアの展覧会会場などをつくっ
た特殊な建築家でした。芸術の都、ヴェネチアに生まれ、
その雰囲気や風土が骨肉に染み付いているような建築家で
した。その中でも特にユニークなのがパウル・クレーの展覧
会でのデザインです。絵の展覧会といえば額縁が必須と考
えがちですが、スカルパは額縁の代わりに衝立のような屏風
のようなものを割り当てたのです。絵一つひとつに建具を用
いることで、固有な空間をつくりだした手腕には驚きました。
他にも、透けた一枚の仕切りによってドローイングと彫刻を
仕切ったり、一つひとつの彫刻に違う色の壁を用意したりと、
さまざまな試みを行っています。ここから読み解けるのは、

建具には、それだけで空間を仕切る、つくり出すという力が
あるということです。
　日本の伝統的な茶室のような空間も、ほとんど何かを遮る
建具でできている。建具でできている空間がもっている、調
節する機能は現代の住まいに求められるのではと思っていま
す。とあるリノベーションを得意とする建築家の作品で、格
子戸のようなもので耐震補強をやっている事例があります。
耐震補強で建物を強くするのと同時に、その一面に建具風
な格子デザインを用いる。そのことで空間の印象自体が強く
なっている事例です。私たちの研究室でも、同様の取り組み
を行いました。島根県雲南市の100年の民家をオーベルジュ
に改装する計画です。壁にあえて手漉き風な和紙を準備し
て、建具のようなつくりに見せました。間には照明も用いて、
光の効果も楽しめます。耐震壁などのように建物を強くする
空間にも、建具的なデザインを用いることで空間の調和を図
ろうとしたわけです。

建具のもつ開放感が、人を交わらせる

　長野県の小布施町にある図書館では、ワンルーム感覚の
図書館を提案しました。壁に仕切りをつけないことで、子ど
もも大人も一緒の空間で本を読みましょうというアイデアで
す。なかには、「子どもの声がうるさくて集中できないので
は？」といった、懸念も寄せられましたが、本棚を建具的に
使い、やわらかに仕切られた空間をつくりだしました。完成
してみると、子どもたちは思った以上に騒ぐこともなく、場
の雰囲気を読みといて自然と同調してくれるようになりまし
た。建具や仕切りのもつ開放感が、人を混ぜ合わせてくれ
たよい事例だと思います。
　ごく最近完成した、北海道沼田町の地域密着多機能型総
合センターでも、人を交わらせる仕切りのない試みをやって
います。診療所や介護、福祉・子育てのセンターが同居す
る空間。３つの施設を別々につくって廊下でつなぐのではな
く、あえてその３つの施設の真ん中に道路をつくるようなデ
ザインを提案しました。それは、まるで建物の中にありなが
ら、縁側のような機能を果たす空間です。道路を通り抜ける
ことで、高齢者から子どもが触れ合う場となりました。また、
寒冷地の北海道にとっては、建物の中の道は、その場で暖
かく過ごせるのも魅力のひとつ。建具のもつ考え方は、これ
からもさまざまな空間に利用していかれるものでしょう。建
具の素材としての魅力は、主に木材が使われることです。コ
ンクリートに囲われた無機質の空間でも、木が使われている
だけで、気持ちがやわらぐものです。心持ちにあわせて、開
いたり、閉じたりすることができる。その調整加減も、スト
レスを軽減してくれる。何者にも得難い魅力がある建具は、
いろんな可能性を秘めていると言えるでしょう。
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Aチーム評

コロンブスの卵的な
発見のある面白さ

Bチーム評

目的としたところを
素直に実現化できている

Cチーム評

異質なものが
組み合わされる
コンビネーション感

Dチーム評

出来上がったものの確かさ、
ディテールに込めた密度感

　今回、完成したプロトタイプを拝見しながら、建築家のみ
なさんが職人さんたちと不思議な格闘をした感じが伝わって
きて、とても面白く感じました。私自身も、思い描いている
イメージを職人に伝えるのは難しさを感じています。描く側
と、つくる側、その常識がやはり違うので、隔たりが大きい
部分もあります。しかし、それを超えて伝えようと格闘して

いるうち、ある瞬間に「何をやりたいか」に気がついてもら
えるタイミングがやってくることがあります。さらに、しつ
こく伝えようとするものなら、「できないなんて癪に障る」と
いった具合に、腕をまくってもらえる。そうしたら、こちら
の勝ち。いい物が必ず完成してくるものです。そんな格闘が
少なからずあったのではと思える力作ばかりです。

　Aの百枝チームの作品は、コロンブスの卵的な発見のあるストレートに面白いと
思える作品でした。建具という感覚と同時に、半分家具のような雰囲気をもっている。
そもそも名だたる家具産地と、名だたる建具産地は同じところにあるので、建具と
家具は紙一重のところがあるのも関係しているでしょう。100％閉めるから、少しず
つ開けて、半分開けて、全部開ける。そのいろんな光の調節具合で、微妙な感覚が
楽しめるのも建具の面白さを味わえると思えます。ここを出発点に、バリエーショ
ンが広がっていきそうです。

　Bの平瀬チームは、あるわかりやすさを持っていました。屏風状のスクリーンを
細かくすることで、カーブを描く。目的としたところを、素直に実現化しています。
金物の改良をしたいと言っていましたが、そうなるとよりスムーズな動きが実現し、
手触りがよくなると面白くなると感じています。Cチームの作品と似ている部分も
ありますが、あちらが住宅などに適しているとするならば、こちらは学校や図書館、
病院など、大きな空間に向いていると感じています。今回のプロトタイプでは４種
類をつくっていますが、２種ぐらいに絞って重ねあわせると、より美しい空間を生
み出せるような気もします。

　Cの大庭チームは、異質なものが組み合わせられるコンビネーション感をより意
識した作品と感じています。異種の素材を重ねあわせる、それは、まるで洋服のよ
うです。薄いものの上に、厚いものを重ねるといった重ね着感覚があった。少しず
らして重ねて引っ張るなど、重なっていく発想を、もっと見てみたいと思いました。
固定をされている軸と、動く軸。そこの工夫や改善があると、よりいっそう手際の
よいものになるでしょう。

　Dの高木チームは、ひとことで言うと大人の作品です。だから出来上がったもの
がもっている確かさがあるし、ディテールに込められている密度感は、他のものと
は一段階違うレベルを感じました。プレゼンテーションを聞いて初めてわかったの
ですが、最も主として取り組んでいたのが、組子のルーバーだったとか。しかし、
私自身は「3本引き」「重ね引き戸」の考え方に驚きがあった。ある決められた開口
幅で引違いだったら2分の１しか開かないものを、3本引きにするとより広くできる。
一見すると派手さがない取り組みですが、あの狭い幅で達成しようとした目的と、
それを達成した技術には感服しています。組子のルーバーは、あそこまで組子の強
度をあげないとあの効果はでないのか、など知りたいことがたくさんあります。も
しも、トラス的な強度ができるのであれば、もしかしたら幅も、長さも倍ぐらいに
して、軽快に動くようにすると、豪快だったような感じもします。

大川TATEGUMI
PROTOTYPEを
振り返る
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へり

＿重
かさねまど

窓
前田英治

（前田建具製作所）
宮崎宏樹
（宮崎建具）

石橋智明
（石橋建具製作所）

鶴剛志
（鶴建具本店）

コンセプト

建具の多様性が消える

　縁は内と外の「間」を意味し、かつて建具は「縁側」を領域
化していた。しかし近代以降の社会では内外をはっきりと分ける
「壁」でできた建物が主流となり、建具は多様性を失ってきている。
「（分業して成り立っていた）雨戸屋さんなんかももう無くなって
しまった。」これは大川の建具職人に教えてもらった現状である。

都市に求められる縁（へり）

　縁が現状の都市生活の中でどこに必要とされているか考え、見
つけたのは「○重窓」である。バルコニーをガラスで覆い（適法？）
屋内化したり、出窓の内側にもう一枚建具を入れて二重窓にする
事例が多々みられた。室内の気密性と防音性を高め、日向ぼっこ、
洗濯、趣味のディスプレイ、ペットの部屋など多様に使われてい
る。「窓」のような単位で縁が必要とされているのではないか。

器官と壁をつなぐ重窓

　縁を室内側につくる「重窓」を考え、モデル化一歩前の実験性と抽象度の高いアウトプットを目指した。小さな穴にしか見えない、
壁と同化した窓に指をかけ引っ張り出すと、風と光が室内に伸びていく。口や目は「吹く」「覗く」といった行為を担う器官であり、
これらが壁という大きな空間スケールのエレメントまでつながっていくことを、4人の建具職人が持つきめ細やかな技術が可能に
した。まるでシャボン玉を吹くように、小さな穴から大きな世界に向けて窓が広がっていくシームレスな体験装置の提案。

見えること、動くことが建具（窓）の大きな特徴と考え、「重
窓」の制作に取り組んだ。採光面積と借景面積の不一致（光
と景の相対化）、壁から窓への変化（体積と表面積の相対化）
という2点の実現を試みて、実際に体験してみた結果、建具
の概念を未来へと更新できるような感覚が得られたので下
記に記したい。
・大きなサーフェイス（壁、天井、床）と開口がつながる「面
的な建具」
・人間の器官（目、耳、口）のスケールに応じた「小ささ（精
密さ）」が生み出すアフォーダンス（触りたくなるといった
効果）
・段階的に見込み（奥行）方向が変化することによる「重層
的で繊細な環境調整」
・立体が大きく変化することによる「演出性の高い空間」
「建築には窓があり、美術には窓がない。」これは彫刻的な
造形に長けた建築家フランク・O・ゲーリーの言葉である。
建具無しの建築は存在しない。未来の建具は建築を更新し、
人の賑わいを生み出す新しい表情を持った都市空間をつく
りあげる可能性に満ちている。

1983年生。九州芸術工科大学卒業、
横浜国立大学大学院/Y-GSA修了後、
隈研吾建築都市設計事務所を経て、
百枝優建築設計事務所を設立。

建築家

百枝
優

職人

今回の制作にあたって

制作過程・ディテール 建具の未来の可能性
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境界をつくる
竹下直哉

（竹下建具工芸）
仁田原進一

（仁田原建具製作所）
古賀英敏
（古賀建具店）

坂井貴之
（坂井建具製作所）

コンセプト

　建具を考える際には当然のことながら引き代や開き代を考
えなくてはならない。今回、そうした「代（しろ）」がなる
べく小さく、柔らかなカーテンに包まれたような空間を生み
出す建具をつくりたいと考えた。カーテンのようでありなが
らある程度強固な、折戸を細分化したような建具である。4
種類の透明度の異なるスラットの連続によって柔らかな空間
の分節が可能となる。制作にあたって、どのような丁番を用
いてスラット群を接続するかがプラクティカルな問題であっ
たが、プロダクトとしての丁番ではなく、屏風などに用いら
れる日本の伝統的な紐丁番を用いた点が特徴的である。商
品化を前提に紐丁番はメンテナンスしやすいよう押縁で留
めている。今回の企画を機に、紐丁番のほか紙丁番など伝
統的な技法の魅力を再発見することができた。

1976年生。早稲田大学大学院修了後、
古谷誠章研究室・スイスにて設計活動を行う。
佐賀大学大学院准教授。
yHa Architectsパートナー。

建築家

平瀬
有人

職人

今回の制作にあたって

かつての寝殿造では、壁のほとんどない内部を屏風や衝立
で仕切って生活空間がつくられていた。建具というと内外
を開閉する仕切りを想像するが、屏風のように簡易な障屏
具のようでありつつ、カーテンに包まれたような空間を生み
出す建具はできないだろうか。屏風は紙丁番で繋ぎ合わせ
られることで前後に開閉可能となっており、今回はより丈夫
な紐丁番を用いたが、金物に頼らずに建具同士を接続でき、
軽やかな建具をつくるためには可能性のある機構であろう。

柔らかなベールのような曲面をつくりだすためにはスラット
幅をなるべく小さくする必要があるが、吊り金物の制約から
150mm幅・30mm厚のスラットとしている。今回は透明度の
異なるスラットを試行したが、組子のような意匠的な建具か
ら、透明断熱材を充填した透過性のある機能的な建具など、
可能性は広がる。人間が重ね着をして環境の変化に対応す
るかのように、多様な役割を持つ建具を重ね合わせることで
生まれる空間の可能性を追求したい。

紐丁番サンプル 障子 浮造 格子 組子

ディテール

建具の未来の可能性

17
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IC大川の

建具巻き
江島廣典

（トイップエシマ）
角明成

（角建具製作所）
阿津坂紘一
（阿津坂建具）

堤健雄
（堤建具工業）

コンセプト

「柱」と「建具」の関係を再構築

　日本の建具は、柱と柱の間に生まれました。私たちは、こ
れまでの「柱」と「建具」の従属関係ではなく、 柱から自由
になり空間の主役となるような建具について考えました。そ
こで、建具を「引く」ではなく、「巻く」という人の所作を
きっかけに、大川の高い職人の技術で、自在に居場所を作り、
持ち運びやすい『建具巻き』を提案します。

　『建具巻き』の種類は、〈障子巻き／襖巻き／格子巻き／
板戸巻き〉の4種類。基本寸法は、開いた状態で1畳程度とし、
竪框を連結することで延長し、巻いて持ち運びます。
屋内外を問わず、柱のない空間においても、建具と人の手
で思いのままに境界線を描き、居場所を作ることのできる新
しい建具です。

1983年生。日本女子大学卒業、 
横浜国立大学大学院/Y-GSA修了後、 
長谷川豪建築設計事務所、brasil arquiteturaを経て、 
大庭早子建築設計事務所設立。

建築家

大庭
早子

職人

今回の制作にあたって

私は今回提案した『建具巻き』で、最近すっかり離れてしまっ
た建具と人の距離を縮められると考えています。
人が眩しいときに手で日よけを作ったり、手で耳を塞いだり
するように、人のちょっとした要望に呼応し、大げさなこと
をするのではなく、気軽に人を取り巻く環境を調整できるこ
とが建具の最大の魅力です。そこで、「自由に描いた形状を
保つ」という今後の課題に対しては、既存の壁や柱を利用
しつつ、できるだけ身近にある安価なもの（紐やゴムチュー

ブ等）でレールやガイドを作り、使い手が自由に長さと形
状を決めることができる仕組みを開発したいです。そうすれ
ば に応じた子供室の間取り変更、多様な人数に対応
可能なカフェの客席、災害時の避難所の間仕切り等へ展開
できます。
建具が から自由になり、ピンとした建具ではなく自由に
曲がる『建具巻き に生まれ変わったとき、くるりと巻いて
運ばれ の手の延長として世界中に広がっていくでしょう。

建具の未来の可能性

ディテール

〈障子巻き〉
横桟に細かいスリット加工

〈格子巻き〉
横桟背面をワーロンで補強

〈障子巻き〉
背面の障子紙をシワ加工

〈格子巻き〉
横桟に単板を片面接着

〈襖子巻き〉
内径に配慮した山形横桟

〈板戸巻き〉
木目を合わせて紐で連結

〈襖巻き〉
両面紙貼りのシワ検討

〈板戸巻き〉
調整紐で巻いた状態

19



DT E A M

20

O
K

A
W

A
 

T
A

T
E

G
U

M
ID通し、障ふる、

建具
石橋亮一
（アイエム）

木下正人
（木下木芸）

中村政一郎
（中村建具襖製作所）

吉北斗海
（吉北建具木工所）

コンセプト

1969年生。早稲田大学卒業後、
石山修武研究室を経て、建築巧房主宰。
日本古来の木や土、漆喰、紙などを
用いた現代的な空間づくりを行う。

建築家

高木
正三郎

職人

今回の制作にあたって

「立体羽根障子」は、風や
光の方向を制御できる障
子戸。例えば、 様々な空
調の吹き出し口前面に設
置され、空気の整流装置
として。トップライトや
壁面採光+通風面の内側
に、または人工照明群の
手前に設置して調光ルー
バーとして。

「コモレ引き戸」は、建具
一本の中に引き戸が無数に
内在して、引き残りを極小
にした引き戸。引き戸は本
来、手先の精度を持った
日本人が得意としてきた建
具。開き戸より省スペース
だが、引く場所がないには
使用できない。その時が、
この引き戸の出番。

　人を遮り通すように、空気や光を制御するのも建具の役
割。だから、動く。そして、木製建具は今でも職人が木もし
くは紙で一つ一つ特注として作る、昔ながらの生産体制が
現役の伝統技術。人や空気や光はおそらく未来も建具を通
り抜けるから、木や紙で出来た建具の未来もそこに有るはず。
一つは、風や光の方向を捉えて、向きを変えることができる
「立体羽根障子」。装飾としての組子技術は極小の木造フレー
ムである。もう一つは、建具そのものが伸縮する「コモレ引
き戸」。自然の木で出来ている、つまり「反る」ということ
を考えると、いずれスキマから向こうの光が漏れるかもしれ
ない。ということを名に託して、経年変化を味方にしようと
いう企て。また、このブースは、今回のイベント以降、いろ
んな所に出張できるようにと、ノックダウン方式を旨に設計
している。バン一台で運べて、3人で15分ぐらいで建て付け
られる。

アルミや合成樹脂製による高精度の工業製品は、繰り返し
の可動性に耐える宿命の「建具」にとっては、変わらず私
たちの日常生活の根底を支え続けています。でもちょっと昔
（2018年）と違うのは、機械的安定性、価格の透明性のため
に暗に捨象してきた「差異」の類いの意味を、少なからぬ
人たちが意識するようになってきました。量産の宿命、手段
である平準化が、町のディティールを構成しつくした時、特
に「微妙な差異」の連続が、街に、通りに、隣り合う建物
同士に、もしくは家一軒の中に潜在していることが、人間に
とっては「自然な」環境であったと、顧みられるようになっ
たのです。
「微妙な差異」は大工場よりは、個人の技能が宿る現場や工

場（こうば）から生まれるものの方が無理はないでしょう。
建具で言えば格子戸の桟木の見付けやピッチの異なる程度
の差。もしくは自然木そのものの個体差。別注を旨とする木
製建具の製作現場は、そもそも日常風景に心地よい差異を
もたらす後方生産拠点です。そこで職人技能の応変性と重
ね合わせながら注文することが、その手の敏感な人々にとっ
ての深い愉しみとなりました。これらの個々人の欲求に基づ
くプロセスを経て、結果的に生じる小さな差異の連続が、違
和感のない社会資本になっていた、という発見です。ワンク
リックの買い物が日常となったからこそ、作るところから始
まる個々の買い物が、思いの外社会を作っている。そのこと
を実感できるようになったのかもしれません。

とある建築者の未来からの手紙

将来への展開

21



建築家がイメージを具現化するために描く図面と、職人が作るために描く
製作図。同じようでありながら、そこには似て非なる図面が存在します。
立場が違えば、そこに存在する常識も違う。見方や表現、重きを置くポ

イントも変わってきます。しかし、異なる図面を通して、同じ方向を向いた一つ
のものをつくりあげていくときに、大切なのが変換力。相手の立場を考えながらも、
自分たちのスキルを活かせる図面へと変換していく。編集力とも言えるその力は、
数多くの現場や形を造ってきた経験があってできるもの。クオリティをあげてい
くために、関わる全ての人の意思疎通ができるような絵を描いています。

描く
設計図面を製作図面に変換する
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製作図のなかで寸法が決まれば、いよいよ材を揃えていく作業のはじまりで
す。まずは、指定された数字通りの長さや厚みをピッタリと切り出してい
く。一枚を仕上げるのも難しいですが、枚数を重ねていくのも緊張の連続

です。もちろん、完成したものが木の癖や反りによって影響されないように、目の
方向などに気を使って、木取りの段階から慎重に選定をしていくことも欠かせませ
ん。揃った材は、そこからほぞ穴や小穴、ガラス入れ細工などさらなる加工に入り
ます。全ての仕上がりを美しくするために必要なことは、道具を揃え、準備を整え、
刻んだものを規則正しく揃えていくこと。そうした地道で丁寧な日々の繰り返しが、
確かなものづくりに繋がっています。

刻む
材を整えるために、準備も道具も整える

25



大川建具のどの工房を巡っても、必ずといっていいほど大小それぞれの種類
が各種揃えてあるのが鉋（かんな）です。建具職人にとって、削るという
作業は、様々なシチュエーションで求められるものになっています。その

ひとつが、材料を切り出す木取りの後。矩手や厚みの調整段階で細かな削りが必要
となります。それから、刻みの後の仕上げ段階での削り。それぞれに求められる精
度も異なり、使われる道具も技術も様々です。適材適所を使い分けることこそが、
職人の技に繋がっています。その削りによって生み出される滑らかな動きや機密性、
水密性は、果ては耐久性にまで影響しているのです。

削る
閉める、開く、繰り返す営みのために
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ほぞやほぞ穴の加工までを終えるといよいよ最終段階の組み立てです。木の
表裏、木目の通りなどの合わせ方を慎重に検討し、ピタリと嵌め合わせて
いきます。良い建具は、長い時間が経っても反りやくるいが少なく、メン

テナンスを重ねれば、ずっと使い続けることができると言われています。そのため
には、嵌めるという作業での気配りが要になります。昔は、愛着の湧いた建具は、
家を移り住んでも持っていったこともよくあったそう。最近では、リノベーション
で昔の建具を受け継いで使うといったことも見られます。新しさの中に懐かしさ、
時間の流れを感じることができる建具。経年変化による味わいを楽しむことができ、
そこにしかない居心地の良さを生み出すことができる存在でもあります。

嵌める
ぴったり、しっかり、かっちり、すっきり
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大川TATEGUMI
職人が生みだす建具の数々
大川TATEGUMI
職人が生みだす建具の数々
建具種別作品ラインナップ
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大川の建具を
読み解く

見えないところを
きちんとつくる。
手間をかけたつくりの良さは
十年、二十年
使うほどににじみでる

～制作の過程を追う
22
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建具は動く。動くがゆえに、枠と組み合わせたときの精度が、なににも増し
て求められるものです。全ての仕事のはじめの一歩であり、作業の都度
に求められるのが「測る」という作業。「寸分違わぬ」という言葉通りに、

精確な計測なくしては、建具の用をなさなくなってしまうのです。大きすぎる、小
さすぎるは、もちろん論外。コンマ数ミリの違いによって、建てつけや動きの良し
悪しは大きく左右されます。目で確かめていくと同時に、職人の手練も大切に、触
れて、感じる。この手触りで測ることも、美しい建具を仕上げていくために、欠か
せない作業のひとつです。

測る

大川の建具を
読み解く

触れて、感じて、寸分の違いまで

23



11 2

框戸

枠をガッチリ組むことによって、
中は千差万別多種多様に仕上げることができる框戸。
竪框と横框によって構造としての扉の基礎を作り、
中は桟や板、格子にガラス、あるいはそれらの組み合わせ、などなど、
用途と意匠のバリエーションが楽しめるのも特徴。

戸の縁を囲う框（かまち）が重厚感を醸し出す
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1. 住宅の和室入口に、縦格子を強調した意匠。下
框にあしらわれた組子が足元を華やかに演出

2. 中桟を入れて上下を異なる意匠に。編み込み風
の腰は落ち着きがあり、組子のパターンを入れ
た上部はやさしい光を取り込む

3. 店舗の個室用框戸。腰を合板に上部はガラスと
して、内部が見える機能的なつくり

4. 風格を求められる玄関。扉部分は框の内部を板
戸として重厚感を出しつつ、引き込み部分は縦
格子で光を導いている

3 4
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組子

大川ブランドの代名詞とも言える組子。
見付け幅0.8 ～ 3mmほどの繊細な材料を様々な形に組み合わせて、
釘等を使用することなく、ガッチリと強度を出し、様々な模様を描き出す。
そのパターンは200種類以上とも言われる。日本全国に組子産地は数あるなか、
木材加工において歴史的にも数量的にも日本有数の大川では、
高いレベルの組子が作られている。

扉面に絵画のような華やぎを添える組子

42 3

1
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1. 大川に完成した映画館のシンボルとしてつくら
れた組子の壁面パネル。組子を使ったテーブル
と組み合わせて

2. 組子の型のひとつ「面取菱万字くずし」。折り曲
げを連続して組み立てることから折物細工とも
呼ばれる

3. 最もポピュラーな麻の葉柄。健やかな成長や厄
除けの意味もある

4. 組子の中にアクセントとして使われた組子。美
しく繊細な意匠

8 9

5 6

7

5. 色のグラデーションを用いることでさらに深い
変化を楽しめる

6. やわらかな曲線を組み合わせることで、絵柄が
浮かび上がる

7. 扉全面に組子で描かれた絵画。ガラスの中に閉
じ込めれば掃除の手間いらず

8. 書院や床の間の脇に施された組子によって、格
式と華やぎのある空間に

9. 立体組子の詳細。不思議な奥行き感が魅力

33



障子

繊細な格子が和紙を通して、影を作る。透けつつ閉じられる障子は、
視界を遮りながら光を通す建具。「陰翳礼讃」のなかで表現されたよう
な日本的な光の空間を生み出す装置。格子の一つ一つの間隔や見付け
の変化で多様な意匠となって、空間の印象を変えることもできる。外
や奥の気配を前にぼんやりと伝える曖昧さも魅力。

1. 寺院の本堂を取り囲む横桟障子の連続
2. ちょっとした壁の一部に障子を入れるとアクセ
ントになる

3. 部屋を仕切り、視線を遮りながら、柔らかな光
を取り入れる

4. 庭に面した日当たりのよい和室をやわらかに仕
切る役割を果たす障子

柔らかななかに凛とした佇まい

42 3

1
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襖

塗り、和紙、引き手、刷り。多くの要素が詰まった襖。建具の中でも
最も細く薄い枠は、白木もあれば漆のような塗り物もあり、表面に貼
る和紙も、最高級の手すき和紙をはじめ様々。さらに引き手は、素材
や仕上げはもちろんのこと、形状、柄、その他意匠の取り合わせによっ
て、様々に意味深い空間づくりを可能にする。

5. 繊細な塗りの縁に質感のある和紙の組み合わ
せ。引き手にも注目

6. 一部に障子を取り入れたユニークなデザイン
7. 畳の部屋と格段の相性の良さがある襖と障子窓
8. モダンな色付き和紙の張り分けは桂離宮から続
く空間の遊び

優雅な技は最上の意匠に

7 8

5

6
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フラッシュ

合板技術の発達により、量産性のあるフラッシュが一気に普及したが、
板を全面に打ちつけた板戸のフラッシュ戸は古くから存在し、屋外の
雨戸などに使われてきた。今では、室内の扉として、表面にプリント
を施した合板のフラッシュ扉が一般的になっている。

1. 施設の玄関引き分け扉。ガラス面を大きく取り、
明るく見通しの良いホール空間に

2. 施設の居室引き分け扉。扉に合わせて壁面全体
を木の雰囲気に寄せている

3. 子どものための空間に合わせた、ビビットな色
とリズム感のある丸窓

4. 透明な間仕切りに合わせて、ほぼフルハイトの
全面開口フラッシュ扉

5. スリット窓のあるフラッシュ扉の製作風景。機
械も使うが細かなところは人の手で

自由度の高いデザインが魅力
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家具・小物

組子に代表される装飾性や細やかさを生かして、照明やコースターな
どの小物が作られている。手元に置いておきやすく、建具技術を身近
にしてくれるため、建具の世界へと間口を広げる最初の一歩とて様々
なシーンに展開している。

1. 天井照明シェードとしての障子
2. 組子を取り入れた机と椅子
3. 組子の蓋が特別感を演出する弁当箱
4. ティータイムも組子を入れて華やぎを
5. 照明器具と組子は相性がいい
6. 宝箱にふさわしい彩り
7. ドアハンドルもオリジナルに
8. 空間の主役にもなる衝立
9. つくりの繊細さが魅力の和の家具

建具の技術をもっと身近に

7

4

1

8

5

2

9

6

3
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話せる、相談で　きる、提案できる
大川建具事業協同組合には、
建具を知り尽くした職人が揃っています。
大川建具事業協同組合　参加企業

〈向島地区〉

木下木芸
〒831-0005 大川市大字向島1037-1
☎0944-86-6328
（組子・小物等）

石橋建具製作所
〒831-0005 大川市大字向島560
☎0944-86-4876
（框戸・障子・襖・フラッシュ）

〈小保地区〉

（有）木下建具
〒831-0005 大川市大字向島2071-3
☎0944-86-4837
（組子・框戸・障子・フラッシュ・別注家具・小物等）

（有）アイエム
〒831-0041 大川市大字小保19-1
☎0944-86-3905
（組子・框戸・障子・襖・フラッシュ・別注家具・小物等）

（有）江頭建具
〒831-0041 大川市大字小保508
☎0944-85-8181
（組子・框戸・障子・襖・フラッシュ・別注家具・小物等）

樋口建具
〒831-0041 大川市大字小保654-4
☎0944-86-2367
（障子・フラッシュ）

渋田建具製作所
〒831-0004 大川市大字榎津524-4
☎0944-87-0555
（組子・框戸・障子）

坂井建具製作所
〒831-0005 大川市大字向島2052-9
☎0944-86-2716
（框戸・障子・襖・フラッシュ）

龍野建具店
〒831-0041 大川市大字小保139
☎0944-86-5060
（框戸・障子・ガラス戸）

〈田口地区〉

仁田原建具製作所
〒831-0005 大川市大字向島924-6
☎0944-86-4302
（組子・框戸・障子・襖・フラッシュ・小物等）

永尾建具製作所
〒831-0041 大川市大字小保240
☎0944-87-5672
（框戸・障子・フラッシュ）

納戸フスマ店
〒831-0004 大川市大字榎津276
☎0944-86-3327
（障子[紙張]・襖）

重富建具製作所
〒831-0005 大川市大字向島737
☎0944-87-2054
（框戸・障子・ガラス戸・欄間）

（株）トイップエシマ
〒831-0001 大川市大字下青木188-8
☎0944-86-2330
（框戸・障子・フラッシュ・別注家具）

山本建具
〒831-0005 大川市大字向島735
☎0944-87-2990
（框戸・障子・フラッシュ）

上嶋建具木工
〒831-0004 大川市大字榎津370-8
☎0944-86-4691
（フラッシュ・小物家具類）

前田建具製作所
〒831-0005 大川市大字向島2025-1
☎0944-87-5231
（框戸・フラッシュ・別注家具）

古賀建具店
〒831-0031 大川市大字上巻36
☎0944-86-3240
（框戸・障子・フラッシュ・ガラス戸）

中村建具襖製作所
〒831-0005 大川市大字向島1222-5
☎0944-86-5080
（組子・框戸・障子・襖・フラッシュ・別注家具・小物等）

宮崎建具
〒831-0041 大川市大字小保13
☎0944-86-3550
（框戸・障子・フラッシュ）

渡辺建具
〒831-0041 大川市大字小保17-1
☎0944-87-8381
（組子・框戸・障子）

阿津坂建具
〒831-0041 大川市大字小保206
☎0944-87-2665
（框戸・障子）

渋田建具店
〒831-0041 大川市大字小保637-1
☎0944-88-1739
（組子・障子）

角建具製作所
〒831-0024 大川市大字鬼古賀150-2
☎0944-87-3790
（組子・框戸・障子・フラッシュ・小物等）

西村襖
〒831-0008 大川市大字鐘ヶ江433-4
☎0944-87-3338
（襖）

植松建具店
〒831-0041 大川市大字小保54-1
☎0944-86-2931
（障子・フラッシュ・ガラス戸）

永尾建具製作所
〒831-0041 大川市大字小保394-2
☎0944-86-4048
（障子・フラッシュ）
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話せる、相談で　きる、提案できる
大川建具事業協同組合には、
建具を知り尽くした職人が揃っています。

石橋建具製作所
〒831-0026 大川市大字三丸600-1
☎0944-87-8462
（建具全般）

木下木工所
〒831-0026 大川市大字三丸764
☎0944-86-4440
（障子・フラッシュ）

森満建具
〒831-0014 大川市大字中木室904
☎0944-86-5613
（障子・フラッシュ・ガラス戸）

湊屋
〒831-0021 大川市大字大橋314-5
☎0944-86-4023
（組子・框戸・障子・フラッシュ・小物等）

ヤマトミ建具製作所
〒831-0004 大川市大字榎津434-1
☎0944-86-2982
（障子・フラッシュ・ガラス戸）

（株）石川
〒832-0005 柳川市大字西蒲池230-1-1
☎0944-74-2085
（框戸・障子・フラッシュ・別注家具）

ヤマヒロ建具
〒831-0035 大川市大字津420
☎0944-87-4011
（框戸・障子・フラッシュ）

木下建具木工所
〒831-0035 大川市大字津416-4
☎0944-87-2055
（障子・フラッシュ）

古賀建具製作所
〒831-0035 大川市大字津701-5
☎0944-87-8267
（フラッシュ）

松本建具木工所
〒831-0041 大川市大字小保73-2
☎0944-87-3617
（框戸・障子・襖・フラッシュ・別注家具）

吉北建具木工所
〒830-0416 三潴郡大木町八丁牟田1627
☎0944-33-0522
（組子・框戸・障子・フラッシュ）

〈川口地区〉

（有）鶴建具本店
〒831-0042 大川市大字九網310-1
☎0944-86-2838
（框戸・障子・フラッシュ）

鶴建具
〒831-0042 大川市大字九網270-1
☎0944-86-5559
（障子・フラッシュ・ガラス戸）

鶴建具木工所
〒831-0034 大川市大字一木415
☎0944-87-3718
（障子・フラッシュ・ガラス戸）

龍建具木工所
〒831-0043 大川市大字新田80-6
☎0944-87-2854
（框戸・障子・フラッシュ）

松島建具工芸
〒831-0044 大川市大字紅粉屋22-2
☎0944-86-6830
（障子・フラッシュ・ガラス戸）

（有）竹下建具工芸
〒831-0034 大川市大字一木733-1
☎0944-87-8580
（組子・框戸・障子・フラッシュ・別注家具）

古賀住建工作所
〒831-0034 大川市大字一木460-1
☎0944-86-7092
（組子・框戸・障子・フラッシュ）

（有）堤建具工業
〒831-0043 大川市大字新田995-2
☎0944-87-3507
（框戸・障子・襖・フラッシュ・別注家具）

（有）丸建建具店
〒831-0042 大川市大字九網373-1
☎0944-87-3113
（フラッシュ）

高田建具製作所
〒831-0042 大川市大字新田1062-8
☎0944-86-3276
（組子・框戸・障子・フラッシュ）

（有）まつしま建具店
〒831-0026 大川市大字三丸1198-1
☎0944-87-3310
（組子・框戸・障子・襖・フラッシュ）

（有）龍建具製作所
〒831-0043 大川市大字新田437
☎0944-87-5309
（框戸・障子・フラッシュ）

横田建具木工所
〒831-0035 大川市大字津618-10
☎0944-87-7027
（障子・フラッシュ・ガラス戸）

（有）大龍サッシガラス店
〒831-0045 大川市大字大野島1389-1
☎0944-88-3380
（[ガラス加工]施工）

三丸建具工業
〒831-0026 大川市大字三丸1111
☎0944-88-2577
（組子・框戸・障子・フラッシュ）

お問い合わせ

大川建具事業協同組合
〒831-0031 福岡県大川市上巻403-17
☎ 0944-87-3949
mail:okawa-tategu@kca.biglobe.ne.jp

一般財団法人
大川インテリア振興センター
〒831-0028 福岡県大川市大字郷原483-8
☎0944-87-0035
mail: interior@po.saganet.ne.jp
http://www.okawajapan.jp
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編集後記

たくさんの人が関わり、大きなものをつくりあげる建築の現
場。そこでは、発注代理者である設計者が「形を描き」、現
場監督というリーダーが「つくる」を指揮して納品を成し
遂げます。両方をつなぐ意思の疎通は、主に二者で行われ、
それぞれが責任を負う立場として完璧なものを目指します。
そこは、間違いが許されない緊張感が張り詰めた場です。
今回のプロトタイプの製作は、「完全じゃなくてもとりあえ
ずやってみよう」が出発点。普段の仕事のオーダーなら、
気軽に受けてもらえないデザインでした。考える側も、つく
る側も、流れ作業ではなくて、失敗もあれば、智恵も出す、
まだ見ぬアイデアと腕が試されるプロジェクトとなりまし
た。実は、それこそ物づくりの楽しさの醍醐味。そこでは、
設計者も、職人も、みんなが普段は見せない輝きをもって、
物づくりに挑む姿がありました。もちろん、日常の仕事では
そうはいかないのが現実です。しかし、ほんの少しでも日々
の製作の中に、物づくりを楽しむ時間が取れれば……。大
川TATEGUMIのプロジェクトがそうしたきっかけに少しで
も貢献でき、建具を通した豊かな暮らしの場づくりに繋がる
ことを願っています。
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