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五十嵐淳展順延日程のご案内

2011年 3月11日│金│ に発生いたしました東日本大震災により、被災された皆様には謹んでお見舞
い申し上げます。
3月25日│金│ 付のニュースリリースにて本展覧会の延期をご案内させていただきましたが、本展覧
会ならびに関連イベントの順延の日程が決定いたしましたのでご案内申し上げます。

記
〈新開催日程〉

1. 展覧会

「五十嵐淳展 状態の構築」

2. 関連イベント

五十嵐淳講演会
2011年 6月9日│木│ 18：30 ─20：30
（会場：津田ホール）

2011年 5月13日│金│─7月9日│土│

以上

NE WS RELE A SE
2011年 4 月8日

光と視線の追求から生み出される距離感。
建築のあるべき「状態」を求め続ける五十嵐 淳の世界を余すことなく紹介します。

2011年 5 月13日│金│─ 7月9日│土│ TOTOギャラリー･間
開館時間│11：00 ─18：00（金曜日のみ19：00まで） 休館日│日曜・月曜・祝日 入場無料

TOTOが運営する建築・デザインの専門ギャラリー
「 TOTOギャラリー・間 」では、次 回 展 覧 会として、
北海道・佐呂間にて、住宅を中心に設計活動を行う
建築家、五十嵐 淳
（いがらし・じゅん）
氏の展覧会を
開催します。
氏のつくる作品は、北海道ならではの風土や気候条
件、風景との共生を前提としながらも、建築の普遍的
な価値を私たちに問いかけています。それは、氏が
建築単体の存在を超えて建築のはじまりの姿にまで
思いを馳せながら、常に「人間の原初的な居場所」
と
いう
「状態」
を模索し続けているからにほかなりません。
北海道の厳寒の冬から身を守る住居には、
厳しい自然
環境への手立てが要求されます。与件を技術的・法
的にクリアするために必 要な風 除 室や凍 結深度、
雪荷重計算といった手続きを、逆に豊かな住空間を
生み出す要素として用いることで、
氏は外部環境には
閉じて安全性を確保しつつ、内部に驚くほど多様で
心地のよい空間を実現しています。たとえば、処女作
「矩形の森」
（北海道常呂郡、2000 年）
のグリッド状に
配された柱による緩やかなゾーニング、
「光の矩形」
（北海道札幌市、2007年）
の光の層が生む独特の距
離感などに見られるように、空間同士が緩やかな関係
性を結ぶことで、
自由で多様な「居場所」
が生まれてい
ます。
初の個展となる本展では、
初期から最新作までの主要
作品18 点を、木組み模型により紹介します。視線の
高さに並べられた模型を覗き込む時、
それぞれの
「状態」
がどのように「構築」
されているのか、
読み取っていただ
けることでしょう。中庭には、
エアチューブの円弧によ
る演劇空間「大阪現代演劇祭仮設劇場」
（大阪府大
阪市、2005 年）
を再現します。氏の、出発点から現
在までの作品の軌跡と、思考の深化の道筋を読み解
くことができる展覧会です。

TOTOギャラリー・間
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会期
開館時間
休館日
会場

2011年 5月13日│金│─ 7月9日│土│
11：00 ─18：00（金曜日のみ19：00まで）
日曜・月曜・祝日／入場無料
TOTOギャラリー･間（東京都港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F）
東京メトロ千代田線 ｢乃木坂｣ 駅 3 番出口徒歩 1分／都営地下鉄大江戸線「六本木」駅 7 番出口
徒歩 6 分／東京メトロ日比谷線「六本木」駅 4a 番出口徒歩 7分／東京メトロ銀座線･半蔵門線･
都営地下鉄大江戸線「青山一丁目」駅 4 番出口徒歩7分

主催
企画

TEL. 03-3402-1010 URL. http://www.toto.co.jp/gallerma/
TOTO ギャラリー・間
TOTO ギャラリー・間運営委員会
（特別顧問│安藤忠雄、委員│岸 和郎／内藤 廣／原 研哉／吉岡徳仁）

後援
特別協力

（社）
東京建築士会／
（社）
東京都建築士事務所協会
（社）
日本建築家協会関東甲信越支部／
（社）
日本建築学会関東支部
物林株式会社／株式会社丸印長谷川／北海道北三株式会社
NPO 法人大阪現代舞台芸術協会／長谷川大輔構造計画事務所
大光電機株式会社／シンコール株式会社

講演会

五十嵐淳講演会 ローカルな必然性
講師
日時
会場

五十嵐 淳
2011年6月9日│木│ 17：30 開場、18：30 開演、20：30 終演（予定）
津田ホール（東京都渋谷区千駄ヶ谷1−18−24）

参加方法

490人／参加無料
事前申込制。TOTO ギャラリー・間 webサイト（http://www.toto.co.jp/gallerma/）

申込期間

よりお申込みください。抽選の上、6月2日│木│までに結果をご連絡いたします。
4月15日│金│─ 5月22日│日│

定員

同時発行

『五十嵐淳／状態の構築』五十嵐 淳

著

＝

A5 判、326頁、ソフトカバー
オールカラー、和英併記

実作はもちろん、未完のプロジェクトやコンペ案まで全30 作品を紹介する、待望の初の作品集。
巻頭には全作品の思考過程をつまびらかにする
「プロセス」
を掲載。北海道でも特に寒冷地を拠
点とすることから体得した場所の「状態」へのシビアな対応とともに理想とする建築の「状態」
を
追究する、ディテールと空間の一体的な思考から生まれる五十嵐 淳の建築の魅力が存分に詰
まった一冊です。
発行日
発行

2011年 4月
TOTO 出版（TOTO 株式会社）
TEL. 03-3402-7138 URL. http://www.toto.co.jp/publishing/
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「状態の構築」
僕は、星ひとつない、真っ暗な宇宙空間に自ら身を置き、設計活動を始めたような感覚を持って
いた。それは専門学校で建築を2 年間学び、普通の設計事務所で実務を5 年間学んではいたも
のの、建築の思想や論理といったような事柄に、しっかりと、または真剣に向かい合ったことが
無かったから。それは暗い宇宙空間で何処へ向かい、または進むべきか、星となる「定点」が無
い状態だったともいえる。そんな中で、自らの設計活動を始めた。
あたり前だが、建築物は土地に定着している。そして、その場の全ての「状態」
を等価に扱い
ながら設計していく。僕も、この基本的な方法により、10 年間、建築を作り続けてきた。それは
「定点」
を探す作業であったといえる。北海道であるが故に、否応なしに応答し、または応答せ
ざるをえなかった「状態」により生まれた「定点」や、一般的な方法を使いつつ、僕なりの手段を
思考する中で生まれた「定点」
など、必然性における「状態の構築」を繰り返してきた。そして
今でも、経験や反復、時には変化する思考を続けている。
この様に「定点」の発見や気付き、反復や変化を、時系列という方法により、少しでも感じ取っ
て頂ければ良いし、今後もこの基本的な方法は、変わらないと思うが、少しずつ変化していく
であろう未来も、想像してみて欲しいと思う。
五十嵐 淳

五十嵐 淳（いがらし・じゅん）
1970年北海道生まれ。1990年北海道中央工学院専門学校卒業。
1991-95年BEN建 築 設 計事務所勤務。1997年五十嵐 淳建 築
設計事務所設立。現在、北海道工業大学非常勤講師、名古屋工
業大学非常勤講師。
主な受賞に、2003年第19回吉岡賞
（矩形の森）
、2005年 BARBARA
CAPPOCHINビエンナーレ国際建築賞グランプリ、2005年 JCD
デザイン賞優秀賞、グッドデザイン賞（大阪現代演劇祭仮設劇場）
、
、2009年 JIA北海道支
2007年 JIA 環境建築賞優秀賞（ Annex）
部住宅部会大賞（間の門）
、
2010年第21回 JIA 新人賞（光の矩形）
など。
著書に、
『ディテール別冊 五十嵐淳／状態の表示』
（2010年、彰国
社）がある。
ポートレート©阿野太一
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❶風の輪（北海道北見市、2003 年）© 阿野太一
❷矩形の森（北海道常呂郡、2000 年）© 新建築社
❸光の矩形（北海道札幌市、2007年）© 宮本誠也
❹ Tea House（北海道常呂郡、2006 年）© 本城直季
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