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メタボリズム後の日本建築界のリーダーとして、
国内はもとより、世界の建築界に多大な影響を
与えた建築家 篠原一男の決定版を刊行します !

A4ワイド版／144頁

通常より増ページ!
3月10日発売

1956 年からのプロジェクトまで全 56 作品を掲載。
全ての作品を『新建築』
『JA』に初発表当時の写真・
図面で紹介し、解説は篠原本人が当時執筆したオ
リジナルを掲載します。
篠原一男の全軌跡まとめた決定版です。
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The mushroom table and mushroom chair in the earth ﬂoor designed by Shinohara.
土間の「きのこの卓」と「きのこの椅子」共に篠原によるデザイン

I have designed this small house for a producer of documentary ﬁlms and his script-writer wife. In the pass I have concentrated on experiments with square
plans, but for the ﬁrst time in this house I used an irregular shape. Earth is the keynote of the building in which the main section has an earth ﬂoor and in
which the bedroom is sunken in the earth. To emphasize the slanting surfaces of the irregular roof one side is painted black. This comes into immediate
contact with a red wall that disappears down the stairwell. The sunken bed room is less an underground room than a lower continuation of the main section
earth ﬂoor. It is beneath the garden on the south. I was surprised to see how difﬁcult it can be to handle unstable forms and color schemes. Until recently,
when the interior of the sunken room was ﬁnished, the occupants have been sleeping on top of the steel-walled section which creates a sort of mezza-nine. I
dare say that from now on they will use the two alternately as sleeping quarters.

(Kazuo Shinohara : Excerpt from Shinkenchiku 1967.10)

記録映画の演出家と脚本家の夫婦のための小さな住宅である。今まで私は正方形を中心とした完結形の空間を追ってきたが、この家で初めて不定形を試みた。同時に、土
間の主屋と地中の寝室という〈土〉の主題が重なった。落差を大きくつけて置かれたふたつ折れの天井面の下に土の床がある。折れた面を強めるために天井の半分は黒に
なり、それに接続している壁は赤になってそのまま地下に下りる。地下室ではなく地中の寝室は土間から下りて南の庭の下に潜っている。それにしても、不安形と色彩の
難しさに私は驚いた。
〈大地の家〉という地中の住宅の計画案の寝室部分だけがここに実現したのであるが、防水防壁には予想以上の苦労をした。寝室の内装の終了した最
The mushroom table and mushroom chair in the earth ﬂoor designed by Shinohara.

『新建築』1967年7月号）
近まで夫婦寝室は鋼板貼りの壁面がある中2階にあった。これからも地下と屋根裏との間を交互に寝室とするのではないかと思う。 （篠原一男：
View of the TATAMI room from the living room

土間の「きのこの卓」と「きのこの椅子」共に篠原によるデザイン

38

KAZUO SHINOHARA

KAZUO SHINOHARA

39

South exterior / birds eyes view of the triangular frame of a thatched roof
南側全景 / 上：合掌組の屋根を俯瞰する

リビングルームから寝室を見る
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1st floor plan; scale: 1/200
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