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PASS THE BATON OMOTESANDO
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ西館B2F／Tel: 03-6447-0707

www.pass-the-baton.com

─

2012年8月3日［金］─8月26日［日］
入場無料｜月─土11:00-21:00｜日祝11:00-20:00

主催： PASS THE BATON｜キュレーション： 藤村龍至

─ A: 立体格子時計［試作］ H: 時計と模型

B: グラインダー・クロック I: 小さくて大きな時計台

C: lint J: Baked Clock

D: おおらかな時計 K: A4 clock

E: 日時計 L: Layered Clock

F: 24 M: /Time//You

G: 時を計らない時計 N: Blue Clock
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 小さな素 材から世 界を刻む

お問い合わせ先：藤村龍至建築設計事務所［担当：沼野井諭］｜Tel. 03-3476-6508｜press@ryujifujimura.jp

Omotesando Hills west B2F 

4-12-10 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Tel: +81-3-6447-0707  www.pass-the-baton.com

五十嵐淳
Jun Igarashi｜1

1970年北海道生まれ。BEN建

築設計事務所を経て、五十嵐淳

建築設計事務所主宰

─

垣内光司
Koji Kakiuchi｜2

1976年京都府生まれ。大阪芸

術大学芸術学部建築学科卒業

後、阿久津友嗣事務所を経て、

八百光設計部主宰

─

木村松本［木村吉成＋松本尚子］
Kimuramatumoto｜3,4

木村吉成：1973年和歌山県生ま

れ。大阪芸術大学芸術学部建築

学科卒業後、狩野忠正建築研究

所を経て、木村松本主宰

松本尚子：1975年京都府生ま

れ。大阪芸術大学芸術学部建

築学科卒業。木村松本主宰

─

久野浩志
Hiroshi Kuno｜5

1970年青森県生まれ。1993年

大阪芸術大学芸術学部建築学

科卒業後、2001年久野浩志建

築設計事務所主宰

─

島田陽
Yo Shimada｜6

1972年兵庫県生まれ。1997年

京都市立芸術大学大学院修了

後、タトアーキテクツ／島田陽建築

設計事務所主宰

─

谷尻誠
Makoto Tanijiri｜7

1974年広島県生まれ。建築設計

事務所 Suppose design office

主宰

─

TNA［武井誠＋鍋島千恵］
TNA[Makoto Takei + Chie Nabeshima]｜8

武井誠：1974年東京都生まれ。

東海大学工学部建築学科卒業

後（山田守賞）、東京工業大学大

学院研究生、アトリエ・ワン、手塚

建築研究所を経て、現在TNA

主宰

鍋島千恵：1975年神奈川県生

まれ。日本大学生産工学部建築

工学科卒業後、手塚建築研究所

を経て、現在TNA主宰

─

中村竜治
Ryuji Nakamura｜9

1972年長野県生まれ。東京芸

術大学大学院修了後、青木淳

建築計画事務所を経て、中村竜

治建築設計事務所主宰

─

中山英之
Hideyuki Nakayama｜10

1972年福岡県生まれ。東京芸

術大学修了後、伊東豊雄建築

設計事務所を経て、中山英之建

築設計事務所主宰

─

永山祐子
Yuko Nagayama｜11

1975年東京都生まれ。昭和女

子大学卒業後、青木淳建築計

画事務所を経て、永山祐子建築

設計主宰

─

藤本壮介
Sou Fujimoto｜12

1971年北海道生まれ。東京大学

卒業後、藤本壮介建築設計事

務所主宰

─

藤村龍至［キュレーション］ 
Ryuji Fujimura｜13

1976年東京生まれ。東京工業

大学大学院博士課程単位取

得退学。藤村龍至建築設計事

務所主宰。2010年より東洋大

学専任講師。2007年よりフリー

ペーパー『ROUNDABOUT 

JOURNAL』企画・制作・発

行。2010年よりウェブマガジン

『ART and ARCHITECTURE 

REVIEW』企画・制作。主なキュ

レーションに「CITY2.0」［2010］／

「超群島 ─ライト・オブ・サイレンス」
［2012］

─

藤原徹平
Teppei Fujiwara｜14

1975年横浜生まれ。横浜国立大

学大学院修了後、隈研吾建築都

市設計事務所を経て、フジワラテッ

ペイアーキテクツラボ主宰。2012

年より横浜国立大学大学院建築

都市スクールY-GSA准教授

─

吉村靖孝
Yasutaka Yoshimura｜15

1972年愛知県生まれ。早稲

田大学大学院修了後、文化庁

派遣芸術家在外研修員として

MVRDVに在籍。SUPER-OS

共同主宰を経て、吉村靖孝建築

設計事務所主宰

─

─

PASS THE BATONは‘New 

Recycle’がコンセプトのセレクトリ

サイクルショップです。Real shopと

Web shopを利用して、出品者と

購入者の交流の場所を提供して

います。本展では、建築家の身の

まわりにあるものと、アナログ時計の

ムーブメントとを組み合わせて時計

を制作し、PASS THE BATON 

OMOTESANDO内のギャラリー

にて展示・販売を行います。身の回

りの小さな素材から世界をとらえる

機会としたいと思います。

─

キュレーター｜藤村龍至

立体格子時計［試作］
五十嵐淳｜Jun Igarashi｜A

工務店の倉庫に何年もの間、

使われずに放置された木材を

1.5mmの板材に削り、立体のグリッ

トを作りました。その一面に針を配

置し、針が当たらないように削りまし

た。文字も削った深い場所に配

置。針の反対の面は、電池が交

換出来るように削りました。その他の

四面は深い場所の文字に光が

当たるように削りました。「時計」と聞

いた瞬間に「立体の格子」が頭に

浮かび具現化した試作です。

─

グラインダー・クロック
垣内光司｜Koji Kakiuchi｜B

DIYで使用している工具グライン

ダーのディスク。高速回転することで

コンクリートを刻みます。刃が磨耗

するとディスクは交換・破棄されます。

回転を止めたディスクが工事現場

で文字盤に見えました。これからは

時間を刻みます。

─

lint
木村松本｜Kimuramatumoto｜C

或る日、知人の縫製アトリエを訪れ

た。デスクの上には作りかけの作

品、そしてその傍には刺繍糸の糸

くずでできた小さな山があった。わ

たしたちはそのちいさな山を持ち帰

り、テーブルの上でそっとひろげてみ

た。するとそれは素材のままで、輪

郭のあやふやな、風に揺れながら

時を刻むものになった。

─

おおらかな時計
久野浩志｜Hiroshi Kuno｜D

おおらかな時を過ごすための時計

です。短針が一本あるだけなので、

正確な時間はわかりません。別荘

などでゆったりとした時間を過ごした

いときにお使い下さい。使われている

材料はどこのオフィスにもあるパンチ

によって生まれてしまう小さな円い紙

です。バラバラになったそれらの小さ

な紙をもう一度つなぎ合わせて時

計を作りました。

─

日時計
島田陽｜Yo Shimada｜E

事務所にあった木片で木箱をつく

り、時計装置を納めた。箱からは

み出た針が時を示す。それはまる

で太陽の運行を示しているようだと

思った。材料・木片・画鋲・ピアノ線・

時計装置。

─

24
谷尻誠｜Makoto Tanijiri｜F

時間について考えてみる。時間の中

にある新しさ。時間を確認する行為

から、時間を待つ行為へと。時間と

いう一枚の絵が日々 のなかに豊か

さを与えてくれるのではないだろう

か。そんなことを考えた。

─

時を計らない時計
TNA｜G

陽が昇り、陽が沈む。それが自然

から与えられた時間。人工的に作

られた1秒を繊細な木で編まれ

た自然の中に置いてみよう。一瞬

だけ、時が進んだことを知るだろう。

これは自分だけの時間をつくる時

計である。

─

時計と模型
中村竜治｜Ryuji Nakamura｜H

数年前、松本にある結婚式場の

中の30m2ほどの部屋を一部屋

だけ改装するという仕事をさせても

らいました。その際、縮尺が1/10の

模型をつくったのですが、テーブル

と椅子だけは捨てずにとっていまし

た。それらを使った時計です。時間

だけでなく空間やサイズを意識さ

せるものになったらいいなと思います。

─

小さくて大きな時計台
中山英之｜Hideyuki Nakayama｜I

工事現場で余ったコンクリートと、あ

ちこちの解体現場からもらってきた

廃材で、積み木をつくりました。並べ

ると時計台のある町になります。さま

ざまな色や形の木造建築に囲ま

れた、コンクリート造の立派な時計

台です。消しゴムが自動車に、グラス

が透明な摩天楼に見えてくるような、

小さくて大きな建築の詰め合わせ。

─

Baked Clock
永山祐子｜Yuko Nagayama｜J

普段模型材料として使われている

発泡ポリスチレンフォーム。この素

材は建築では断熱材として使用

されています。透けるような水色が

魅力的です。ポリスチレンフォーム

の端材を積み重ねて焼いてみまし

た。溶けた部分にパターンが現れ

ます。世界に一つしかないパターン

を持った時計です。秒針の上のプ

ライザー（模型の人）が氷上を散歩

しているようです。

─

A4 clock
藤本壮介｜Sou Fujimoto｜K

A4の紙は、オフィスのなかでももっと

も当たり前にあるものではないでしょ

うか。僕自身、事務所での打ち合

わせのときにはいつも手元に置いて

思いついたことをスケッチするのに

使っています。今回はそんな当たり

前すぎるA4の紙を折り曲げて12

のラインをつくり、時計としました。

─

Layered Clock
藤村龍至｜Ryuji Fujimura｜L

展覧会やシンポジウム等、イベント

の際に制作したチラシやフリーペー

パーの余剰を再利用した時計で

す。5年分の素材を積層させ、ボル

トで束ね、ムーブメントを埋め込ん

でいます。12個のボルトは文字盤

の目盛りを兼ねています。歴史を刻

み、ムーブメントを仕掛けた紙の束

が新しい歴史を刻みます。

─

/Time// You
藤原徹平｜Teppei Fujiwara｜M

複数のセルの大きさのアルミハニ

カムで時間を空間のなかにレイ

ヤーする。アルミハニカムの多層の

なかに宙吊りにされた時間は、計

算されたあいまいさで時を現す。ア

ルミハニカムは航空機の翼につ

かわれる構造材である。

─

Blue Clock
吉村靖孝｜Yasutaka Yoshimura｜N

建築図面複製の定番だった青焼

きも今はたそがれ。青焼き機も手に

入らなくなった。でも感光紙は、時

間をかければ機械を使わなくても

ゆっくりと感光する。そこで、切り文字・

絵のパーツを置いて自然光で感

光させ時計をつくった。精度は出な

いものの、その分、時間の経過が写

る時計になった。
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August 3 -  26, 2012 Monday-Saturday 11:00-21:00 / Sunday,・Holiday 11:00-20:00



五十嵐淳
Jun Igarashi｜1

1970年北海道生まれ。BEN建

築設計事務所を経て、五十嵐淳

建築設計事務所主宰

─

垣内光司
Koji Kakiuchi｜2

1976年京都府生まれ。大阪芸

術大学芸術学部建築学科卒業

後、阿久津友嗣事務所を経て、

八百光設計部主宰

─

木村松本［木村吉成＋松本尚子］
Kimuramatumoto｜3,4

木村吉成：1973年和歌山県生ま

れ。大阪芸術大学芸術学部建築

学科卒業後、狩野忠正建築研究

所を経て、木村松本主宰

松本尚子：1975年京都府生ま

れ。大阪芸術大学芸術学部建

築学科卒業。木村松本主宰

─

久野浩志
Hiroshi Kuno｜5

1970年青森県生まれ。1993年

大阪芸術大学芸術学部建築学

科卒業後、2001年久野浩志建

築設計事務所主宰

─

島田陽
Yo Shimada｜6

1972年兵庫県生まれ。1997年

京都市立芸術大学大学院修了

後、タトアーキテクツ／島田陽建築

設計事務所主宰

─

谷尻誠
Makoto Tanijiri｜7

1974年広島県生まれ。建築設計

事務所Suppose design office

主宰

─

TNA［武井誠＋鍋島千恵］
TNA[Makoto Takei + Chie Nabeshima]｜8

武井誠：1974年東京都生まれ。

東海大学工学部建築学科卒業

後（山田守賞）、東京工業大学大

学院研究生、アトリエ・ワン、手塚

建築研究所を経て、現在TNA

主宰

鍋島千恵：1975年神奈川県生

まれ。日本大学生産工学部建築

工学科卒業後、手塚建築研究所

を経て、現在TNA主宰

─

中村竜治
Ryuji Nakamura｜9

1972年長野県生まれ。東京芸

術大学大学院修了後、青木淳

建築計画事務所を経て、中村竜

治建築設計事務所主宰

─

中山英之
Hideyuki Nakayama｜10

1972年福岡県生まれ。東京芸

術大学修了後、伊東豊雄建築

設計事務所を経て、中山英之建

築設計事務所主宰

─

永山祐子
Yuko Nagayama｜11

1975年東京都生まれ。昭和女

子大学卒業後、青木淳建築計

画事務所を経て、永山祐子建築

設計主宰

─

藤本壮介
Sou Fujimoto｜12

1971年北海道生まれ。東京大学

卒業後、藤本壮介建築設計事

務所主宰

─

藤村龍至［キュレーション］ 
Ryuji Fujimura｜13

1976年東京生まれ。東京工業

大学大学院博士課程単位取

得退学。藤村龍至建築設計事

務所主宰。2010年より東洋大

学専任講師。2007年よりフリー

ペーパー『ROUNDABOUT 

JOURNAL』企画・制作・発

行。2010年よりウェブマガジン

『ART and ARCHITECTURE 

REVIEW』企画・制作。主なキュ

レーションに「CITY2.0」［2010］／

「超群島 ─ライト・オブ・サイレンス」
［2012］

─

藤原徹平
Teppei Fujiwara｜14

1975年横浜生まれ。横浜国立大

学大学院修了後、隈研吾建築都

市設計事務所を経て、フジワラテッ

ペイアーキテクツラボ主宰。2012

年より横浜国立大学大学院建築

都市スクールY-GSA准教授

─

吉村靖孝
Yasutaka Yoshimura｜15

1972年愛知県生まれ。早稲

田大学大学院修了後、文化庁

派遣芸術家在外研修員として

MVRDVに在籍。SUPER-OS

共同主宰を経て、吉村靖孝建築

設計事務所主宰

─

─

PASS THE BATONは‘New 

Recycle’がコンセプトのセレクトリ

サイクルショップです。Real shopと

Web shopを利用して、出品者と

購入者の交流の場所を提供して

います。本展では、建築家の身の

まわりにあるものと、アナログ時計の

ムーブメントとを組み合わせて時計

を制作し、PASS THE BATON 

OMOTESANDO内のギャラリー

にて展示・販売を行います。身の回

りの小さな素材から世界をとらえる

機会としたいと思います。

─

キュレーター｜藤村龍至

立体格子時計［試作］
五十嵐淳｜Jun Igarashi｜A

工務店の倉庫に何年もの間、

使われずに放置された木材を

1.5mmの板材に削り、立体のグリッ

トを作りました。その一面に針を配

置し、針が当たらないように削りまし

た。文字も削った深い場所に配

置。針の反対の面は、電池が交

換出来るように削りました。その他の

四面は深い場所の文字に光が

当たるように削りました。「時計」と聞

いた瞬間に「立体の格子」が頭に

浮かび具現化した試作です。

─

グラインダー・クロック
垣内光司｜Koji Kakiuchi｜B

DIYで使用している工具グライン

ダーのディスク。高速回転することで

コンクリートを刻みます。刃が磨耗

するとディスクは交換・破棄されます。

回転を止めたディスクが工事現場

で文字盤に見えました。これからは

時間を刻みます。

─

lint
木村松本｜Kimuramatumoto｜C

或る日、知人の縫製アトリエを訪れ

た。デスクの上には作りかけの作

品、そしてその傍には刺繍糸の糸

くずでできた小さな山があった。わ

たしたちはそのちいさな山を持ち帰

り、テーブルの上でそっとひろげてみ

た。するとそれは素材のままで、輪

郭のあやふやな、風に揺れながら

時を刻むものになった。

─

おおらかな時計
久野浩志｜Hiroshi Kuno｜D

おおらかな時を過ごすための時計

です。短針が一本あるだけなので、

正確な時間はわかりません。別荘

などでゆったりとした時間を過ごした

いときにお使い下さい。使われている

材料はどこのオフィスにもあるパンチ

によって生まれてしまう小さな円い紙

です。バラバラになったそれらの小さ

な紙をもう一度つなぎ合わせて時

計を作りました。

─

日時計
島田陽｜Yo Shimada｜E

事務所にあった木片で木箱をつく

り、時計装置を納めた。箱からは

み出た針が時を示す。それはまる

で太陽の運行を示しているようだと

思った。材料・木片・画鋲・ピアノ線・

時計装置。

─

24
谷尻誠｜Makoto Tanijiri｜F

時間について考えてみる。時間の中

にある新しさ。時間を確認する行為

から、時間を待つ行為へと。時間と

いう一枚の絵が日々のなかに豊か

さを与えてくれるのではないだろう

か。そんなことを考えた。

─

時を計らない時計
TNA｜G

陽が昇り、陽が沈む。それが自然

から与えられた時間。人工的に作

られた1秒を繊細な木で編まれ

た自然の中に置いてみよう。一瞬

だけ、時が進んだことを知るだろう。

これは自分だけの時間をつくる時

計である。

─

時計と模型
中村竜治｜Ryuji Nakamura｜H

数年前、松本にある結婚式場の

中の30m2ほどの部屋を一部屋

だけ改装するという仕事をさせても

らいました。その際、縮尺が1/10の

模型をつくったのですが、テーブル

と椅子だけは捨てずにとっていまし

た。それらを使った時計です。時間

だけでなく空間やサイズを意識さ

せるものになったらいいなと思います。

─

小さくて大きな時計台
中山英之｜Hideyuki Nakayama｜I

工事現場で余ったコンクリートと、あ

ちこちの解体現場からもらってきた

廃材で、積み木をつくりました。並べ

ると時計台のある町になります。さま

ざまな色や形の木造建築に囲ま

れた、コンクリート造の立派な時計

台です。消しゴムが自動車に、グラス

が透明な摩天楼に見えてくるような、

小さくて大きな建築の詰め合わせ。

─

Baked Clock
永山祐子｜Yuko Nagayama｜J

普段模型材料として使われている

発泡ポリスチレンフォーム。この素

材は建築では断熱材として使用

されています。透けるような水色が

魅力的です。ポリスチレンフォーム

の端材を積み重ねて焼いてみまし

た。溶けた部分にパターンが現れ

ます。世界に一つしかないパターン

を持った時計です。秒針の上のプ

ライザー（模型の人）が氷上を散歩

しているようです。

─

A4 clock
藤本壮介｜Sou Fujimoto｜K

A4の紙は、オフィスのなかでももっと

も当たり前にあるものではないでしょ

うか。僕自身、事務所での打ち合

わせのときにはいつも手元に置いて

思いついたことをスケッチするのに

使っています。今回はそんな当たり

前すぎるA4の紙を折り曲げて12

のラインをつくり、時計としました。

─

Layered Clock
藤村龍至｜Ryuji Fujimura｜L

展覧会やシンポジウム等、イベント

の際に制作したチラシやフリーペー

パーの余剰を再利用した時計で

す。5年分の素材を積層させ、ボル

トで束ね、ムーブメントを埋め込ん

でいます。12個のボルトは文字盤

の目盛りを兼ねています。歴史を刻

み、ムーブメントを仕掛けた紙の束

が新しい歴史を刻みます。

─

/Time//You
藤原徹平｜Teppei Fujiwara｜M

複数のセルの大きさのアルミハニ

カムで時間を空間のなかにレイ

ヤーする。アルミハニカムの多層の

なかに宙吊りにされた時間は、計

算されたあいまいさで時を現す。ア

ルミハニカムは航空機の翼につ

かわれる構造材である。

─

Blue Clock
吉村靖孝｜Yasutaka Yoshimura｜N

建築図面複製の定番だった青焼

きも今はたそがれ。青焼き機も手に

入らなくなった。でも感光紙は、時

間をかければ機械を使わなくても

ゆっくりと感光する。そこで、切り文字・

絵のパーツを置いて自然光で感

光させ時計をつくった。精度は出な

いものの、その分、時間の経過が写

る時計になった。
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