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Abstract: “Rice” is an indispensable grain for us, Japanese people. Our staple food, sweets such as dumplings and rice crackers, as 
well as seasonings such as sake and vinegar are made from “rice”. As rice research progressed, the number increased to 1,179 brands 
in 2019. In recent years, obtaining a stable supply of "rice" has become possible by dealing in varieties suitable for the land. There are 
also problems such as the aging of farmers, lack of successors, and rice prices. To prepare for this, the government set up a 
stockpiling system of rice and took measures to deal with the decrease in rice prices, but the situation has not yet recovered. Now that 
abnormal weather and climates have become more frequent, it is not impossible to say that there will be no rice riots in the future. 
 
1 はじめに 
私たち日本人には欠かすことのできない穀物, 「米」.
「米」は私たちの主食となるご飯以外にも, 団子や煎

餅などのお菓子から, 調味料である日本酒や酢など

様々な食べ物へと形を変えることができる. 
稲作の起源は中国の長江流域. ここからインドや日

本などのアジア各地へと広がり, 弥生時代以降,稲作は

本格的に日本各地へと急速に広まったと考えられてい

る. 
日本で水田稲作が広まった理由として, 田植えの時

期には雨に恵まれ, 稲が育つ夏には気温が上がり日射

量が多く, 稲穂が実る時期は乾燥した気候に加え朝夕

は冷涼である気候［１］が功を成したといえる. 
品種改良という言葉があるように,「イネ」にも品種

があり, それらが区別されるようになったのは平安ご

ろだと言われている. 稲作の土地にあった「イネ」品

種を探し, 改良を重ね,  2019 年（平成 31）年産の農産

物検査を行う産地品種銘柄の合計は 1179 銘柄（水稲う

るち玄米824銘柄, 水稲もち玄米132銘柄, 醸造用玄米

223 銘柄）にまで膨れ上がった. ［２］ 

土地にあった品種を扱うようになり安定に「米」を

得られるようになった近年だが, 異常気象などの気候

などによって一時的に不作となり, 米不足となった歴

史［4］がある. また, 農業従事者の高齢化, 後継者不足

や米価などの問題がある. 
そのために備え, 蓄えるべきと政府備蓄米（備蓄制

度）を設け, 米の価格の低下にはナラシ対策などを講

じているが, 現状回復していない. 

異常気象, 異常気候が頻繁になった現在, 令和の米

騒動がないとは言い切れない. 
 

2 計画背景 
 

2.1 農業 
水田稲作は平野部で行う, もしくは段々畑のように

山を切り崩し平らにしたところで行う. 
これは当たり前だと思われているが, 今の現代にお

いてこの定義は間違っているのではないだろうか. 水
田が減少している現在を踏まえ, 新たな農地を検討す
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Figure 2. Domestic Rice Production and Food 
Self-Sufficiency Rate [5] 

Figure 1. Changes in the number of commercial  
Farms by main and side business [3] 
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る必要があると考える. 
 

2.2 都市 
人口が多く集中する都市, 東京都には 23 の区があり,
皇居外苑と隣接する千代田区には神保町がある. 世界
一の本の街［６］として知られ, 数々の書店や古本屋が建

ち並ぶ. 明治 10 年代に, 多く建てられた法律学校の学

生向けに, 法律書の書店が次々と開店. 出版社も多く

事務所を構え, 本の街［７］となった.  

だが, 新型コロナウイスなどもあり, 現在は, 電子

化や迅速な配達の発展により, 書店が縮小し, 空きテ

ナントやビルなどが目立つ土地となった.  
 

3 基本方針と計画 
 

3.1 敷地選定条件 
上記の背景から以下を目的とした建築物を建てる. 

(1) 新たな農地の形 
(2) 空きビル, 空間の活用 
(3) 農業とビルとの融合 

 
3.2 計画敷地 

現在も営業を続ける書店や古本屋も見られるが, ビ
ルは古く, 補強や取り壊しが進んでいる.  

 
4 建築計画 

① 農地（水田） 
② オフィススペース 
③ 書店 

この３つのエリアを雑居ビルに組み込み, 未来の雑

居ビルの姿を提案する. 
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Figure 3. Jinbocho, Kanda in 1931 [7] 

Figure 4. Map of Jinbocho, Kanda [8] 

Figure 5. Jinbocho, Kanda [7] 
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