
「武蔵幻想邸」データ 岩崎純一

構造 木造（一部、石造・レンガ造）

様式
寝殿造・書院造・武家屋敷・江戸長屋

（板張りに畳常置）
原案 藤原家々
設計 岩崎純一
施工 武蔵幻想邸木工所

施工期間 下欄の「歴史」の項を参照
住所（架空） 東京都花武蔵区花武蔵一丁目10番～12番

最寄駅（架空） 奥花武蔵駅（幻団地下鉄武蔵線）
サイト（実際の住所） http://iwasakijunichi.net/goten/

南北 171メートル
東西 143メートル
坪数 7397坪

建蔽率 3.1/10
容積率（指定） 5.1/10

居住定員 70名

目的・動機
アマチュア芸術家共同体、「岩崎純一のウェブサイ
ト」ご訪問者との芸術共作の架空の実施場所、自閉
症児や解離性障害者との「ごっこ遊び」

生活様式（ネット上のルール）
建物の機能と構造、生活習慣等は日本風だが、居
住個室内での過ごし方は自由。

入居条件

現実の芸術活動と架空の労働奉仕のみ。
（例えば、すでに岩崎の和歌集の現代語訳担当者な
どがお住まいですが、「岩崎純一のウェブサイト」の
コンテンツに関わりのない方でも、お住まいになれま
す。
　ただし、ネット上の創作・仮想上の共同体や、そこ
から派生した現実の芸術グループにご理解のある方
のみに限ります。）

設置機関 内容 就任者・設置部屋
当主 藤原家々

副当主 岩崎純一
登録所（とうろくどころ） 居住者帳簿の管理 花筐の間

田畑所（でんばたどころ） 田畑仕事・農作業 鶴の間
祭祀所（さいしどころ） 祭祀の執り行い・神社の管理・能舞台の管理 梅の間

狩猟所（しゅりょうどころ） 鵜飼・鷹狩・合法的狩猟 宵の間
採集所（さいしゅうどころ） 邸内の食糧採集・合法的採集 明の間

木工所（もくどころ） 大工仕事・邸の建築と修復 青花の間
武勇所（ぶゆうどころ） 邸や門の警備・外苑の監視 南中西面の士
調度所（ちょうどどころ） 家具・調度品の管理・調達 赤花の間
施薬所（せやくどころ） 薬の管理・応急処置 花筐の間
炊事所（すいじどころ） 台所仕事 台所

洗濯所（せんたくどころ） 洗濯仕事 洗濯機置場
掃除所（そうじどころ） 清掃仕事 鶉の間
遊戯所（ゆうぎどころ） 遊戯（カルタ・管弦等）の企画・実施 尾花の間
化粧所（けわいどころ） 化粧・美容・風呂道具の管理 化粧の間

園芸所（えんげいどころ） 園芸・庭園デザイン 椿の間
舞踊所（ぶようどころ） 舞踊（巫女神楽等）の訓練・能舞台の管理 桜の間
和歌所（わかどころ） 和歌詠進・和歌集編纂・曲水の宴の執り行い 蝋梅の間

文芸所（ぶんげいどころ） 言語・書簡・祝詞・各種文芸 寒椿の間
音楽所（おんがくどころ） 管弦楽等の作曲 藤袴の間
美術所（びじゅつどころ） 絵画・デザイン・調度工芸 清水の間
裁縫所（さいほうどころ） 裁縫・服飾仕事 朝顔の間
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人形所（にんぎょうどころ） 雛人形等の制作 朝顔の間
工芸所（こうげいどころ） 工芸品制作・調度工芸 雁の間

居住部屋 居住者
いノ一ノ一 　空き
いノ一ノ二 　空き
いノ一ノ三 竹助 狩猟所別当
いノ一ノ四 長光 木工所別当
いノ一ノ五 　空き
いノ一ノ六 　空き
いノ一ノ七 　空き
いノ二ノ一 　空き
いノ二ノ二 薫枝 化粧所別当
いノ二ノ三 裃ちの子 園芸所別当
いノ二ノ四 　空き
いノ二ノ五 　空き

いノ二ノ六 雪実少納言
洗濯所別当・舞踊所

別当
いノ二ノ七 あさゑ
ろノ一ノ一 そんた
ろノ一ノ二 　空き
ろノ一ノ三 　空き
ろノ一ノ四 　空き
ろノ一ノ五 藤原家々 当主
ろノ一ノ六 　空き
ろノ一ノ七 　空き
ろノ二ノ一 　空き
ろノ二ノ二 　空き
ろノ二ノ三 中村美咲 裁縫所別当
ろノ二ノ四 　空き
ろノ二ノ五 　空き
ろノ二ノ六 ふたこ
ろノ二ノ七 　空き
はノ一ノ一 　空き
はノ一ノ二 　空き
はノ一ノ三 　空き

はノ一ノ四 岩崎純一
副当主・和歌所開闔・

音楽所別当
はノ一ノ五 　空き
はノ一ノ六 　空き
はノ一ノ七 　空き
はノ二ノ一 さねん
はノ二ノ二 　空き
はノ二ノ三 　空き
はノ二ノ四 ゑん 美術所別当
はノ二ノ五 ゑん二 炊事所・掃除所別当
はノ二ノ六 沖野珠子 祭祀所別当巫女
はノ二ノ七 　空き
にノ一ノ一 　空き
にノ一ノ二 　空き
にノ一ノ三 宗治 武勇所別当
にノ一ノ四 　空き
にノ一ノ五 　空き
にノ一ノ六 　空き
にノ一ノ七 治雄 田畑所別当
にノ二ノ一 　空き
にノ二ノ二 　空き
にノ二ノ三 沙月式部
にノ二ノ四 　空き
にノ二ノ五 蝶子 炊事所別当代
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にノ二ノ六 　空き
にノ二ノ七 江美
ほノ一ノ一 在原業平橋
ほノ一ノ二 　空き
ほノ一ノ三 　空き
ほノ一ノ四 　空き
ほノ一ノ五 　空き
ほノ一ノ六 　空き
ほノ一ノ七 　空き
ほノ二ノ一 留子 和歌所女房
ほノ二ノ二 　空き
ほノ二ノ三 青柳香織
ほノ二ノ四 小春
ほノ二ノ五 　空き
ほノ二ノ六 　空き
ほノ二ノ七 たき 和歌所別当

歴史

2012年1月～
「岩崎純一のウェブサイト」へのご訪問者である自閉
症児・解離性障害児たち数人と私が間取り図を描き
合って遊ぶ。

5月
上記の子たちの原図を基に、「武蔵幻想邸」間取り
図を描画。

6月8日 名称が「武蔵幻想邸」に決定。私が第一代当主に就
6月 他のご訪問者様の架空居住開始。

9月
伝統和歌の会「余情会」の開催場所を当御殿内に架
空設定。

10月
「新純星余情和歌集」や「岩崎式日本語」の編纂所を
当御殿内に架空設定。

11月1日 藤原家々が第二代当主に就任。
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