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建築家のための保険
★ 建築家の業務をサポートする ★

JIA 建 築家賠 償責任 保険

高度な専門職業人である建築家の職能を側面から補完する保険です。
（別途追加保険料が必要となります）
2011年4月1日より下記のオプションプランを新設しました。

新オプションプラン
❶『耐震診断等の建物調査業務実施中における第三者への損害賠償をカバー』
設計者が日本国内で実施する建物調査業務を実施中に発生した偶然の事故により、第三者の
身体や財物に損害を与え、法律上賠償しなければならない損害を補償いたします。
※建物調査の結果が間違っていたことに起因する事故は補償の対象とはなりません。
事例：調査業務中に誤って水道管を破壊したため断水となり、部屋の中も水浸しになった。
（水道管の修理及び水濡れによる財物の損害）

❷ 廃業後に発生した損害賠償事故をカバー
事務所を廃業した後に発生した過去の設計等の業務ミスによる損害賠償をカバーいたします。
※補償内容等詳細はパンフレットをご覧ください。

■毎月２５日締切りで中途加入を受付けています。
■ＪＩＡ「ケンバイ」はインターネットで簡単にご加入手続きができます！
■保険料の試算(自動計算)もできます。
■「ＪＩＡ建築家賠償責任保険 事故事例集 ２０１０年度版」を掲載しています。

http://kenbai.jp/

★
建築家と事務所の
皆様の福利厚生を
サポートする
★

JIA 所 得 補 償保険

病気やケガで働けなくなったとき、月々の収入を最長１年間補償します。

JIA傷害 総合 保険

この保険は、ニーズの高いケガによる「入院・通院を重点的に補償」に
加えて、個人賠償、携行品の補償など総合的に補償した内容になっています。
★毎月15日締切りで中途加入を受付けています。
★補償内容等詳細はパンフレットをご覧ください。

★資料請求・詳細につきましては、下記代理店までお問合せください。

【JIA団体保険指定/取扱代理店】
株式会社建築家会館 〒150-0001東京都渋谷区神宮前2-3-16 TEL03-3401-6281 FAX03-3401-8010
E-mail:info@kenchikuka-kaikan.jp

【引受保険会社】
株式会社損害保険ジャパン 営業開発２部２課

〒160-8338東京都新宿区西新宿1-26-1

TEL03-3349-4034

FAX03-3348-4623

新年度はJIAの正念場
5月31日の総会で昨年度の事業報告、新年度の事業計画等が承認されました。新年度は東
日本大震災という未曾有の混乱の中で始まりましたが、社会から本当に望まれる建築家の職
能を再確認して、JIAの真価を発揮するときであると考えています。
この大災害に対して、従来からの応急危険度判定等の支援活動だけでなく、復興計画へ提
言・提案、さらに復興支援人材バンクの創設をはじめ復興段階への長期的な支援体制づくり
の検討を進めています。また、間近に迫ったUIA大会に向けてJIAの全勢力を投入していきま
すが、今回の大災害への対応を大会のメインのテーマにするよう強力に働きかけました。
そして、JIAの将来を見据える重要な時期でもあります。新しい法人形態として公益社団法
人への申請を選択しましたが、この秋に予定している臨時総会で定款改定を諮ります。
同時に、本部・支部・地域会といった組織体制の最適なあり方も議論したいと考えています。
JIA会員の会員種別等の見直しの検討にも入っています。また、JIAの登録建築家と士会の専
攻建築士制度の一体化に関しても可能性を探っています。
この会報誌が今月から毎月発刊に戻りました。皆様との緊密なコミュニケーションが不可欠
●表紙写真
ブータンの伝統住居

と考えております。

●社団法人日本建築家協会会長

芦原太郎

ブータンの伝統住居である。2008年から実
測調査を続けている。ブータンはヒマラヤ山
脈の東にあり首都ティンプーでも標高2500m
ほどある。国土の殆どが山岳地帯にあり気候
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は緯度が沖縄とほぼ同じで標高が高い割に
は夏の日中の直射日光は焼け付くように暑く、
冬はそれほど寒くない。飛行機でこの国に入
るときヒマラヤ連山に向かって降下して行くの
だが、斜面は農地になっている場合が多く、
それらの中に伝統住居が点在している。建て
方はまず大地を平らに削り取りそこに班築で
壁を立てていく。斜面なのでできるだけ建築
面積を抑える方法がとられる。そのため、見
た目に縦長のプロポーションとなり独特の外
観を作る。班築の壁の作り方は型枠で両面
から抑え、そこに藁と水を塩梅よく混ぜたそ
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の地の土を入れ上から人間が足で突き固めて
いく。女性が良いとされ、しかもゆったりとし
た歌を歌いながらやるのがコツだそうだ。あ
まり強く固めてはいけないのである。厚さは
80cmほどで随分厚い。その為、外観に比し
て内部は驚くほど狭く感じられる。班築は部
分的に3階まで立ち上がり木造で作られ、住
居部分は上に載せるように作られる。住居部
分を木造で作るのは開放性、快適性もある
が木造で壁を作れば班築のように内部が狭く
なることもなく、むしろ班築から外部に飛び
出させて3階は広い面積が確保されている。1
階は主に家畜、2階は倉庫、3階は住居、そ
してその上部は土間になっていてその上に丁
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021-023 東海支部
JIA東海設計競技の27年 そしてこれから
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「支部の中の愛知地域会」
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度日本の蔵のように浮き屋根が乗っている。
そのカヴァーされた土間は暑い直射日光下や
雨でも農作業ができるためであるが、勿論平
地を確保するのが困難な山岳地帯の知恵で
もある。内部階段も梯子のような急こう配で
あるが手摺がついていて、言わば4本足で上
り下りするので見た目よりもはるかに楽なの
に驚かされる。3階の木造壁には夏の風や光
を入れるための連窓が造作され独特の美しい
ユニークな外観を作り出す。断熱の班築、浮
屋根、木造造作これらの形すべてが自然の
中で生きるための叡智から生み出されている。
（撮影：古市徹雄）
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特集

「震災」
3月11日の東日本大震災を受け、JIAmagazineでは緊急座談会を行った。
宮城大学から竹内泰先生を招き、震災直後の被災地の様子をスライドで解説いただき
続く座談会では、われわれ建築家は何をすべきなのか、何ができるかについて
参加者それぞれの考えと展望を語り合う、意義ある2時間となった。

Photo Report
竹内 泰（宮城大学）
「被災の現場にいた者として、震災後の状況を様々流れている映像とは少し違って、
実際に現場で何が起こっていて、
どういう動きがあったか、
という視点で捉えました。
3月11日は何も考えられないような状況でしたが、
1日たって『そのうちいろんな方々
が調査に来るから、そのつなぎの為にも記録すしるしかない』と考えました。
」

【震災直後の街】

地震被害を受けた店舗（登米）

震災2日目のスーパーマーケット（仙台市内）

スパンドレルが脱落した歩道橋（仙台市内）
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崩壊した石塀と破断した水道（仙台市内）

【震災直後の海岸】

津波によって流された家屋と残った鳥居（大谷海岸）

沿岸部の加工工場と製氷所（南三陸町）

防災対策庁舎（南三陸町）

波打つ気仙沼線の線路（大谷海岸）

1階部分まで水没した町（気仙沼）

旧石巻ハリスト正教会教会堂と石ノ森萬画館（石巻）
JIA 2011. June-July
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【2011年4月16日】
古市徹雄都市建築研究所にて

出席者：宇野 求
（東京理科大学 教授）

竹内 泰

（宮城大学）

渡辺定夫

（東京大学 都市工学科名誉教授）

司会進行：古市徹雄

「座談会」

■それぞれの場所でできること

ではとても無理なので、ある意味ではお医者さん的な異な
る診断をするべきだと。

古市 ● 竹内先生に、実際に現場で何が起こったか、どんな

現場はそんなことは言っていられない状況でしたが、東

動きがあったか、ということをスライドで説明いただきまし

京にいる人間ができることといえばその程度だった、という

たが、宇野先生はあの日々、東京でどんな活動をされてい

のが正直なところです。

たのでしょうか。

竹内 ● 現地、東京、さらに関西と、時間の流れとともに常

宇野 ● 僕は、地震の直後からフェイスブックを使って、竹

に情報の格差があることは仕方がないことなのですが、そ

内先生と連絡を取りながら後方支援をしていました。現地

れぞれの実際の状況を、われわれ現場にいる人間がどんど

では電気がダウンしたので、情報が遮断されました。震災

ん発信していって、どれだけ理解いただけるかということ

の真っ只中の方たちは、
何が起きているか把握できていない。

が大切だと考えました。

同時に、東京の人間にも、マスコミの映像だけが発信され
る状況がありました。現地ひとつひとつの情報をいかに共
有しながら復興に向かうかが、とても難しい。

■3つの大きな問題

東京でできることは何かと考えたときに、僕は建築家な
ので、まずかたちの問題に一番関心をもちました。それは

古市 ● 復旧、そして復興計画でいいますと、どうも日本と

大きく2つあって、まずは交通網のかたちです。仙台から内

いうのは非常に時間を急いでやりますよね。どんどんとに

陸に入っていく奥州道には、人口30万都市の盛岡に向けて、

かくやろうと。テレビを見たり先ほどのスライドを見たりし

一関などの10万規模の都市が並び、そして三陸には数万規

て、まず気になったのが、地震で破壊したのか、津波で破

模の港町が並び、奥州道に鉄道と道路でつながるネットワー

壊したのか。一番の悲劇は、地震で破壊されて、逃げられ

クがある。石巻は江戸時代からの交通の要衝として栄えて

なかった人たちがどのくらいいるんだ？ということ。

いる。都市計画的にいうとそういう構造です。もうひとつの

特に太平洋岸では、震度でいうと6ぐらいになっている。

かたちは、三陸の地形と仙台の郊外、住宅地として近代都

ということは、
特に三陸というのは、
ちゃんとした地盤でない、

市計画で開発した海浜があります。海岸線のなかにもいく

埋め立て地のようなところに立っているまちが圧倒的に多

つかの異なる形態のまちがある。マスコミで報道されてい

いんです。そうすると逃げ遅れた人たちというは、ひょっと

るような一般論は全然通じないんじゃないか。個別の、そ

すると地震で建物が倒壊して出られなかったのじゃないか

れぞれのまちに合わせた診断をして、処方をして、何かし

な、というのが一番気になりましたね。古い家も多いわけ

なければいけないのではないか。
竹内先生とやり取りをして、

だから。それでそのあとザーッと流されちゃう。流されたこ

最初の数日の間にそのように考えました。

と自体は、これは自然で、こういうような状況ではどうしよ

できることは限られているから、まずは地理学会が3月末
に公開した津波の被災地の地図を研究室に貼り出しました。
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うもないのですが……。
渡辺● 戦後のあのときを思い出すと、5月の26日ぐらいから、

数えてみると何十何百という場所がやられているわけです。

「子どもは来るな」と言われた。要するに死体処理をしてい

いくつもの違うまちがそれぞれ被災地なのだから、一般論

たんですよね。誰だかわからない人は、街中だと土葬する

JIA 2011. June-July
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「震災」
わけにもいかない。そうすると、区役所が、あるいはどこ

産に対してどう処置をするのかというのが3番目の問題とし

かが許可を出して焼くんですよ。

て出てきますね。それから借地かどうか。借地権というの

おそらくもう一つの、瓦礫の撤去という問題と同時に、

は消滅させることは可能だけれども、所有権というのは消

死体の処理などを一体どこがやるのかというのが、第一の

滅しません。そこで「あなたのうちの区域はここからここで

大きな問題だと思う。もちろん、瓦礫の問題と一緒にはで

しょうか」という調査が必要になる。これは何年もかかる。

きないけれども。死体の処理というのは、火葬場がほとん

どうやって対応するのかというのはお手上げだと思う。し

ど使えない状況のものがあると思うので、おそらくどこかで

かも、区画整理をやりますとか、あるいはこれを全部やめ

土葬したと思います。せざるを得ない。

て国が買いますと言っても、100％国が買い上げるとは限ら
ない。たぶん「ここは要りません」
「ここは絶対動かない」
。

渡辺● 2番目の大きな問題は、やはり瓦礫でしょう。しかも

それでまだら模様になるに決まっているでしょう。そういう

瓦礫と称するものは、これは港湾災害と一緒ですから、何

ものを仕分けして、残りは全部公共が買いますと。大体そ

がそこに入っているかわからない。津波で流されたものが

んなお金があるかどうか知りませんよ。でも、
「要りません」

燃えているでしょう。あれはほとんど軽油ですよね。そして

と言う人が必ずいる。それから「絶対要る」と言う人がい

おそらく、ペトロケミカル系の工場も倒壊しているのがあっ

る。それからもうけようという人もいる、
確実に。そうすると、

て、いろんなものが混ざっているはず。瓦礫の撤去は個人

そういうものに対応しようとすると市町村しかないんですよ。

や市町村、県レベルでできないので、国でやらざるを得ない。

いまのところは。コミュニティは全く信用できない。これが

じゃあ、これをどこに捨てるんだ？あるいはどうやって処理

仲よくやれるかといったら、財産に関する限りは難しい。食

するんだ？これは第一原発と同等以上に大変な問題なんで

べるまではいい。そこまではいいかもしれない。

すよ。
古市 ● 被災者から「これを瓦礫と呼んでほしくない」とい
う声がありますが。

■仮設住宅の問題

で置いておくわけにはいかない。関東大震災のときは、東

渡辺● どんなバックグラウンド、合意形成のなかでやるか

京の場合も堀を埋めたり、それから横浜の海岸を埋めたり

という、そこが勝負だと僕は思う。そしてその前に、仮設

してやらざるを得なかった。今回は果たして受け皿がある

住宅のことをよく新聞で言っているでしょう。仮設住宅はあ

んだろうか、というのが問題だね。

る程度規模がまとまらないとできませんと。それから安全

古市 ● 瓦礫の有効利用というのはないのでしょうか。
例えば、

も確かめられないと、そこには建てられませんということに

四川省で地震があったとき、建築家がすごく面白い提案を

なっていますよね。あれは理屈はそのとおり。

したんですよ。瓦礫を全部粉砕して、それに藁を混ぜてブ

なぜそうかというと、水道に加えてなんらかの形で簡易

ロックをつくるんです。それで住宅──中国ですからブロッ

下水道をつくらないとだめだから、1軒じゃ困るんですよ。

ク住宅をつくっていました。それが僕はなかなかいいなと

おそらくわれわれの時代であれば、下水道は汲み取りでい

思いましてね。

いです。水は「ここにタンクをつくりますから、そこに汲み

渡辺● スコピエのときは、あそこはブリックでしょう。だか

に行ってください」と。それでみんなが「けっこうです」と

らトルコ系のイスラムの連中が日干し煉瓦で、戦後にソビ

言えば、5軒、3軒、何でもいい。ところが、おそらく住ま

エトの援助でつくったＲＣのアパートは、半倒壊ぐらいで済

われる方も「水道が出なきゃダメだ。水洗便所じゃなきゃ

んでいるのかな。その壊れた煉瓦をみんな砕いて道路にま

ダメだ」と。それから行政側も「そういうようなスペックで

いちゃったんだ。そう考えると、瓦礫の処理で一番いいの

ないと提供できません」ということになれば、まとまった土

は道路に使うことかも知れない。

地を探すことになります。

古市 ● 例えば、地盤が沈下してきた場所に、瓦礫を粉砕し

コミュニティが先導的に「おれたちはこれでいいんだ」

て土にして地盤にのせていく、あるいは30センチ上げちゃう。

と言えるか。僕はそれはほとんど言えないと思う。コミュニ

渡辺● 粉砕するところまでどうやって運ぶんだろう。何か

ティが「私たちは汲み取り便所でもいい。バケツで水を汲

うまい機械があればいいね。何が入っているかわからない

んできてもけっこうです」と合意形成ができれば、非常に

けれどね。

スムーズにいく。仮設住宅の提供はそれこそしかるべきと

古市 ● 瓦礫の安全性という問題も当然出てきますね。

ころにできるはずだ。

渡辺● まずは、これが誰のもので、倒壊か半壊かという特

宇野 ● 逆に言いますと、例えば、5戸でも10戸でも汲み取り

定はもうやめようと。でも全部やめるわけにいきませんから、
「これはあなたのものですね。国なり何なり公共が撤去しま

式で快適なものを──例えばですよ。
水槽タンクをつくって、
とりあえず簡易水道を5戸分つくるというような、そんなシ

す」ということも次の段階ではやらなきゃいけないけれど、

ステムが供給できれば、少しまとまればできるということで

とりあえず撤去だよね。そういう処理をどうするのか。これ

すよね。

はもう衆知を結集しないとね。ただ、勝手には処分できな

渡辺● そうそう。
「昔のテント小屋でいい。雨露しのげれ

い私有財産の部分が必ずある。

ばけっこうです」と。でも、それで皆さんが納得するとは、

仮に瓦礫がきれいになくなったとして、そういう私有財

「座談会」

渡辺● それはもちろんですよ。そうだけれど、いまのまま

僕は思えない。
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宇野 ● 現実問題として、20万人程度が避難所にいるといわ

です。処理するところがなくなったわけでしょう。東北の森

れています。ところが供給できるのが数万戸といっていて、

林を伐採して、製材して、木造で大量に供給することがで

手がついているのがほとんど数百のオーダーのようです。

きればうまく回るだろうという考え方があるんですが、それ

供給がむずかしいといわれていますよね。

ができない最大の理由の一つが、この流れが止まったこと

竹内 ● 要するに一番問題なのは土地、そして地理的な問題

だと。つまり、やっぱりここでも産業のチェーンが切れてい

です。被災の状況は場所場所ですべてケースが異なってい

るということです。

ます。三陸の漁村の場合、山がちで土地が確保できないと
いう問題があって、まちとしては、一時的には集団移住し

宇野 ● また、たぶん政府の仕事なのだとは思いますが、都

ようという状況もあります。集団移住で、いろんなところに

市をつくる立場からすると、建築家にできることのひとつと

皆さん行かれています。ただ、はたして彼らがすべて戻っ

して提言があると思います。耳を貸してくれるかどうかは

てくるかというのもひとつ大きな課題であって、ひょっとし

わからないけれども、でもありうべき実現性のある案を提

たら戻ってこないかもしれない。

示すべきですよね。

「二度とあそこには住み
古市 ● ニュースなんかで見ますと、

古市 ● 最終的には、そういう復興計画というのは、具体的

たくない」という人も……

には市町村が中心にやるわけですね。もちろん、お金は国

竹内 ● いらっしゃると思います。

が出すとしても。

古市 ● 割合はどのくらいかわかりませんが、
「もうこりごり

渡辺● 都市計画の権限をもっているところですね。ないと

だ」という人も。それから逆に、
「あの海を見ると、漁業を

ころは県がやりますけどね。そこがやるべきだと僕は思い

やりたい」という人も……。どうなんでしょうね。

ます。

宇野 ● そうですね。そして、仮設住宅のことに戻ると、数

古市 ● そうすると、そういうところがうまく意見を聞きなが

戸ずつでいいんだけれど「ここの安全なところでまとまれ

らやるという形が理想なわけですけれど……。

ば……」という方が出てきた場合には、行政はその都度、

渡辺● ですから一つは、どうせ行政のスペシャリストはそ

「座談会」

それに対応していくということなんでしょうか。

んなにいませんからね。県だって少ないわけで。そうする

渡辺● 僕は行政は対応しないと思いますよ。
いまの体制では。

と善意のボランタリーという言葉もいいですよ。だけど、プ

だって安全基準で認めないんだから。

ロフェッショナルというのは、善意のボランタリーだけでは

宇野 ● そのときに、建築家というのは何ができますか。

成り立たなくて、ちゃんとした立場を確保して、行政なり、

渡辺● 何もできない。何もできないというか、僕も昔はそ

県なり、あるいは市町村なりに、デスクをもっている。僕は

の端くれだったから、ある意味では自ら能がないということ

一番大事なのは、もうちょっとあとの段階ですが、そういう

を言っていることになりますが、さっき古市さんが言った、

ことだと思う。心情的にはボランティアでいいけれども、プ

本当にこれは津波で壊れたのか、その前に地震で倒壊して

ロフェッションの精神を忘れてはいけない。

下敷きになった人がいるのかどうかを知りたいというのはよ

古市 ● 向こうは何かやってほしいと言って、こちらも「やり

く分かります。それは、何としてでも財産・生命は守ろうと

ますよ」とこたえる。しかし、
歯車がかみ合わないというか、

いうのが建築の一番の務めでしょう。なぜそれができなかっ

そこにうまいシステムができるといいんですけどね。国がや

たか、という意味です。

るのか、あるいは町がやるのか。でも町はとにかく余裕は
ないと言うんです。瓦礫を片付けるとか仮設住宅をつくる
ので、とても復興なんか考える暇はないと。

■復興へ向けて、産業の復活
竹内 ● 私がひとつ言いたいのは、石巻でもいろんな産業が

■調査と復興計画

一瞬にしてなくなって、それに連なっている、生活してい
る人々も同時に──亡くなった方もいますし、職を失って、
ただ被災するしかないという状況がある。建築がいろんな

本の場合は特に発注の関係からすると、なかなか建築家と

材料で組み立てられている前提なので、例えばコンパネが

いうのはポジションがとりにくいでしょうね。われわれは大

なくなることで、全国的に影響がある。この状況を回復さ

学にも在籍していますから、大学というのはこういうときに

せるためには、業界全体の問題として取り組まなければな

何か役割を果たすことができないのかなと思うんですが。

らないと思います。

渡辺● やっぱり調査。繰り返し言っているけれども、どう

でも、それを例えば施工者に言っても、彼らはやっぱり
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宇野 ● 理想的には職能団体がやるとよいのでしょうが、日

いうような壊れ方をしてこうなったかということをつまびら

コストが前提にあります。東北の工場が壊れたところで、

かにするというのが、大学と研究者の務めでしょうね。

優先されるのはコストであり、これは発注者側の問題とも

古市 ● さらに理想を言えば、最終的には数値まできちっと

いえます。業界全体の問題が今回の震災で浮きぼりになり、

置き換えられるようにする。

弱い立場の者が無視されようとしています。

渡辺● そうすると調査には数年かかると思う。

宇野 ● 製紙工場がストップしたために、製材ができなくなっ

古市 ● それが、今後すべてのベースになりますね。

たと聞きました。要するにチップやオガクズが出せないん

渡辺● おそらく一番デイリーなデータをとっているのは、ア
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メリカじゃないかと思うな。日本でもたぶんとっていると思

「震災」

■原発被害の問題

うんですが、アメリカのほうがとにかく道具をもっているか
ら。
「許可なしに無人偵察機を飛ばしやがって……」と僕な

古市 ● 実は原発のほうがはるかにダメージが大きいわけで

んかは思ったけどさ（笑）
。たぶんそういうデータを集めて、

すよね。そこに関しては、われわれ建築関係は、何もでき

足で歩いてというのを突き合わせながら、記録をとってい

ないんです。僕は福島出身ですが、原発被害というのは、

くという仕事だと思いますよ。これはすごく時間がかかる。

単なる原発のエリアじゃなくて、福島県の農業全体が圧倒

古市 ● そういうことができれば、例えば県単位なのか町単

的にいま困っているんです。

位なのか。いろんな大学がありますが、それこそかなり本

竹内 ● そうなんですね。

腰を入れて、例えばこの町はこれぐらいとか、そういうデー

古市 ● 会津地方の農作物まで売れないんです。福島県は、

タを集めていく。

県民の相当多数が農民なんですよね。それをどうするんだ

渡辺● どうせタダでなんかできるわけないんだから、そう

という話のほうが津波対策よりもはるかに大きい。結局この

いうときには、それこそ団体のナントカというのが手を挙

問題は、福島県の農業に限らず、メイド・イン・ジャパンま

げて、10億円くらいの金を科学研究費でとればいいんだ。

でいっちゃうわけでしょう。

僕がそこにいたら「とにかく金をとろう」とまず言うよ（笑）
。

宇野 ● そうなりつつありますね。

だけどわれわれの立場でいうと、おそらく災害についての

竹内 ● 全部つながっていますよね。

きちんとした調査とデータの集積をすることが第一だと思

古市 ● ベトナムでの原発建設がどうもキャンセルになりそ

うな。

うらしいです。事故をおこした国には任せられないと。こ

竹内 ● 先生がさっきおっしゃったデスクを置くというのは、

れは大なり小なり、クルマにも電化製品にもすべてにつな

重要だと思います。

がっています。韓国がいますごい勢いで入っているらしい。

渡辺● そう思いますよ。そういう要望と、そういうつなぎ

「われわれはメイド・イン・ジャパンよりいいんだ」という

役がいればね。皆さん方がプロのアソシエーションとして、

ようなことを言っているわけですよ。そちらのほうが問題と
してはるかに大きいんです。だから、それに対する対応も
日本政府はやっていかないとね。僕の事務所にヨーロッパ

こういう市町村に出向いて仕事を手伝おうという人が、ど

人がひとりいますが、1週間ぐらい前に帰ってきたんですよ。

ういうところに、誰がいるんだという情報を集めて発信して

もう家族全員に止められたと（笑）
。
「親の猛反対を押し切っ

いく。そういうのはやっぱり5団体でおやりいただくとよろ

て帰ってきた」と言っていましたよ。それで「日本に来たら

しいな。

意外と安全だ。東京は全然問題ないじゃない」
「最初から問

古市 ● 例えば都市計画学会ってありますよね。建築とはア

題ないんだ」と。ヨーロッパでは、東京も完全に放射能で

プローチが異なりますが。本来、都市計画がそういう復興

汚染されてきたと、いま完全にそう思っているんですって。

の都市計画をやるべきなんですよね。いずれにしても、復

チェルノブイリと東京は一緒だと。それも日本政府がもっと

興計画というのは進めなきゃいけないわけですよね。先生

うまく海外にアナウンスしてくれないとね。

がおっしゃったように、その前に実質的な被害調査と、そ

宇野 ● そうですよ。下手ですね、発信力がとても弱い。

れから先ほどおっしゃった実際の調査ですね。
瓦礫の話とか。

古市 ● 東電がやっている限りは､ 絶対それは信用しないで

ただ、いろいろなことを同時並行に進めていかないとね。

すね。それこそＩＡＥＡが例えば全部一括で情報を流すと

渡辺● 瓦礫の撤去とか、そこの立ち入り区画は誰がどうな

かしないと。

のかとか、仮設住宅をどう決めるかとか、そういうのはそ

宇野 ● 極端な話だけれど、米軍、あるいは国連の主な国が

れ自体が「復興」なんですよ。それで、
そのプロセスをたどっ

ＩＡＥＡと、日本の原発を含むフクシマについては完全に

ていくと、
そこの市町村が、
あるいはそこの地権者が、
住民が、

コントロールする特区をつくるぐらいにすれば世界は信用

どんなことを考えているんだということがだんだんわかって

するんじゃないかと思います。ただ、現在国内はとにかく

くるわけだよね。そのプロセスなしにエイヤッと描いても、

情報統制しているようですから。実際のことはほとんど出

「いやあ、素晴らしい絵ですね。サヨナラ」ということにな

「座談会」

具体的に対応して何とかしようと。調査をするためには金
と人間組織が要る。じゃあ金はどこかからもってこようと。

てこないでしょう。米軍は、たしか2日目ぐらいでもう出動

りかねないよね。

の準備をしていると、外国のニュースは報じていました。

竹内 ● やっぱり選択するのは住民で、その選択肢をある程

ようやく昨日ぐらいから国内の新聞で少し報道され始めた

度提示するのがわれわれ……。

けれど……。

一概に「住民が選択する」というんじゃなくて、
渡辺● ただ、

古市 ● 実際に放射能測定値が発表されているでしょう。あ

さっきからプロであるというふうに申し上げているのは、こ

れはどの辺まで信用できるんでしょうか。ガイガー計数機

ういうような要望に対して相手を説得する立場だという意

は通販で売っているんです。でも、いまは2 ヶ月待ち。聞い

味。Ａ案、Ｂ案、Ｃ案を出して、どうですかと言うのは愚

たら、ロシア製が一番優秀なんですってね。ああいう国で

の骨頂だと、個人的にはそう思う。だから、Ａ案からスター

すから。ロシアの次にアメリカが優秀で、それが買えない

トしてＸ案にいっちゃったって、それはあっていい。そのプ

のなら、じゃあ日本製にしようと。ただ、中国製はたくさん

ロセスのなかでお互いに納得できることだからね。

あるというんですよ。これは全然信用が得られない（笑）
。
あれがあれば自分で毎日毎日計ることができますよね。
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宇野 ● ひとり1台、例えばガイガーカウンター付きのケータ

高田馬場なんかも前の半分以下なんです。でもね、僕はい

イとか、いまにそういうことになるんじゃないですか。僕は

い雰囲気だなと思っているわけですよ（笑）
。僕の学生時代

そういう危惧をしている。いいか悪いか別だけれど、そう

はもっと暗かったと思うんですね。それでね、たとえば津

いう量産の準備をしているメーカーが世界にあるんじゃな

田沼の駅でおりると、駅は一切電気がついてないんですよ。

いのかと…。原発大国のフランスでは、人々がヨウ素をもっ

ところが、気がつかなかったんだけれど、あそこにトップラ

ていると聞きました。

イトがあるんですよ。それでトップライトの効果というのを
最近知りましたね（笑）
。トップライトというのはこんなす
ごいんだと思った。そうすると、僕らの建築もちょっと工夫

■省エネ建築の必要性

すれば、先生がおっしゃったように、もう電気は要らないと。
渡辺● いやいや、そんなことは言わないよ（笑）
。

渡辺● わが国は2回目の被爆国になったんですよね。これは

古市 ● 電気を減らすことにはなりますよね。

地球上で初めてですよね。原爆があって、今度は自ずから

宇野 ● 減らしたほうがいいですよね。

壊して。そうすると、電気をつくることをやめるわけにはい

渡辺● まだ若いんだから、そんな「昔のほうがいい」なん

まのところいかないから、おそらく当分の間は許される範囲

て言いなさんな（笑）
。僕はいまのほうがいいと言っている

内で原発を残さざるをえないだろう。けれど、ものすごく高

んだから（笑）
。

いコストを支払うことだけは覚悟しなきゃならないですよね。

古市 ● もちろんハイテクは必要ですけどね。ただ、僕らは

ドイツでもどこでも、コストを下げるために原発を一生懸命

エネルギーを相当むだに使っていますよね。それは反省す

やろうとしたけれど、
「おれたちはもういい。高い電気代を

べきじゃないかと。

払います」と言い始めた。もともとはドイツの電気代はすご

渡辺 ● まあ、知らず知らずにね。

く安んですよ。だけど高い金を払ってもいいと。おそらく日

古市 ● では、先ほど宇野さんがおっしゃったように、じゃ

本の電気代は、世界で何番目かに高いんだけれども、われ

あ建築家は何ができるのか、というのはいかがでしょう。

「座談会」

われもきちんと肚をくくらなきゃいけないかなと。
そういうことを考えると、電気を使うような建築というの

宇野 ● できるだけ太陽の光を採り入れる。朝、お天道様が
照ったら起きて、その光をできるだけ室内外に採り入れて、

は本当にいいんだろうかと思いますよね。

光が強ければシェードをかざして、風がくればちょっとよけ

宇野 ● そうですね。

てという……。寒ければコートを着ますよね。例えばビル

渡辺● 面白いことに、ドイツだったかな、事務所建築はた

があって、冬寒かったらコートを着るような建築があったら、

ぶん窓の高さをパタンと落として……。

あまり設備に頼らなくてもいいじゃないですか。だから、ふ

古市 ● 奥行きと1対2ですよね。

るまい次第でもっと現代建築もいろいろできるんじゃないか

渡辺● それ以上はダメと言っている。自然光の採光限界が

なと思います。ある種の夢想なんですけどね。建築家とし

あるから、向こうの超高層は薄いよね。こんな堂々と、日本

ての。

みたいに深いものはできない。

古市 ● 例えば、冬、超高層へ行くわけですよ。みんな半袖

古市 ● 日本の超高層は、電気照明を基本に考えているわけ

で仕事をしているんですよね。これを機会に、われわれ建

ですね。

築家としてもそういう設計をやっちゃいけないというのは痛

宇野 ● そうですね。設備に頼って発展しましたよね。

感しますね。

渡辺● だから蛍光灯とかLEDとか、いろいろなもので「電

渡辺 ● 施主は「何、言っているんですかっ」と言うかもし

気代が安くて済みますよ」
と言ってられるかどうか。建築の、

れないよ。でも、なぜこっち側のほうが施主にとってメリッ

特に近代建築のかたちを本当に考えなくていいんだろうか

トがあるのか、それを考えるのが建築屋さんだよな。

なと……。

古市 ● 単純に言えば、光熱費が安いというのが一番、施主

古市 ● おっしゃるとおりで、いままでずっと近代建築をつ

としてはわかりやすいですね。

くってきたわけですよね。それこそ日本は超高層で莫大な

渡辺 ● それはそうかも知れないね。

エネルギーを使いながら、夏は冷房、冬は暖房していく。
もともと僕らの先祖なんていうのは冷房も何もなかったんで
すよね。電気の照明もなかった。

■われわれがすべきこと

渡辺● 便所はニショクというんだよ。ニショクというのは4
ワットかなんかの電球ね。それに戻れと言っているんじゃ

古市 ● これは建築家協会の機関誌に掲載する対談なもので

ないよ。でも実際に建築のかたちが、もちろんオフィスのこ

すから、先ほど宇野さんがおっしゃった、建築家というの

とも考えなきゃいけないけれど、特にマンションがそうなん

は今回の被災に対して何ができるか、何をすべきか、とい

です。例えば、最近は変わったかも知れないけれど、イタ

うことについて、最後にご意見をいただきたいと思います。

リアの公共住宅建築では、便所といえども採光、通風の窓
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をとれと言っている。

竹内 ● 私は、いま現実があまりに情報が多過ぎるというよ

古市 ● 今回興味深かったかったのは、節電になったでしょ

うな気がして、まずそれをこなしていくというのが現場に

う。一斉にまちが暗くなったとみんな言っているんですよ。

いる者の責任だと思いますし、先生がおっしゃったように、
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「震災」
プロとしてのぶれない目標みたいなものをもって、できるだ

じゃないかという気がするんです。
先ほどの話に戻りますが、

け選択肢を増やしたいと思います。さらに、選択肢を増や

超高層でも例えば冷房しない。極端な話ですが、1対2の比

しつつも収斂させるような、納得して選んでいけるような仕

率にすれば、確かにそれは理屈として、昼間は電気が要ら

組みをつくっていくというのが目標です。

ないわけです。

古市 ● 今回、竹内先生がいろいろ調査されている情報は、

宇野 ● あとは若者に何を伝えるかを真剣に考えました。わ

かなり広がっているんですよ。フェイスブックなどで共有化

れわれは50代なので、高齢者と若者をつなぐ世代です。さ

されている部分があって、震災直後から、特に写真の情報

きほど渡辺先生がおっしゃったように、まず正確な記録。

量がすごい、と。実はマスコミが報道する部分とフェイス

ある意味では工学的な解釈、そこには気持ちの問題はもち

ブックもしくはツイッターの部分は、かなり情報に差があり

ろんあるんだけれど、気持ちだけではなくて、そこではど

まして、マスコミのほうは全然足りなかったというのも事実

ういうことが起きたのかということについて正確に伝える必

ですね。僕は地震直後、たまたま大学にいたんですが、そ

要があると思います。事実を記録にとどめないと、本当の

れですぐインターネットでツイッターを開いたわけですよ。

ことがわからなくなりますよね。正確に伝えるということが

そうしたら仙台の情報がどんどん入ってくるんですよね。

非常に大切だと思います。

ただ、そういう意味では、竹内先生の発信には、蓄積力

古市 ● そういう意味では、調査の記録というのはあらゆる

がありました。1カ月以上ずっとやられていたと思いますが、

もののベースですね。

それは先ほど渡辺先生がおっしゃったように、建築家のあ

宇野 ● 原理的、プリミティブなこともすごく大切だと思って

るべき姿でもありました。

います。いま僕は住宅の話を初学年の学生にするときに、
「人

竹内 ● 正確な情報をできるだけ共有したいというのは、今

の家と神の家」という話をしています。建築の発生は非常

回は外から自粛などの動きもありましたので、やはり内側で

に早い時期に､ メソポタミアもギリシャもそうなんですが、

発信するしかないというのが実情でした。

神を想定して、神の家も自分たちが住む家と同時に考えて、

古市 ● では宇野先生。

それが非常にシンボリックに発展を遂げたということが言
えます。それはそれぞれの環境、
自然に対してある種の畏怖、
畏敬をあらわしたのじゃないか。われわれが自然を考える

感じがしています。それは勝とうとしたから負けたので、わ

ときに、社があるとか何かが建っているということには、非

れわれ技術も、情報も、科学も、この半世紀に相当進化し

常に重要な意味があるのではないかと、あらためて思いま

たので、もっとうまくやれることをこれから考えるのが僕ら

した。どこがセーフだったのかを見極めたい。被災地でお

の仕事だなと思います。

参りしてきたある神社の境内は、全く無キズでした。石段

古市 ● そうですね。

の途中までは瓦礫が広がっていました。おそらくここに逃

宇野 ●自然とどういうふうにつき合うか。かたちひとつにし

げられた方もいっぱいおられると思う。そういうことを記録

ても、昔だったら漁港でも漁村でも、海の方向に縦にもの

としてちゃんと整えることが大切です。

ごとがつくられていたはずなのに、それを道路を横につな

渡辺 ● 宇野さんの言われたことの続きですが、記録をとる

げて展開するようになった。そこを、今後は考えていったら

というのもそうだし、それから建築、アーキテクトがなんら

いい。山はこう突き出ているはずですから、水を切るように

かの寄与をしようとすれば、個人個人でやるということも大

つくってあれば違うかなと。ビルをつくるときに僕らは避難

切だけれども、建築に関連する5会でいろいろ活動がある。

計画をつくりますよね。あれと同じで、あるところに住んで

そこを通して、
「建築家として、あるいはアーキテクトとし

いたら、例えば30分以内に必ずどんな津波──1000年に一

てこういうようなサービス、あるいはこういうような能力を

度の津波を経験したわけですから──でも逃げられるとこ

提供することができるけれども……」というのをちゃんと相

ろに建てる。そういう避難できる高さのところに堅固な、そ

手に伝える、それが重要でしょうね。そうすると、
「おれた

れは丘でもいいですし、しっかりした建築物でもいいのだ

ちはここまでやるよ」と。その一つの例が、
しかるべき人が、

けれど、逃げられる形の都市計画をつくるという、そういう

ちゃんと県庁とかどこかにデスクをもらって、
「おれは1年頑

考え方があるのかなと思います。

張る、給料はいくらです」と。そういうのを具体的にリスト

古市 ● いま宇野さんがおっしゃったことは、つまり、すごく

をつくって、渡していく。これが一つのミッションであると

自信がついてしまった結果でもあったんです。自然を征服

同時にプロフェッショナル・ロールというか、役目じゃない

できる気がしたと。今回被害にあったある一つの村で、彼

かな。自分ができることとしてのね。

「座談会」

宇野 ● 今回起きたことは、平たく言うと、近代的な建築や
近代的な都市計画、自然に、完璧に徹底的に負けたという

らがずっと言い続けていたのは、
「明治にやられて、昭和に
やられた。今度は絶対大丈夫だ」と。おれたちは自然を征
服したというわけですね。でも、その村で亡くなった方が
たくさんいらっしゃるんですね。結局逃げない人がいたん
ですって。自分たちは守られているといって……。それが
すごい印象的でね。だから、宇野さんがいまおっしゃった
ように、自然とはけんかしないと。
建築家の向かうべき方向というのは、どうもそういう方向
JIA 2011. June-July
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JIA災害
対策本部から

主な支援活動

東日本大震災被災地への
支援活動について

本部災害対策委員会

委員長

庫川尚益

3月11日（金） 地震発生と同時にマニュアルに従い本部に災害対策本部を設置。本部長芦原太郎ＪＩＡ会長、
副本部長庫川尚益災害対策委員長、本部員を災害対策委員とする体制を確認。
被災地のJIA会員の安否情報の確認作業を開始。
3月12日（土） 本部で緊急災害対策委員会開催。水戸部裕行東北支部支部長と上浪寛関東甲信越支部支部長を
各々本部長とする被災地対策本部を設置。
JIAの声明および会員への支援要請、建築関係団体への情報共有と連携の呼びかけ。災害掲示板立上げ。
3月13日（日） 内閣府、国土交通省はじめ震度6弱以上を計測した自治体に支援申し入れ文書を送付。
3月14日（月） 第2回緊急災害対策委員会開催。
宮城県の要請を受け応急危険度判定作業、住家被害調査、被災住宅相談を現在まで継続中。
被災地支部に災害ファンドから30万円を送金決定。
3月18日（金） 栃木県、宇都宮市に支援申し入れ。
3月22日（火） 本部に災害対策事務局を設置して災害支援についての情報を統括。
3月23日（水） 東北支部と災害支援について協議。
3月24日（木） 宮城県、仙台市、名取市に支援申し入れ。
本部支援活動開始（亘理町応急危険度判定作業）
。
3月25日（金） 岩手県に支援申し入れ。
3月28日（月） 災害対策委員会を開催。
本部の東北支部への支援体制について協議。
会員向け災害支援ボランティア募集開始。
災害ファンドより東北支部への第2回送金（100万円）
。
4月 5 日（火） 名取市における住家被害調査に本部支援開始。
4月11日（月） 復興支援提言特別委員会発足。

定、住家被害調査、被災住宅相談な
どの活動を行っています。主にJIA
東北支部の会員が地元の建築士会、

4月14日（木） 東京建築士会震災・防災対策特別委員会との共催で

建築士事務所協会などと協力して支
援にあたっています。関東地方など

緊急報告会を開催。
4月15日（金） 亘理町の応急危険度判定作業支援再開。
4月20日（水） 東松島町における被災住宅相談支援開始。
5月13日（金） JIA声明「東日本大震災からの復興に向けて」発表。

支援技術を磨く

JIAは宮城県の要請を受け仙台市、
名取市、亘理町などで応急危険度判

からも多くの会員が応援に駆けつけ
ています。
以後現在まで
（5月18日時点）
支援活動継続中。

被災者に対する相談では相談委員会の皆さんの経験が生きるように、

被災者に対して専門家の支援が円滑に行えるよう、行政は受け入れ

支援にも経験や技術が必要です。昨年9月に災害対策委員会は内閣府

態勢を整えなければならない。私たちも「被災地での活動は被災者の

の担当者をお招きして「住家被害調査研修会」を行いましたが、今後

ために」を肝に銘じて、単なる善意の押しつけにならないように、
「求

とも1年に2回程度はこのような研修会を行う予定です。

められていることは何か」ということをしっかりと考えておかなけれ

支援する気持ちも大事ですが、専門家として技術を活用することが
求められているのだということは忘れないようにしたいものです。

ばなりません。

地域の建築家は復興の担い手に
私たちは専門家として被災地の復興のために役立ちたいと考えます。
燃えない、壊れないそして流されない建物やまちづくりに建築家の感
性や技術、経験を生かさなければなりません。地域の歴史や文化を継
承し、コミュニティーを再生させるためには普段から地域で建築活動

向けて様々な復興事業が行われますが、過去の例などを見てもディベ
ロッパーなどにくらべて組織力のない建築家は復興事業の隅のほうに
置かれがちです。
地域の建築家が十分に力を発揮できるようにするために、JIAは何
ができるのか、問い直す時が来ているような気がします。

をしている建築家の力が是非必要です。これから新しいまちづくりに

事前復興で災害に強いまちづくり

害に備える。こうした減災への取組みは建築家の大切な役割の一つで

災害に対して脆弱なまちを災害に強いまちにつくり変える。こうし

はないでしょうか。行政と適切な関係を保ちながら、平時から地道に

た発想は事前復興とも呼ばれています。個々の建物の耐震化、不燃化、

安全・安心なまちづくり活動を行うことが、市民社会に対する大きな

建替え、さらに周辺に視野を拡げて地域全体を安全な市街地にして災

貢献につながるのだと思います。
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「震災」
東北支部から

東日本大震災後の復興に向けて

JIA東北支部復興支援委員長

松本純一郎

今回の東日本大震災では、地震被害に加え津波被害、原発被

東甲信越支部会員の方々にもご協力いただいた。JIA独自の「個

害が重なり、その被害状況は想像を絶するものとなった。東北

別相談」を含めると、延べ800名以上の会員がこれら初期支援活

地方全般約500Kｍに亘る沿岸地域は津波による甚大な被害を受

動に携わり、行政や他団体からも高い評価をいただいた。

けた。幸い東北支部全員の無事は確認されたものの、石巻市北

一方、支部では3月末に復興支援委員会を発足させ、本来の建

上地区、亘理町、大船渡市の会員は、自宅及び事務所の流失と

築家の役割である復興支援活動に力を注ぎ始めている。週一回

いう大きな被害を受け、
津波で親戚を亡くした会員も少なくない。

のペースで「復興まちづくり勉強会」を開き、地域産材を多用

さらには名取市の被災度調査に参加された新潟地域会の住吉実

した応急仮設住宅の提案協力や被災者主体の復興まちづくり協

会員が事故で命を落とされたことは残念でならない。

議会設立の呼びかけを行ってきた。現在、福島県では950戸の応

電気、水道、ガスも出ず、ガソリンも手に入らなかったが、震

急仮設住宅の建設に関わり、宮城県では石巻市の復興基本計画

災２日後、早速宮城県庁に向かった。建築宅地課長ら職員6名と

策定に多くの会員が参加し、評価を得ている。いずれにしても

協議をする中で、JIAの初期支援活動への協力を強く求められた。

復興活動は5年、10年といった長期間の取り組みとなるため、継

それ以降、私は支部事務局員と臨時職員２名の計３名と共に支

続的に地域に関われる人材が求められる。最近、地域の復興ま

部事務局に詰めることとなった。3月15日に開始された仙台市の

ちづくり協議会に参加して感じることは、被災地の人々が自分た

「応急危険度判定」に始まり、宮城県や福島県の各市町村の応急

ちの地域を自分たちの力で復興しようという力強い意欲である。

危険度判定、名取市公共建築の調査及び「被災度判定調査」そ

復興のあり方は各地域で全く異なる。人々は、その地域を十分

して仙台市を始めとする宮城県内8市町村の「被災住宅相談」に

に理解し、そこに寄り添って話を聞き助言してくれる専門家を求

も数多くの会員が参加した。支部会員を中心に、100名を越す関

めている。

生業としての復興
今回の津波で被災した大槌町に御社地という不思議な場所があ
ります。町筋の裏手に8方から道が集まり湧水池と社があった場所
で、数年前ここの整備に関わりました。先日、訪れてみると見事に、
がれきの下となり、道路反対側にその時整備した共同井戸が裸で

JIA岩手地域会

渡辺敏男

転し、そして次の世代がまた湾傍に戻る。これを、津波型集落と
呼ぶという。海の恵みと脅威、上へ下への集落形態だそうです。
すでに職住分離、高所移転の話が上がっています。ほんとうに
海と生業している人々を説得できるだろうか。高度成長期に、率

残っていました。そばに町の小さな図書館があって、唯一の展示

先して職住分離した近代的商店街が今やシャッター街になってい

物が三陸津波でした。

ます。海との共存、職業ではなく生業としての生き方の歴史的場

今回の被害で死者、行方不明合せて1,669名。江戸時代に４回、

の継続という復興を考えることはできないだろうか。

明治以降2回と50年に一度は大津波にあって、そのたびに高所移

原子力発電のこと
日本国民、世界中の人々が、現在おかれている福島の状況を直

JIA福島地域会

田中直樹

り豊かな社会を繋いでいくという我々に課せられた使命を、この

視し、今後のエネルギー問題を真剣に考えていただきたい。私も

機会にぜひ、ひとりひとり見つめ直していただきたい。文明は不

含めて、現在享受している豊かさの背後にある危険性を、今まで

可逆的であるとか、そのうち科学技術が何とかしてくれるだろう

見て見ぬふりをしてきました。今後において仮に、営業運転中の

といったお気楽なおじさんたちには早々にご退場いただいて、未

完全な安全性を確立できたとしても、現代社会の目先の豊かさの

来に希望の持てる社会環境、日々の暮らしというものを魅力的に

ツケ（放射性廃棄物の危険性）を、何世代も先の子孫にまで払わ

提示していくことが、今、我々に求められていることだと確信し

せることになる営みには、どう考えても賛同できるものではありま

ています。

せん。本当の幸福、豊かさとは何かということ、子供たちに、よ
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世界の建築教育の現在
日本の建築教育のガラパゴス化

The world Report
【海外レポート】

JIAマガジン建築家architects 編集長

古市徹雄

日本では学生の卒業設計展覧会や、修士設計展覧会が異なる

し量れた。とかくヨーロッパのみに目が向くアジアの国々の建築教育
がアジア各国同士を見つめなおすという意味では意義深かった。各国

団体や地域ごとに、あちこちで数多く開催される。そして公開講
評会等を行い表彰などをしている。その数はどれくらいあるのだ
ろうか？ 同様に学生相手のコンペが目白押しである。学生に建
築を愛させ、自信をつけさせるという点では意義深い。しかしそ
こには日本独特の学生作品のデザイン・ガラパゴス化が進んで

を見つめたものや、環境問題を機械の効率や技術ではなく建築のデザ

いるように思える。ひところAAスクールで流行ったコンピューター
を使った見たことも無い形態を作ることに、そして現実の社会が

自然光をテーマにした作品である。一方、中国の学生の作品はこの10

求める建築とは無縁とも思えるような、内に向いた社会とかけ離
れた、時にはゲーム感覚的なシナリオを競う。それらが最優秀な
どと選ばれてしまうと、若者はそれらが社会が求める建築と誤解
してしまうのである。選ぶ側の価値観も問われる。21世紀に入っ
て確実に建築は20世紀の科学技術、つまり機械に頼った近代
建築様式とは大きく異なった方向に進んでいる。勿論、新しい
形態・空間のデザインも建築が持つ楽しさ・魅力という点で大
切な要素であるが、日本の場合、自分たちの国に今何が起きて
いるのか、建築はどうあるべきかという議論が飛んで行ってしまっ
ている。2008年にヴェトナムのダナンで「卒業設計アジア一展」
を行った。日本、中国、韓国、ヴェトナムからの卒業設計のプレ
ゼンテーションを通してアジアの将来の建築設計を考えるという
企画であった。各国の建築・都市への取り組みを理解する機会
を得、また日本がリードしていたと思われるアジア各国の建築が
日本を通り越して、世界のレヴェルに達していることを思い知らさ
れたのは大きな収穫だった。また、2009年から2010年にかけて
国内のみならずヨーロッパ（フランス、
ルーマニア、
イタリア、
英国）
、
中国の大学院で同じテーマのもとそれぞれ1週間ほど教える機会
を得た。結論から言ってしまうとヨーロッパおよび中国が、それ
ぞれ自分たちの国や地球の抱える問題や未来を視野に入れて思
考を展開していくのに対して、日本の学生は社会と自らを断絶し、
自らの世界の中でヴァ―チャル・ゲームにのめり込んでいるよう
に見える。今、日本は未曽有の危機に瀕している。これに対して
どのように取り組んでいくかが問われている。当然、今年度の卒
業設計・修士設計にはそれらをテーマにしたものが現れてくると
期待している。そうでなく、あいも変わらずゲーム感覚のデザイン
を出してくるようだとアジアに完全に置いて行かれるだろう。

の傾向は、当然ながら経済成長を続けながらも自らが抱える社会問題
インとして提案しようというものが目立った。最優秀はヴェトナムの
Hanoi University of Civil Engineering が選ばれた。自然な斜面の等
高線を極力守りながら建物を配置し、風の通る道を追求し自然通風、
年で世界標準に達している。10年前は古めかしい社会主義独特の固い
デザインが多かったのだが、あっという間に最先端のデザインになっ
ている。聞けばオリンピックや様々な施設の建設でレム・コールハー
ス、スティーブン・ホール、ジャン・ヌーベル、ヘルツオーグ＆ド・ムー
ロン、ザハ・ハディドなどのスーパースター達が中国に出張した時に
清華大学に寄り講演を行うのだそうだ。その意味では清華大学は世界
の最先端情報が集中しているといえる。しかも、卒業後、欧米のそれ
らの建築家の元で修行し、帰国後、中国全土の大学で教えている。日
本の建築が追い抜かれるのは時間の問題だ。いや、もう追い抜かれて
いるのかもしれない。毎年中国の六大建築大学の優秀作品の展覧会と、
それらのプレゼンテーションを行い、
優秀作品を選んでいくのだそうだ。
ダナンでは日本の卒業設計作品も発表された。そこに共通しているの
は、社会への関係性が希薄で、内向きで私達が現代直面している日本
社会の問題から目をそらしていること。そのためリアリティがない計
画と各国から批評され理解を得られなかった。リアリティが無いのも
現代の日本の建築学科の学生の特徴なのか。
「一人でいたい、でも人
を感じていたい」といったタイトルの作品の内容は、日本側がそれら
を発表し出すと中国やヴェトナムの先生から苦笑いが漏れた。発表が
終わると「今の日本には社会問題が沢山あるではないか。建築として
も多くの提案がなされるべきだ。教師は何を教えているのだ」という
強い批判があった。学生のみならず日本の若者は総じて内向きといわ
れる。その内的志向、自分の世界に閉じこもる傾向は、日本の都市づ
くり、インフラストラクチャーがほぼ完成してしまったことと日本経
済が行き詰まりに来てしまったこととは無縁ではあるまい。日本の若
者は将来の日本ではやることがないと思ってしまうのかもしれないが、
実は問題は山程ある。20世紀型の機械に頼り切った近代主義に基づく
都市・建築は既に否定され、そこに代わる新しいアイデア、思考が求
められているのだ。特に日本では大震災・原発から起きたエネルギー
節約という大きな課題が横たわっている。それは考えようによっては、
世界の最先端をいっている。そこに挑戦していかないと日本の建築に

The world Report Ⅰ

2009年8月にヴェトナムのダナン市で
行われた「卒業設計アジア一展」

未来はない。思考力をプラスに持っていくには、形だけの建築や都市
を相変わらず求めていたのでは救われない。もはやデザインのための
デザインは求められなくなるだろう。実際、つい最近まで地球環境問
題などに見向きもしなかった世界のトップ・アーキテクト達も確実に

「卒業設計アジア一展」が2009年8月にヴェトナムのダナン市で開催

この問題にテーマをシフトしている。現代の日本という極めて限られ

された。初めての試みだったが、日本（仙台での卒業設計日本一展の

た地域でエキセントリックなシナリオ、変わったデザイン形態だけを

1位、
2位の作品）
、
中国（清華大学）
、
韓国（ソウル市内の大学数校）
、
ヴェ

評価するような卒業設計展などを続けていては、日本は完全に世界か

トナム（国内五大学）が参加したので大筋東アジアの傾向、実力が推

ら取り残されるだろう。
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「卒業設計アジア－展」

［ヴェトナム］コンピューターを駆使したような
デザインに見えるがデザインの追求ではなく山
岳が多いヴェトナムの斜面の集住体を自然通風、
自然光をテーマにしたもので結果として面白い
新しい形態が生み出されている。グローバリゼー
ションの中、デザインの新しさにそれ程、意味
はない。そこに考えられたプロセス、思想、ア
イディアが勝負となる。ヴェトナムからは他に3
つの作品が発表されたが、土（斜面）
、塩、竹
とローカルな材料をテーマにしたものでそこか
ら機械に頼らない自然を取り入れた新しいバナ
キュラー建築への挑戦は大いに好感が持てた。

［中国］清華大学の卒業設
計：海 上都市 計 画。タイト
ルを「スポンジ 計 画 」とい
い、都市全 体から建築まで
スムーズに吸収できるシステ
ムという発想がユニークで面
白い。これは実際に計画が
進められているリアルなプロ
グラム、敷地であるゆえに敷
地の分析、評価をしっかりと
押さえ、プログラムもデッィ
ヴェロッパーと協議をしてい
るというから驚きだ。実際の
都市建築を作り上げるという
社会の期待感を既にその背
に負っているのだ。
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SUPER MINI-HOUSE WORKSHOP
－ヨーロッパ・中国の大学院－
「Super Mini-houseとは？」
Super Mini-houseは延床15平方メートルの住宅である。21世紀の地
球地球環境を考える様々な試みの中の一つとしてコンパクト住宅という

［中国］北京の清華大学の卒業計画：古くなった大
きな工場街のリサイクル再開発計画。巨大な都市
計画から建築まで設計するという野心的なものだ。
かつて社会主義の国々では、工業都市の中心に道
路の上を飛ぶようにインフラ・ラインが縦横に走っ
ていた。不要になったそれらに代わり、チューブ状
の新しいインフラを含んだペデストリアンモールを
作り、そこに走らせ、それを基幹として工場を立て
直したり、リノベーションしながら新しい都市を作ろ
うという計画である。環境を元にしたコンセプトを
チュミばりの造形で表現した面白さが目を引いた。

かった。地球環境の異変により21世紀に入り、水害・地震・竜巻・冷
害などの地球規模の災害が増えているが、被災地の人々は、今回の日
本のように緊急に住宅を必要とすることが多い。コンパクトで軽量な住
宅は世界のどの地域にも簡単に大量に送ることができ、しかもセルフ・
ビルドでわずかな指導者で建てることが可能であれば需要は増えるは
ずである。そのような前提のもと計画は進んだ。

考えからこのプロジェクトは始まった。世界的傾向としてかつてのビッ

具体的に計画案を練り上げていくうちに床面積を15平方メートルとし

グネスからコンパクト化が大きな流れになっている。アメリカのかつて

たがそれは J.G.バラードのSF短編「時間都市―至福一兆」を参考にし

の大型車は影を潜め、
インドのタタ・モータースでは超コンパクトカー（30

たものである。その小説では2100年に地球人口は200億に達し、世界

キロメートル／リットル：4人乗り）を2000ドルで売り出し、昨年の東京

は個人の居住床面積を最大4平方メートルに定めるという内容のSFで

モーターショーでは日産の二人乗り電気自動車などが大きな注目を集め

ある。J.G.バラードは数年前に亡くなったがヨーロッパの、特に建築系

た。コンパクト化は購買価格ばかりではなく燃料の大きな節約になる。

では圧倒的な人気を誇る。

それはひいては省エネルギーの観点からも大きく貢献する。4人乗り車

Super-Minihouseでは4人が住めること、一人4平方メートルを適用し

が2000ドルでできるなら小型住宅はどこまで可能か、4人が住める住

15平方メートルという空間を目標とした。極端に限られた空間を有効に

宅を100万円でできないかと考えたのがきっかけである。維持費も安く

使うにはどのような方法があるか、調べていくうちに日本の室礼という

ユーザーにとっては経済的だ。エコノミーはエコロジーでもありCO2削

伝統に目を付けた。かつて江戸時代の職人の長屋などはワンルームで

減に貢献することになる。

朝はちゃぶ台を置き朝食をとり、昼間は全ての家具をしまいこみ、傘

このプロジェクトは災害緊急住宅としての機能も考えていて、まさか

貼りなどの内職をし、夕方は再びディナー・ルームになり夜は布団を出

今回のような地震でこのような計画がリアリティを持つとは思いもしな

して寝室に変える。１日24時間、空間が利用されないときは全くない。

JIA 2011. June-July

013

モンゴルのゲルも同様で、ともに極端な例であるがそこから学ぶこと

プ毎に回りなるべく学生たちの趣旨を尊重し、質問に答える感じで討論に

は多く、未来住宅に多くのヒントを与えてくれる。他に学生たちに出した

参加していった。ヨーロッパの大学院が日本と大きく異なるのは世代であ

今回のテーマのヒントとしていくつかのキーワードを考えた。それらは、

ろう。学部を卒業した後、しばらく実務を積んだ後、院に入ってくる学生

まず簡易にどこにでも建てることができ、移動が容易でコンパクトであり、

が多い。その為、夕方になると女性の中には保育園に子供を引き取りに

しかも豊かなライフ・スタイルを過ごせるものであり、セルフ・ビルド、軽

行く人や、男性の中には奥さんが働いていて子供の面倒と夕食を準備す

量化、ヴァリエーションが可能である、空間の効率的利、水回り空間の

るために夕方帰宅するといった学生が多い。最初はあまりにも日本と異な

効率化、先祖の住まい方の叡智（かつて私たちの先祖は厳しい自然の中、

るので面食らったが彼らはそれぞれが自宅に居ながらもＩＴを駆使し、予

風・光・水・大地などの自然要素を巧く取り入れたり、利用したりしなが

めスタディ・作業の分担を段取り良くして共同作業をうまく進めていくのに

ら様々な建築の発明を生み出してきた）を用いるといったものである。

は驚かされた。夕方、グループがばらばらに帰ってしまうので最初はどう
なるかと心配していたが、自宅でそれぞれの生活を守りながらきちんとノ

「テーマ提出・課題説明・チーム編成」

ルマをこなしていく彼らのライフスタイルからは学ぶべきところが多い。
更に、

前述のそれぞれの大学院で１週間ほど学生たちとディスカッション形式

実務を一定期間こなしてきているので自分の学ぶ方向・焦点がはっきりし

でエスキースを繰り返しスタディを進めていった。まず初日の午前に課題

ている。日本のように全く社会との接点を持ったことがない学生が、大学

内容を講義形式で説明し、学生2人から3人で一つのグループを作り、午

院修士設計に於いて、ともすれば荒唐無稽なゲーム感覚のような案を修

後から学生たちはグループ毎にスケッチを元に討論を始める。私はグルー

士計画として済ませてしまう実情とはかなり異なってくる。
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「PHDコース@イタリア」

ミラノ工科大学大学院PHDコース、
トリノ工科大学大学院PHDコース

シリンダー住居と呼ばれたものである。
トルコからの留学生がリーダーになった
チームでシリンダーの壁の内にリビング、
ダイニング、寝室ベッド等の道具が収
納され回転しながら床に着地させ一つ
の空間の機能を変えていくという提案で
あった。彼らは「SylinderSHITSURAI」
と呼んでいたが膨大な模型、スケッチ
を起こしていた。

イタリアでは2010年に1週間、午前はミラノ、午後はトリノとハード・スケ
ジュールでそれぞれのPHDコースを担当した。両大学とも初日の月曜日に
趣旨説明を行い、金曜日の午後が最終プレゼンテーションというタイト・ス
ケジュールにも拘わらず、2大学が競合したこともあり、質量的にも十分な
結果が出せた。意匠系のPHDコースは珍しく思われるが、イタリアでは大
学で教授職を目指す人はこのコースに進むようだ。両市は特急で1時間ほ
アコーディオンのように中央の蛇腹が
開いたり閉じたりしながら機能に応じ
て空間を変えていくというものだった。
片側のヴォリュームは固定され反対側
のヴォリュームが水平にスライドする
仕掛けになっている。固定されたヴォ
リュームにはキッチン・トイレなどの水
回りが入っている。夏は外部と一体化
されるというのは僕の日本建築の講義
にヒントを得たものである。

どである。参加した学生は、イタリア人の他、中国、イラン、スイス、トルコ、
エジプトと国際的である。年齢層もまちまちで、最年長は40代後半でスイ
スで十分に実務経験を積んできた経験があり、
教員になる目的でPHDコー
スに来たそうである。ミラノ工科大学はアンナ・マンジャロッティ教授の、
トリノはカルロ・オストレロ教授の講座であった。アンナさんはあの有名な
建築家マンジャロッティの娘さんにあたる人である。ヨーロッパはかつて日
本の住宅をウサギ小屋などと嘲り笑った歴史がある。はたして彼らがこの
テーマを理解できるかどうかという不安もあったが、終わってみると、学

二つのヴォリュームのう
ち、一方は固定されもう
一方がスライドし空間の
大きさが変容きるという
案である。家具・水回り
を片側にまとめ、残りの
空間には何もいれず季節
ごとにパーティなどの使
用目的に応じて自由にし
つらえることができる空
間として提案されている。

生達はかなり興味を持って取り組み、かなり実りある結果を出してくれた。
このテーマはフランスの国立モンペリエ建築大学の学部3年生、国内
の大学院（千葉工大、日大大学院）でも行ったが、それぞれの国の文化
の違いが反映されて面白かった。最終的には、４B（Beds）LDKを100
万円で作るという目標がある。限られた空間を道具立てで部屋の様々な
機能替えが可能な日本の伝統的室礼や、徹底した小さなスケールも含め
た空間の有効利用、ライフスタイルの24時間利用などを予め趣旨説明で
行ったせいか、学生はそれらを理解し旨く応用していた。
イタリア人というとのんびりした国民性を思いがちだが、建築の学生は
世界共通で夜遅くまで、集中してスタディを進めていた。とにかく学生た
ちはよく手書きのスケッチを描いてくる。最初は個人が単独に提案を持ち
寄る。英国もフランスもそうだが日本のように最初から一案をみんなでま
とめてくることはない。個人主義教育で育った彼らは、まず自分の意見
この案は周囲を取り囲む
四つのヴォリュームが外
に開いたり内に向かって
閉じたりして、四季に応
じて、また 朝、昼、夕、
夜と時 間 帯に応じて空
間が変化するというもの
である。

を提出してくる。自分の案がいいのだと中間プレゼンテーションでも強く
主張する。一人一人と議論をしながらそれらを一案にまとめていくのには
苦労した。やがてチーム毎にリーダーが決まりスケジュールをうまく決め
て最終プレゼに向け共同作業を進める。全員納得しないととにかくチー
ムには参加しないと言うものも出てくる。事実、最終まで一人で案をまと
めたものもいた。何となく、自分の意見を簡単に引っ込めてしまう日本の
学生とはその辺が違うがこれは一長一短であろう。
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ロンドン大学バートレット校大学院
マスター・コース（2010年）

「ロンドン大学バートレット校マスター・コース」

ロンドン大学バートレット校での参加学生はMaster Courseであっ
た。ロンドン大学バートレット校は現在スイスのETHなどと共に建築学
デザイン教育に於いて世界のトップレベルの評価を得ている学校であ
る。かつては同じロンドンのAAスクールが一世を風靡し、70年代から
80年代にはピータークットなどかつてのアーキグラムのメンバーを中心
とした指導陣のもと、現在世界中で活躍している著名な建築家の多く
を輩出した。世界中から俊英が集まり、まさに世界の建築教育のトッ
プと自他共に認められた訳である。しかし、ピーター・クックがUCL
のバートレット校（University College London, the Bartlett School
ofArchitecture）に主任教授として移って以来、AAスクールはそのトッ
プの座をバートレットに譲ることになった。現在ピーターは引退して若
い教師陣が彼の思想を引き継ぎ熱心に指導を行っている。
私とバートレットとの付き合いは10年以上も前に遡る。私が2000年
の冬、ロンドンに着いた日、約束通りに当時Directorとして教鞭をとっ

面積を守りながら高さを大きくとり、その
中での空間利用を考える案である。やや
フライングながらも垂直空間の利用法も
面白いという事で許可した。床に水回り
を設置しておいてそれが機能に応じて上下
する仕掛けが用意されている。

ていた古くからの友人C.J.LIM教授に電話をしたら、ちょうどその日の
午後にマスターコースの講評会クリティックがあるから来ないかと誘
われ参加し、ピーターはじめ当時の教授陣と親しく付き合ったのが始
まりである。その時は2001年に開催されたミュンヘンでの個展のため
の展示用垂れ幕スクリーンが出来たのをミュンヘン展覧会場に打ち合
わせに持って行く途中だった。クリティックが終わった時、ピーター・
クックがその展示物をここで見せろということになり、壁に取り付け
説明したらピーターがここでもその展覧会をやろうということになり、
じゃあ講演会もということになり、2001年にバートレット校のホール

The world Report
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を借り切って4週間程、展覧会を行った。それ以来の付き合いである。
C.J.LIM教授を2004年に千葉工大へ招待し、1週間ほどバートレットと
同じ課題を出してもらい指導してもらったこともある。その時には同
時にOMAのPartnerのOle Scheeren にも来てもらった。今回のバー
トレットでのワークショップ・Super-Minihouseに参加した学生メン
バーは大学院の学生約20名程であった。中国4名、スペイン3名、ギリ
シャ 2名、アメリカ2名、カナダ1名、イラン2名、インド3名、ドイツ
1名、ウクライナ1名という多国籍構成で流石にバートレット校だと感
心した。初日の午前、講演会と主旨説明を行い、午後は個人個人の学
生に案を出させ、夕方遅くから夜遅くまでディスカッションを行い全
員の案を見ていった。比較的考え方の近い案を5つのグループに分け、
翌日から5グループにより案をまとめるよう指導した。2日目の午後大
学に行くと、流石に世界中から集まる俊英で、驚くべき速さで案をま
とめていた。各グループ毎にテーブルを回り、スケッチを描きながら
ディスカッションを続けていった。C.J.LIM教授とも話したが、ここ10
数年、バートレットでは学生がコンピュータ表現に頼り過ぎる傾向に
あるため、ここ数年は手描きのスケッチを重視しているとのことであ
る。そのため皆驚く程、スケッチ能力が優れている。昨年の7月シド
ニー大学大学院でグレン・マッカート氏のワークショップのクリティッ
クにゲストとして参加したが、そこでも注目したことはコンピュータ
を一切使わせないことで、皆、大量の手描きのスケッチを最終プレゼ
ンテーションで壁に貼付けていたのが印象に残る。2日目の夜、5チー
ムの方針はほぼ固まり、学生達は2日目にして早くも模型を作り出した。
バートレットの学生の出身地はEUが6割、アジア、アメリカ、アフリ

シリンダーに 水 平 回 転 する二つ の ボ
リュームを考え、それらが回転しながら
利用形態に応じて様々に異なる空間が
作られるという案である。これだけの単
純な仕掛けでもそれを深く掘り下げ、可
能性を徹底的に追及している。

カは4割だそうである。近年の特徴として中国からの学生が増え続け
ているそうである。北京の清華大学でも何度も製図室を訪れた事があ
るが、中国の学生のレベルは10年前に比べて数段、上っている。昨年、
ベトナムのホイアンで中国、韓国、日本、ベトナムが参加し「卒業設
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計・アジア一展」を行ったが、日本の学生の作品はゲーム感覚に満ちた
ものや、内向きのものが多く、国の勢いもあるのだが中国に比べるとか
なり見劣りが感じられた。今回のバートレットのワークショップでも中国
の学生（清華大学、同済大学卆等）の優秀さが目立った。3日目は全員、
スケッチの最終段階に入った。模型を作りながらシナリオ、デザイン、プ
レゼンテーションをA1紙に割り付けながら午後からは作業を分担し、そ
れぞれ全員がプロダクトに邁進し始めた。学生の年齢はまちまちで自国
の学科や大学院を卒業した後、あるいはしばらく勤務した後バートレット
に来た者など雑多で、結婚しているものも多く午後６時過ぎになると保育
園へ子供を引取ってそのまま帰宅するものもいた。しかし、彼等は自宅
で相当仕事を進めていたようだ。バートレットは大学での作業は夜10時
までである。作業時間が足りないのではないかと随分心配したが、帰宅
後、各自メールでやり取りをしながら、バラバラに住んでいても翌日には
案がきちんとまとまったものになっている。
4日目は流石に各グループとも担当に集中していて声をかけるのも、
垂直ヴォリュームに水平の床が自由に設
置できるように作られる。普段は最小限
の床スペースで過ごすが友人や来客が来
たり、特別のしつらいが必要な場合は必
要に応じて床が設置でき空間が可変す
るという案である。

はばかられた。バートレットの地下はまるまるワンフロアが模型耕作
室になっている。しかもその外部の広いサンクン・ガーデンも屋外作
業に使えるのでかなり広く、工作機械、工具、模型材料も豊富である。
そこには機械を扱う専門技術者もいて学生を指導してくれる。コン
ピュータによるレーザー・カッターなども揃っていて、鉄、木、アクリル、
プラスティック紙など、あらゆる材料の模型製作が可能である。私も
しばし、模型室で学生と作業をしたが、非常にエキサイティングな経
験だった。
5日目の午後からC.J.LIM教授、スチュアート・ムンロ講師もクリ
ティックに参加し、多くのオブサーバー学生も交えて最終プレゼン
テーションが大々的に行われた。大スクリーンにそれぞれのチームに
よるパワーポイント・プレゼンテーションが映し出されその前面の机
に1/10の模型が置かれ、チームの学生が全員で説明をしていく。お互
いが気づいた事を補い合い、各自工夫をしながらプレゼンテーション
を行っていった。日本の学生と大きく異なるところは、各自がきちん
と強い主張と自信をもって怖じけることなくプレゼンテーションを行
えることであった。5案はそれぞれ独自のアイディアを持ってレベルの
高いものであった。特筆すべきはわずか4日の時間で、3人のチームが
驚くべき密度と量のプレゼンテーションをこなしたことだった。
ロンドン・バートレットとは今後も付き合いが続いていく。4月に

この案は、最もダイナミックなものであった。平面的
に15平方メートルの延床球体の中に住宅としての機
能を全て納めてしまいその球体が自由に回転すること
により世界中を移動できるというものである。

は最終プレゼンテーションにも参加した講師のスチュアート・ムンロ
氏が来日し、JIAと千葉工大で講義をしてくれたし、10月には別の教
授も来日し、千葉工大で講義をしてくれることになっている。私自
身も今年8月には修士設計の最終審査委員として（外部からの招聘：
External Exanminer）参加する。責任の重い役割なので躊躇したが
日本の建築教育との比較など学ぶべきことが多いものと期待して参加
することにした。トリノ工科大学には今年の秋に千葉工大の学生が訪
問し、1週間の共同ワークショップを行うことを計画している。

The world Report
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外壁に多くの曲面のシェルターを設置しておいてそれ
らが自由に回転することによりライフスタイルに合わ
せ、様々な空間を作り出していこうという案である。

JIA 2011. June-July

The world Report Ⅴ

中国北京清華大学大学院

「清華大学大学院」

清華大学は学部5年、大学院修士課程2年だが今回のワークショッ
プには修士1年が参加した。清華大学の受験システムは面白い。日本
のように全国一律で試験を行い、その時の一発試験で合格を決めるこ
とはしない。各省ごとに人数の割り当てが決められているので北から
南まで地域性が多様である。これは大事なことで一極集中を避ける意
味でも、やがて卒業生が全国に散らばり、中央の最高教育を全国隅々
までいきわたらせることができるという意味でも大きなメリットがあ

いくつかの入れ子の箱を垂直水平に移動可
能なように設置して空間の可変性を追求し
た案である。これは中国の伝統の収納箱か
ら発想されたものである。

る。日本も受験システムを考えていかないと、都会の試験テクニック
に特化した者だけが一流というところに進むことになる。本当に有能
な人間がうずもれてしまうという恐れがある。この清華大学には世界
中の最新情報が集まる。世界の多くのトップアーキテクトが中国で仕
事をしていて彼らが大学に立ち寄り、講演や講評を行い、教育に貢献

楕円の二焦点の数学的
性 質を生かし、二つの
焦点を結ぶ辺と楕円状
を自由に移 動する点に
よって作られる二 辺に
よって、裏 表 の関 係で
合計4面できる壁を駆使
し、ライフスタイルに合
わせて可変空間を提案
しようとするインテレク
チュアルな案である。

するのである。コンセプト・アイディアのまとめ方といい、造形とい
い、表現といい完全に世界のトップレヴェルに達している。しかも日
本のように即ヨーロッパ移入というわけではない。そこは中華思想の
国、まず自分たちの価値観に置き換えてみる。自分たちのライフスタ
イル、歴史、文化には大きな誇りを持っている。21世紀の建築様式は
中国が作るという国家の命題も背負っているのである。初日に説明の
ための講演を行った後、質問が集中した。日本の場合、質問を尋ねて
も誰も手を挙げないことに比べると大きな違いである。チーム編成が
ユニークで担当教員が決める。これはあらゆる場面で目にしたが中国
の特徴かもしれない。韓国も似たところがあるがこれは儒教から来て
いるのかもしれない。実際にエスキースを進めていくと地方性が出て
面白かった。何しろ人口13億で国の端から端まで飛行機で5時間もか
かる国である。光、風、水などの自然のとらえ方が全く違う場面も見

積み木のようにセル
フビルドによりどこ
へでも簡単に運べる
という提案で実際に
自分たちの手でいく
つかのパターンを作
り出している。

られた。
一方で表現は世界の最新流行をきちんと押えている。
数学から、
中国伝統から、風水からと発想の幅も広くアイディアも独自性を持っ
た極めてユニークなものが多い。これから世界をリードする建築家が
続々と生まれてくるような気がする。

この案は上下2段、それぞれ単独に水平
移動するヴォリュームを組み合わせ、
様々
なライフスタイルに対応できるように工
夫されている。

上下の二つのヴォリュームが垂
直に移動しながら可変する。そ
れに従って断面、すなわち空間
が自由に可変するという提案で
ある。
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支部 便り
関東甲信越支部
アーキテクツ・ガーデン
実行委員長

アーキテクツ・ガーデン2010建築祭

「デザインという未来」

柳学

〈柳学アーキテクツ〉

UIA2011東京大会 プレイベント

JIA関東甲信越支部では毎秋、委員会、部会、地域会等が中心となって
「アーキテクツ・ガーデン」という建築に関わるイベントを開催しています。
ここ数年は、神宮外苑をメイン会場として開催される「Tokyo Designers Week」の
サテライト会場のひとつにもなっています。

アーキテクツガーデン2010建築祭は10月27日～ 30日に昨年と
同じ建築家会館と建築家クラブで開催し、さらに翌週11月1日～ 5
日はサテライト会場として INAX-GINZAで開催しました。メイン
会場である建築家会館では、杉並、港、城東、城北、千葉、神奈
川、長野、群馬、中野、各地域会の活動展示パネルや、新会員作
品紹介、相談委員会やメンテナンス部会等のパネル展示や、住宅
部会の多数の模型展示などに多くの参加者が集まりました。
2010年のテーマである「デザインという未来 UIA2011東京大会
プレイベント」としてUIA2011東京大会のパネルや今年の一大イ
ベントである「建築家プレミアムオークション」の出展品パネル
も展示されました。翌週のINAX では、ミケランジェロ会美術展、
建築家のメモ展、建築家写真倶楽部や建築CGの力作も展示され

メインセミナー

ました。また、都市デザイン部会、住宅再生部会、新宿地域会、
建築相談委員会、メンテナンス部会による各種セミナー、そして

メインセミナー講師
の藤森照信氏

保存問題委員会、群馬地域会、神奈川地域会によるエクスカーショ
ンなども行われました。
11月2日開催のメインセミナーには、建築史家で建築家でもある
藤森照信氏に来て頂いて「21世紀デザインの始原」というテーマ
でお話し頂きました。歴史的な視点を踏まえ、現在がある種デザ
インの過渡期かもしれないという観点からの興味深いお話でした。

建築家会館・
住宅部会模型展

建築家会館・
新会員パネル

建築家会館
会場風景

INAX-GINZA・ミケランジェロ展
撮影：立石博巳
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INAX-GINZA・建築CG画廊

INAX-GINZA・建築家写真倶楽部

建築家プレミアムオークション
【オークション参加建築家】

芦原太 郎氏、安 藤 忠 雄 氏、乾 久 美 子氏、
北川原温氏、隈研吾氏、鈴木エドワード氏、
妹 島 和 世氏、谷口吉生 氏、西 沢 大 良 氏、
坂茂氏、藤森照信氏、槇文彦氏、山本 理
顕氏、横河健氏

オークション会場
撮影：立石博巳

槇文彦氏のリトグラフ
撮影：立石博巳

「建築家プレミアムオークション」は「UIA2011 東京大会 プレ
イベント」に相応しいイベントとして、そして UIA 東京大会の運

安藤忠雄氏のドローイング 撮影：立石博巳

営費の一助となればということで開催しました。槇文彦氏、安藤
忠雄氏、谷口吉生氏、山本理顕氏、隈研吾氏、妹島和世氏等々の
錚々たる方々からドローイングや作品集、椅子などを寄付して頂
き、
ヤフーオークションで行いました。11月3日に建築家クラブにて、
ヤフーオークションのサイトを映しながら落札会をして、総額約65
万円の売上げがあり、オークションにかかった費用等を差し引いて
寄付いたしました。オークション開催には大変な苦労がありました
が、アーキテクツガーデンの目的の一つである建築家と市民をつ
なぐ役割がここでも果たせたこと、そしてわずかですがUIA 東京
大会に寄付できることで、今後に繋がるイベントになったと思いま
す。 多くの参加者とラージファーム、
建築家会館等の協力を得て、
実りある建築祭が実現できました。ここに関係された皆様に深く
感謝申し上げます。

藤森照信氏のドローイング 撮影：立石博巳
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関東甲信越支部
JIA神奈川

建築WEEK ２０１１ 横濱建築祭

2011横濱建築祭実行委員長

青木恵美子

「CROSS×CROSS」

JIA神奈川では毎年建築WEEKとして春か秋に建築祭を、卒

した逗子市長もパネリストとして建築家長島孝一氏、飯田善彦氏、

業設計コンクールを2月か3月に開催してきましたが、2010年度は

そして市民代表とともに熱いトークを語っていただき大いに盛り

建築祭と卒業設計コンクールと合体させて、2011年2月24日から

上がりました。その後は100名を超える人が参加して熱気溢れる

3月1日まで“横濱建築祭”として開催しました。どちらも20数年

CROSS×CROSSパーティーが行われました。

の歴史があるイベントですが、2010年度は多くの方にJIA神奈川

社会的資産である建築文化を創造するために市民と交流しな

の活動を見ていただこうと「交流」をコンセプトにして、
「建築」

がら構築していく「建築の力」を再認識しました。多くの参加者、

を通して市民、行政、学生、こども、民間企業など多くの人と

関係者、協賛を頂いた企業様、賛助会の協力を得て実りある建

CROSS×CROSS（交流）しました。

築祭をできましたことを皆さまに感謝申し上げます。

BankART NYKホールでは卒業設計コンクールを中心に、シ

2012年の建築祭「交流＝CROSS×CROSS」はますますバージョ

ンポジウム、PechaKuchaナイト、近代建築展、こども空間ワー

ンアップしていこう！と神奈川の会員はすでに来年に向けてス

クを。またヨコハマ創造都市センターでは市民向けシンポジウム

タートしています。

を。山手西洋館234番館ではすまいの模型展、建築巡り、すまい
Café、すまいワークとさまざまなイベントを３つの会場で行いま
した。
また馬車道駅コンコースには案内オブジェをディスプレイし、
1000名を超える多くの方に建築祭にご参加いただきました。
シンポジウムはUIA連続シンポジウム「2011年の建築家を考え
「これからのまちの話をしよう！〜地域をつく
る」の一環として、
るためのちから〜」として、2010年度プロポーザルコンペを実施

卒業設計コンクール展示
シンポジウムの様子

関東甲信越支部
JIA 日本建築家協会「市民住宅講座」第３回 墨田サテライト・セミナー

「下町情緒と東京スカイツリー」

関東甲信越支部
−城東地域会・事務局

庫川尚益

−住み続けられる安全・安心なまちづくりをめざして−
墨田区には木造住宅の密集地域が多くあり、地域危険度の高い

族です」という言葉は印象に残りました。また小梅二丁目の3 人

地区が多数存在します。これらの地域を安全で快適なまちに改善

の女性による戦後から現在までの思い出や、当時の人情に触れた

するために、個々の建物の耐震性・耐火性の向上の重要性と下町

お話しに感動された方も多かったようです。町会の方達のまちを

情緒のある街並みについて、東京スカイツリーの地元区民ととも

愛する気持ちは強く、こうした考えを地域の若い人々に伝えてい

に学び考えるためのセミナーを、城東地域会と住宅部会との共催

こうとする姿勢・工夫も見受けられました。この努力が、安全で

で、平成22年11月24日、すみだリバーサイドホール・第一会議室

快適なまちづくりに結びつくものと期待します。東京スカイツリー

にて開催しました。
コーディネーターを庫川、司会を岸氏（ともに城東地域会）が

の建設をきっかけとして、今一度地域について考える良いきっか
けづくりになったと思います。

担当。まず墨田区都市計画部建築指導課長の島﨑氏が「住み続

小梅町会の
みなさん

けられるまちづくりに向けて」という内容で、区の防災への取組
みなどについて説明。次に住宅部会員で下町在住の宮島氏が「路
地の魅力と安全な住まい」について暮らしと建築の話を。そして
小梅二丁目町会の、金子さん、青木さん、中川さんから「下町ぐ
らしの今昔」について、興味深いお話を頂きました。最後は座談
会形式で、参加者も交えた活発な意見交換が行われました。
小梅二丁目町会長はじめ多数の地元区民を中心に、ほぼ定員の
40 名が参加。安全で住み良い環境づくりのためには、地域コミュ
ニティが機能していることも重要で、特に金子さんの「町会は家
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セミナー風景

東海支部

JIA東海設計競技の27年
そしてこれから

愛知地域会

吉川代助

Webサイトで、
「JIA」を検索してみます。真っ先に「
（社）日

当初の応募者たちは、そんな変化を肌で感じながら、運営や

本建築家協会 JIA」と表示されます。あたりまえか。JIAコン

審査する立場になりました。テーマや応募案は、時代を写して変

ペが真っ先に表示されなくて少しがっかり。でも、その他のキー

わり続けています。これからもきっと変わり続けることでしょう。

ワードで、JIA新人賞、JIA環境建築賞、JIAセミナーと並んで、

でも一つだけ変わらずに受け継がれていることは、建築が大好き

JIA東海コンペが出てきます。Googleの検索ロボットがJIAを代

な人たちが建築の未来を信じ、発信し続けることだと思います。

表する各賞と並んで選択してくれているわけです。27年のという

テーマ、課題文の策定からはじまり、ゲストを迎えての審査。毎

時間と、実績（関わってきた皆さんの情熱をフクム）があるから

回とてもあつい論議が繰り返されています。応募する側、審査す

でしょう。

る側。立場は違ってもケンチクを通して互いに切磋琢磨していく。

この10年余りの運営に携わりながら、27年のという四半世紀を

そんなコンペであり続けてほしいと願っています。

超える時間がこのコンペに何をもたらし、また、何を与えてきた
のか？そんなことに考えがめぐります。
地方の建築家が何を発信できるのか？そんなことを問いかけら
れた創世記。そして、バブル経済からその崩壊を経て、建築を取
り巻く環境は大きく変化し、応募案は手書きからCADを使ったも
のへ。その間に、応募数は50前後～ 100と少しずつ増え、現在で
は300を超えるまでになっています。応募者のエリアも東海北陸
エリアにとどまらず、現在では、全国からの応募があります。そ
して、そのレヴェルは、地方のコンペとは思えない高さです。

審査風景

東海支部

「愛野めぐみ教会設計コンペ」
の開催
平成21年6月、JIA静岡の事務局に、教会の設計、建築へのア
ドバイスを求める袋井北教会からの一本の電話があり、これが発

静岡地域会

清峰 芳

秀案に推されることになった。以降、当事者同士で契約の運びと
なり設計が進められている。

端となって「愛野めぐみ教会設計コンペ」の開催に至ることになっ

このコンペにより教会側の望む質と、その設計を通して成長す

た。鳥居JIA静岡会長自ら実行委員長になり、JIAコンペ実行委

る建築家の将来のその両方を約束できた。と事後の報告で実行

員会を立ち上げ、教会と７回ほど意欲的に協議を重ね、事業規

委員長は述べている。また、このコンペの成功は他の地域会にお

模、スケジュール等確定させてJIA静岡がコンペを運営すること

いても参考に出来るとともに、積極的に市民にアピールできる取

になった。
このような形で市民と関われることはまさにJIAの存在意義そ

組みやすい事業であると信じている。現に静岡では別の教会のコ
ンペの話もきている。

のもので、建築家の職能団体として設計者選定を透明性、公平

コンペ一等案

性を最重要視し道案内することにより、信者の長年の悲願に応え
ようとするものであった。
一次審査で17案が５案に絞られ、4月10日の二次審査ではこの
５案を60名余りの関係者が見守るなかで、公開で行われた。芦原
太郎審査委員長（JIA本部）以下、小田義彦氏（JIA愛知）
、尾林
孝雄氏（JIA静岡）と教会側から金山徳牧師、ほか２名の計6名
の審査員により、各自20分のプレゼンテーションと20分の質疑応
答が行われた。それぞれに質の高い力作ぞろいだったが、3点の
絞り込みの後最終的に小塩康史（VAN.アーキメディア）が最優

審査風景
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支部便り

東海支部

「支部の中の愛知地域会」
愛知地域会は会員数約300名で、東海支部の中核をなしていま

愛知地域会会長

谷村 茂

それぞれの委員会がルーティンワークをこなすと共に、地区会や

す。恐らく現時点では全国でも一番大きな地域会でしょう。その

研究会でも活発に事業を行っています。賛助会も委員会を構成し

会長は、行政の委員会や建築関連団体で数多くの役職を担って

て、地域会への広報・新技術の紹介といった勉強会と年2回の会

いる関係上、1月の新年会、3月から5月の総会シーズンになると

員ゴルフ会を企画しています。愛知地域会は、支部の３大事業に

非常に忙しく、日程調整が大変です。特に、この時期は建築士会、

も積極的に参加していますので、委員会が重なった委員はかなり

建築士事務所協会、ＪＩＡの3会の会長は、自分たちの会員と会

苦労します。東海支部は４地域会から成り立っていますが、歴史

うより互いに会う頻度が高いのではないでしょうか。

的に支部は本部と地域の調整機関であり、実際に事業を動かして

さて、愛知地域会では2年毎の役員改選期に、全会員がどこか

いるのは地域のパワーといっていいでしょう。会員名簿、建築家

の委員会に所属する事を求められていますので希望を取り、調整

カタログ、保存情報Ⅰ、Ⅱといった出版を含めて今後も若い会員

した後、配属されます。2 ～ 3委員会を室長と担当副会長がまと

のパワーを得て継続させていくものと思います。

めていきますが、活発な委員会が多い室長は出席するだけでも大

愛知地域役員会の様子

変です。会長以下、副会長、会長補佐、室長と10常設委員会、2
地区会と3研究会の委員長で議決権のある役員を構成し、監査と
オブザーバーが加わり、役員会を構成しています。役員会は基本
的に毎月開催されますが、本部、支部報告と続くとかなりの時間
が必要で、通常の2時間では地域問題の審議・協議時間が十分取
れないのが実情です。
委員会活動は活発な委員会と低調な委員会に分かれますが、

東海支部
JIA愛知地域会保存研究会

「保存情報Ⅱ－
東海四県ふるさとの歴史環境を訪ねて」発刊

愛知地域会

澤村喜久夫

東海支部機関誌『ARCHITECT』に2001年から毎号掲載して

て、本書では建築史学的な情報に加え、各会員の多様な価値観

いる「保存情報」は、これまでに取材、紹介した建造物などが

でそれぞれの物件を紹介しており、書籍として後世に残す意義は

計230件（2011年4月現在）となりました。これらの記事をまとめ、

大いにあるものと考えています。

書籍として2005年に『保存情報Ⅰ』を、
そして昨秋には続編の『保

本書は写真と説明文の他に、アクセス、地図、公開状況などの

存情報Ⅱ』を出版しました。東海四県（静岡・岐阜・愛知・三重）

データを掲載し、ガイドブックとしても活用していただける構成と

における、登録有形文化財をはじめ、歴史的建造物や歴史的環

しました。広く一般の方にも利用していただけるよう、丸善書店

境など115件を紹介しています。
機関誌の連載は、保存研究会会員一人ひとりが身近にある歴
史的環境を発掘し、また近代も含む登録有形文化財の存在を広
く紹介することを目的に始まり、会員が順次持ち回りで執筆を担
当しています。そのため取材する物件は会員が各々の考えで選び、
それぞれの視点から記事にしています。
この保存情報に掲載された物件の中には、既に取り壊しを余儀
なくされた建物があります。また掲載後に登録有形文化財に登録

名古屋栄店、Amazon（インターネット）での販売も行っています
ので、是非ご覧ください。なお書籍に関する問い合わせは、東海
支部愛知地域会保存研究会（東海支部事務局052-263-4636）まで。
掲載建築物等
名古屋大学豊田講堂／揚輝荘／文化のみち二葉邸(旧
川上貞奴邸) ／名古屋陶磁器会館／料亭河文／名古屋
テレビ塔／旧国鉄中央本線廃線トンネル群(高蔵寺～多
治見) ／墨会館／伊賀八幡宮／豊橋市公会堂／旧見付
学校／名和昆虫博物館／岐工記念館(旧岐阜県工業試
験場) ／六華苑(旧諸戸清六邸)ほか

された建物もあります。文化財や歴史的資産は、地域の中で人々
の営みと深く関わりながらその意義や価値を形成してきました。
これらを継承していくためには、魅力的な形で分かりやすくその
価値を後世に伝えていくことも重要です。そういった意味におい

022

JIA 2011. June-July

『保存情報Ⅱ』
編集・発行：
（社）
日本建築家協会東海支部愛知地域会保存研究会
Ａ5版・248頁／ ISBN978-4-9902849
／ 1,500円（税込み）

東海支部

設計者選定始末記
「最優秀者／伊東豊雄、優秀者／槇文彦、準優秀者／藤本壮介
以上決定致しました」

岐阜地域会会長

山田貴明

作品概要、開発コンセプトに対する考え方などの資料を提出受
付がなされ、70者の応募があった。

岐大医学部跡地の新図書館設計者の選定結果の発表が、審査委

資質評価に重点をおいた「公募型プロポーザル方式」で、こ

員長北川原温氏より、固唾を飲んで聞き入る聴衆の前で発表され

の中から12者が第1次審査を通過し、この時点でいわゆる大手組

た。

織事務所はほとんど姿を消している。年が明け、平成23年1月に

３者に至る迄にも世界的に著名な建築家、大手組織事務所、

は、12者より提出された簡易提案書などの資料から3者が決定さ

70者が参加した今回の公開プレゼンテーションヒヤリングには、

れた訳だが、いずれも世界に名立たる建築家であり、どの様な

主催者である岐阜市も戸惑うほど多く市民が集った。
大型公共施設設計の業者選定において、行政の選定手段の一
つとして東海地区では初めて資質評価方式（Q.B.S）を取り入れ
た事も、多くの参加があった一因ではないか。

基準で評価されたか、未公開であり講評もない為、大変興味深
いところである。
審査委員の中で、行政の立場からの副市長の質問で、今後設
計の行程で地域住民のパブリックコメントとのすり合わせ、ワー

ここに至るまでの経緯としては、平成16年に跡地利用について

クショップの進め方等に対

有識者による検討委員会を設置され、市民の意見を募集して平

する要望があり、我々岐阜

成18年には基本構想が作成された。

地域会としても一市民とし

大学病院の移転に伴い、中心市街地にぽっかりと空いた隣接地
を含めると約4ヘクタールの広大な跡地が果たしてどうなるのか、

て興味深く今後に注目して
いきたいと思う。

市民の関心、注目が集まった。
平成22年10月設計者募集の公告、11月には、会社概要、代表

プレゼンテーション風景

東海支部
会員のスキルアップを目指したユニークな研修

「森羅万象匠塾」と
「デザインとディスカッション」

三重地域会会長

村林 桂

三重地域会では、
広く地域社会に発信する事業として、
毎年「建

に参加すること、②恥ずかしがらない、③相手を論破することで

築文化講演会」
「建築ウォッチング」
「巡回建築展」を開催する一

はない、④抽象的な論議を避ける、という４つのルールあり、そ

方、会員のスキルアップを目的にする事業を盛んに行っています。

れ以外何でもOKです。毎回テーマが設定されるわけですが、昨

ひとつは「森羅万象匠塾」と名付けた事業で、建築以外の広

年は「ひとにやさしいデザイン」というテーマで、会員の中西氏

い世界に目を向け、匠の技を現地やアトリエへ出向いて体験しよ

と平野氏による発表があり、それぞれ独自の立場から「ひとにや

うという企画です。今まで、陶芸家、林業家、瓦職人、家具作家

さしい」建築への思いを議論しました。

などの匠の話を伺うことで、建築とは異業種だが共通した「もの

これらの事業は、当初「例会で集まる機会にもっと有意義なこ

づくりの世界」を学習してきました。昨年は、愛知県瀬戸市で手

とをやろう」という掛け声から始まったと記憶しています。それ

作りタイル工房を営む有限会社ベイスの横井敦彦さん暢彦さんご

が発展して、今や会員にとって貴重な体験学習の場となり、会内

兄弟の工房にお邪魔しました。古い町工場で、お世辞にも近代的

だけでやるのは勿体無いとの声も出始めています。折しも、JIA

とは言いがたい工場では10名程の職人さんが手際よく作業をして

の定款改訂の一環で準会員制度が設置されつつある中、事務所

いました。効率化された大量生産のタイルしか市場に出回らない

スタッフや学生などを準会員として、これらの事業に積極的に参

昨今、横井さんのポリシーにもとづく手作りにこだわったタイル

加できる環境を整えることが急務だと考えます。

は今や多くの著名建築家に認められています。
もうひとつは、
「デザインディスカッション」という企画で、２

タイル工房での
製作風景

名の会員がプレゼンテーターとしてテーマに沿って自作を発表し、
他の会員が意見を出し合うというもので、時には白熱した議論に
なる場合もあります。この企画には、①指名された会員は積極的

タイル工房での
レクチャー
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2010年度 日本建築大賞・JIA新人賞・日本建築家協会賞
日本建築大賞
●犬島アートプロジェクト「精錬所」

三分一 博志

三分一博志建築設計事務所

外観

写真：新建築写真部

Earth Gallery内観

写真：阿野太一

JIA新人賞
●House C –地層の家–

●house K

大 地から地層が 隆 起
したような外観
南西から見る
写真：新建築写真部

海に向け大きく開いたリビング・ダイニング

中村 拓志

NAP建築設計事務所
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1階を見渡す

写真：新建築写真部

宮 晶子

STUDIO 2A

JIA NEWS

日本建築家協会賞
●長岡市子育ての駅千秋「てくてく」＋千秋が原南公園＋信濃川桜づつみ遊歩道

山下 秀之
長岡造形大学

建築全景。円形造園ユニット（花壇）
のまわりに水の流れと子どもたち
写真：山下真理子

写真：山下真理子

●広島市民球場

仙田 満

仙田満＋環境デザイン研究所

さまざまな条件から全体の形を
非対称とした 写真：広島市

奥田 實

奥田建築事務所

佐藤 尚巳

佐藤尚巳建築研究所

内野2階スタンドよりグラウンドを見る

金箱 温春

金箱構造設計事務所

●木材会館

外観。木のテラスが、広場とワークプ
レイスを、街と建築をつないでいく
写真：雁光社／野田東徳

山梨 知彦
日建設計

勝矢 武之
日建設計

ホール見上げ。ドレープ状の木の
構造体の間から光が差し込まれる
写真：nacasa & partners
JIA 2011. June-July
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2011年度 新役員紹介

さいかつ いくお

あかはね

推薦者:東條隆郎、室伏次郎、堀越英嗣

推薦者:芦原太郎、伊平則夫、上浪 寛

西勝 郁郎（関東甲信越支部・理事）

略歴 ●（関東甲信越支部）2006年～ 2008年 副支部長、2009年～現在 総
務委員会委員長、 2009年～ 2010年 副幹事長、2010年～現在 副支部長（理

よしと

赤羽 吉人（関東甲信越支部・理事）

略歴 ●1973年3月 早稲田大学理工学部建築学科卒業、1973年4月 （株）林
魏建築設計事務所入、1998年11月 ㈱林魏建築設計事務所代表取締役就任、

事）
、
（JIA本部）2009年～現在 理事、2009年～現在 建築家資格制度委員、

現在に至る。2008年5月～ JIA関東甲信越支部長野地域会
（JIA長野県クラブ）

2009年～現在 総務委員会副委員長、2010年～現在 財政再建諮問会議委員
所信●公益社団法人を選択し、新たなスタートを切る事になったJIA。益々コン

会長、2009年4月～ JIA関東甲信越支部常任幹事、2010年4月～ JIA関東
甲信越支部副支部長 UIA大会支部推進委員長

プライアンスの向上に努め、健全で持続可能な次世代の社会システムに対応する
建築家協会にシフトしなければ成らない重要な時期に有る事を強く認識しており

所信● 長野地域会会長としての活動をベースに、関東甲信越支部の常任幹事
並びに副支部長として地域会の実情や意見を支部活動に反映させる役割を担っ

ます。また、建築家資格制度の社会的制度の定着から建築基本法制定等を含め

てきましたが、JIAとしての公益法人化に向けての動きや会員種別・地域会のあ
り方についての検討、建築を取り巻く法制度や資格制度の見直し・制定に向け

た、建築家を取り巻く法整備も目指さなければなりません。JIAでは、本部・支部
共に財務を中心に「財政再建」に深く関わり、本部総務委員会では「規則・細則」
および「事務局体制改革」の各W.G主査として活動して参りました。微力ですが
新生JIAの一助に貢献できればと考え立候補致しました。

たJIAとしての対応等に重要な決断を迫られる局面に当たり、地域会活動や支
部活動の実績を生かした大局的判断を下せる理事として活動を行いたいと考え
ております。

なかむら たかよし

きたがわ まさる

推薦者:上浪 寛、室伏次郎、森岡茂夫

推薦者:東條隆郎、伊平則夫、大澤秀雄

中村 高淑（関東甲信越支部・理事）

北川 勝（関東甲信越支部・理事）

略歴 ●2006年度～ 2007年度（社）日本建築家協会 関東甲信越支部 幹事・
広報委員長他、2008年度～ 2009年度（社）日本建築家協会 関東甲信越支部

略歴 ●1974年 大阪市立大学工学部建築学科卒業、1974年 株式会社安井
建築設計事務所入社、2002年～現在 日本建築家協会基本問題委員会委員

常任幹事・広報委員長他、2009年度～（社）日本建築家協会 神奈川地域会
副代表他、2010年度～（社）日本建築家協会 本部広報委員長他
所信●若輩者ではありますが2010年度より本部広報委員長を務めさせていただ
いております。いよいよUIA2011東京大会の開催の年となりました。この大会は

所信● 現在、建築を取り巻く環境は極めて厳しい状況にありますが、これは急
速に変化していく社会に我々建築界の制度・ルールが合わず、また消費者の意
識の変化に翻弄される状況になっていることが原因と考えます。かつてこの業界
の良い時代に最も元気で仕事をできた世代の私供にとって、少しでもこの状況を

単なる建築家のお祭りではありません。建築家の職能を考え、それを広くPRする
契機であると考えています。諸先輩方の悲願であるこの大会を実りあるものにす
るため、主に広報面で大いに汗をかきたいと思います。任期中には、印刷媒体と
デジタル媒体の特徴を活かし、効率的な会員相互間の情報交換の場を提供する

改善し、信頼を得、自信と誇りを持てる業界にして、これから建築界で生きてい
く若い世代に引き継ぐことは、責務と考えます。JIAで基本問題委員会の委員を
10年間務め、また構造設計や工事監理を主業務として経験してきた視点から、こ
の社会に対する我々建築界の改善を強く感じており、JIAを通してさらに尽力した

と共に、これまで手薄であった対外的広報の体制を整備し、広く社会に向けて建
築家の職能確立と地位向上につながる広報を実現するべく、その足がかりを築き
たいと考えます。

いと考える所存です。

にしかわ えいじ

どうけ

しゅんたろう

西川 英治（北陸支部・支部長・理事）

道家 駿太郎（近畿支部・理事）

推薦者:青山善嗣、木藤良男、清水 純

推薦者:小島 孜、吉羽逸郎、出江 寛

略歴 ●1975年 神戸大学工学部建築学科卒業、1981年 （株）五井建築設計
研究所入所、2002年 （株）五井建築設計研究所代表就任、現在に至る
所信●私はJIA活動の原点は地域にあると考えています。それぞれの地域のメン
バーが活動しやすい体制が今求められています。昨年来JIA組織の見直しが財
政問題に絡めて議論されていますが、北陸支部を代表してより一層地域の実態と

略歴 ●現職：大阪工業大学工学部空間デザイン学科教授、
（社）日本建築家協
会近畿支部京都会会長 68才 学歴：1967年 東京芸術大学美術学部建築
科卒業、1969年 同大学院美術研究科修士課程建築専攻修了、京都工芸繊
維大学大学院工芸科学研究科博士後期課程機能科学専攻 単位取得中退
職歴：
（株）地域計画建築研究所取締役副社長を経て、
（株）都市局住文化研

支部のあり方について意見を具申していきます。また、いよいよ今年UIA大会を迎
えるわけですが、大会成功に向けて私たちの支部方針を確認しながら責任を果
たしていきたいと考えています。

究所代表取締役、岐阜女子大学家政学部住居学科教授、名誉教授、
（有）建
築地域環境研究所 所長
所信●公益社団法人としてJIAが社会的役割を果たすためには、地域に密着し
た活動が最も重要と考えます。地域の環境づくりと活性化を担う建築家の地位向
上を目指し、また、JIAの本部偏重の運営から、地域で存在感のある組織として
活性化させる組織となるよう活動します。
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ぬまた

わたる

沼田 亘（近畿支部・理事）
推薦者:小島 孜、吉羽逸郎、出江 寛

ふるかわ みのる

古川 稔（九州支部・理事）
推薦者:和田正樹、市川清貴、下山道男

略 歴 ●1951年 兵 庫県 生まれ、1975年 神戸大学工学部 建 築学 科卒業、
1975年 株式会社昭和設計入社、2006年 株式会社昭和設計 代表取締役

略歴 ●1969年 鹿児島大学工学部建築学科卒業、1972年 鹿児島大学大学
院工学研究科建築計画コース修了、1972 ～ 1989年 一級建築士事務所（株）

社長、2010年 日本建築家協会本部理事 JIA登録建築家
所信●建築家が社会のために貢献できる環境を整備していくため、建築家の社

AOI美建、1989年～現在 一級建築士事務所（株）アーキ・プラン（ARCHI－

会的地位の向上とその実現をめざしていきます。1年間の本部理事としての経験を

九州支部鹿児島会代表幹事

活かし、JIAの抱える問題の解決のため、組織事務所、アトリエ事務所の枠にと
らわれず、建築家の独自性、独創性を大切にし、若い人の力を活かせるように努

所信●建築家を取り巻く業務環境の大きな変化のなかで、細分化された取り組
みや制度を一本化し、高い倫理に基づく「建築基本法」の制定を強く望みます。

PLAN）代表、1993年～現在 日本建築家協会会員、2003 ～ 2005年 JIA

いつも負の話からのスタートではなく、
「坂の上の雲」を目指す気概を持ちたいもの

力していく所存です。

です。また、今後のJIAは他の団体（建築士会、事務所協会等）との協働は勿
論のこと、医師会、弁護士会のように、団体の一本化を図るリーダーシップを取る
べきだと思います。地方において、職業倫理確立は当然のことであり、今後の建
築文化向上のために、有機的な組織づくりと地域活動に貢献したいと思います。

しまだ

じゅん

島田 潤（沖縄支部・支部長・理事）
推薦者:慶佐次 操、當間 卓、運天 勲

かわぎし

うめかず

川岸 梅和（関東甲信越支部・監事）
推薦者:上浪 寛、中山信二、西勝郁郎

略歴 ●1952年 沖縄県那覇市生まれ、
1976年 熊本大学工学部建築学科卒業、
1986年 有限会社デザインネットワーク設立、2009年 株式会社デザインネット

略歴 ●1947年 兵庫県神戸市生まれ、1975年 日本大学大学院生産工学研
究科建築工学専攻修士課程修了（神谷宏治研究室）日本大学生産工学部建築

ワークに改組 2007年～ JIA沖縄支部 副支部長
所信●UIA大会の成功を目指して支部として、しっかりと本部を支えていきたい
と思います。また、次世代を担う若手建築家に積極的に入会してもらい、支部活
動の益々の活性化を図りたいと考えています。そして、支部会員相互の交流をより

工学科研究、1976年～ 日本大学生産工学部建築工学科・創生デザイン学科、
現在 日本大学教授（博士（工学）
）JIA関東甲信越支部・広報委員会、保存委
員会、建築家認定評議会、本部建築家実務委員会、現在本部監事1984年 足
利市建築文化賞、1989年 世界デザイン博覧会奨励賞、2002年 国土交通大

活発にすることで、全員参加の開かれた支部を目指していきたいと思います。

臣賞、2008年 まちづくり月間実行委員会会長賞他受賞
所信 ● 昨今の社会環境の変化・変容に対し、JIAの社会的役割と責任は益々
増大しています。公益法人化への実施に伴い、更なる職能団体としての在り方が
問われることと思われます。加えて、JIAの先人達が目指した理念を尊重すると共
に、次世代が夢を持てる持続・継承可能なJIAに向けて、2年間の経験を活かし
つつ、微力ながら監事としてJIAに尽力・貢献できればと考えております。

2011年度通常総会事案書において、
下記の委員会報告が掲載されておりませんでしたので、
ここに改めましてご紹介致します。
■法制度委員会（松本純一郎委員長）
本委員会は、建築基本法特別委員会の活動を継承する形で設立された。その
目的は、芦原会長の提唱する次世代社会システムのグランドデザインに従い、
「建
築基本法制定の推進」を図ると同時に、建築基本法を軸として建築基準法、建
築士法等建築関連法の再整備のために、
「将来の建築関連法制度のあり方の研究
と活動」を行うことである。具体的には、建築基本法制定に向けた研究と他会と
の合意形成に基づいた制定推進運動、並びに建築基準法、建築士法等の将来
像の検討である。2010年度は、建築家資格制度委員会との合同委員会を含め５
回の委員会を開催し、建築関連法規の抜本的改正の前提となる建築基本法制定
推進活動として、建築基本法制定準備会への積極的協力や他団体との連携協力
の推進、並びに建築基本法特別委員会が作成したＪＩＡ素案の再検討を行った。
2月19日に開催された第2回建築五会共催シンポジウム「新たな建築・まちづくりに関
わる制度と仕組みはどうあるべきか」における芦原会長の発表と次世代建築生産
システム確立に向けての五会共同宣言の提案に協力した。
今年度は五会共同宣言作成へのサポート、他会との連携協力を推進すると同時
に、建築基本法制定推進に向けてのロビー活動も欠かせないと考えているが、3.11
東日本大震災によって社会的状況が大きく変化したため、再検討も必要であろう。

公告
社団法人 日本建築家協会
会長 芦原太郎

除名
5月31日開催の2011年度通常総会は、懲戒審査委員会の報告、理事会の決議並
びに定款第13条に基づき、下記2名の会員については、下記それぞれの内容に
より「除名」と議決しましたことを、懲戒規定第9条に基づき公表します。

記
被除名者：細波文彦会員
除名理由：法令に基づく建築確認の「有印公文書偽造と行使」であり、明白な
法令違反を冒し、建築設計者の社会的信用を失墜させ、法規の遵守を自ら破る、
JIAの会員建築家として有ってはならない行為で、社会的にも失格に値する行為
であること。
被除名者：由波久雄会員
除名理由：指名競争入札において不正な競売入札妨害行為罪が問われ、昨年2
月に逮捕起訴され、6月に執行猶予付の1年6 ヵ月の有罪判決が下された、という
明白な法令違反行為で、JIA会員建築家として本会の名誉を棄損し、JIAの社
会的な信頼が懸念される、
日本建築家協会会員として許されない行為であること。
以上
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理事会報告＆総会報告
2011年3月22日 臨時理事会 議事速報
●日 時： 2011年3月22日（火） 13時30分～ 19時20分
●場 所：東京 JIA本部 建築家会館1階 大ホール（WEB併用会議）
理事会冒頭、会長挨拶として芦原太郎会長は、東日本大震災の深刻な被
災状況に哀悼の意を捧げるとともに、震災翌日には、JIA本部並びに現
地に災害対策本部を設置したこと、応急危険度判定も今週から開始する
予定であること、復興計画提言の特別委員会設置と学会を中心とする他
会との連携協議を始める旨言明された。また行方不明の最後の会員1名
が無事であることが確認された旨報告があった。
【審議事項】
１．新会計年度の4月1日以降総会議決迄の予算の暫定執行が、
承認された。
２．本部慶弔規定改訂が、承認された。
３．緊急動議2案件が提出された。
１）常勤役員報酬見直しに伴う実施時期と財源については、一時不
再議の原則に則り、協議提案に切換へ協議がなされた。
２）震災に鑑みてのUIA東京大会の抜本的縮小等のJOB申入れにつ
いては、事実上JOBも協議に応じているので、動議趣旨を受け
止め、追加の協議をした。
４．なお動議に前後する課題として、以降全審議案件に対する全理事の
賛否投票は理事会で記録することが、監事提議に沿って今回以降記
録されることとなった。但し通常の議事録では明記しない。
【協議事項】
１．2011年度予算案が協議された。
２．会員種別改訂案が、定款改定案と共に協議された。
３．定款改定総会対策が協議された。
（定款改定には正会員3分の2以上
の出席と3分の2以上での議決が必要なため）
【報告事項】
１．東日本大震災の被害状況報告があった。
２．災害対策として、復興支援提言特別委員会設立意向が説明された。
３．大震災を受けて、UIA大会の大幅見直しをJOBに申し入れた結果報
告があった。
４．本部HPの更改経緯、費用と予定が報告された。
５．顧問会計士の更改が報告された。

2011年4月11日 臨時理事会 議事速報
●日 時： 2011年4月11日（月）13時30分～ 20時00分
●場 所：東京 JIA本部 建築家会館1階 大ホール（WEB併用会議）
【審議事項】
１．復興支援提言特別委員会の設置及び委員長以下委員が委嘱された。
２．2010年度名誉会員選考委員会による4名の名誉会員候補が承認された。
３．2010年度終身正会員候補3名が承認された。
【協議事項】
１．2010年度決算見込みと2011年度予算案が協議された。
２．定款改定案が、会員種別改訂案と共に協議された。
３．三春町設計施工一貫問題が重ねて協議された。
【報告事項】
１．東日本大震災に対するJIA会員による支援状況が報告された。
２．UIA大会は、開催することがJOBとUIAの調整会議で確定した。以
降縮小内容等が検討される。
３．ベルコリーヌ南大沢問題について、現況とJIA方針が報告された。
４．大学院インターンシップの課題にについて、オープンデスクとの関
係で現況報告された。

2011年5月10日 第189回理事会 議事速報
●日 時：2011年5月10日（火）13時30分～ 20時15分
●場 所：東京 JIA本部 建築家会館1階 大ホール（WEB併用会議）
【審議事項】
１．懲戒委員会答申の会員1名除名が承認された。
２．2010年度決算、及び2011年度予算案が承認された。又、災害支援活
動のための災害ファンド規定の改訂方針が承認された。なお、2011
年度予算案再検討要請の提言があり、一時不再議了解のもと、議論
があった。
３． 5月総会議案予定の定款改定案は総会議案としないことで承認された。
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一部条項の修正対応と、会員周知徹底のため通常総会提出は延期し、
秋頃を目途とする臨時総会開催で議決することとなった。
４．総会議案書案が承認され、印刷に付することが決まった。
【協議事項】
１． UIA大会に関するJOBへの要請がまとまり、その概要が報告された。
【報告事項】
１．三春町設計施工一貫問題が協議され、会長、議長判断が示された。
JIAとして「注意」勧告を行い、別途WGを立ち上げJIAの方針を明
確にすることとした。
２．東日本大震災における文化財建築物復旧支援事業の説明があった。
文化庁の支援要請に基づく。
３．事務所・家屋流出の被災会員会費免除方針が報告された。
４．本部事務局改革WGの報告があった。

2011年5月31日 第190回理事会 議事速報
●日 時：2011年5月31日（火） 10時30分～ 11時30分
●場 所：東京 JIA本部 建築家会館3階 大会議室
【審議事項】
１．総会における白紙委任状、
議長委任等の取扱について審議、
承認した。
２．家屋等流出被災会員4名の1年間会費免除が承認された。
【報告事項】
１．近年にない多数の総会出席見込者数、及び懇親会参加予定者数対応
について事務局説明があった。

2011年5月31日 臨時理事会 議事速報
●日 時：2011年5月31日（火） 10時30分～ 12時30分
●場 所：東京 JIA本部 建築家会館3階 大会議室
審議に先立ち、芦原太郎会長より2011年度施政方針と重点施策の説明、
及び室伏次郎副会長による2011年度役員体制と組織運営体制方針の説明
があった。
【審議事項】
１．本日の当理事会審議決議事項の、総会議決終了迄の一時執行停止、
及び総会終了後の自動解除が承認された。
２．2011年度支部長（新任・再任）が承認された。
３．2010年度をもって退任する役員への感謝状授与が承認された。
【報告事項】
１．2011年度理事会開催予定が確認された。
２．2012年度JIA大会の主催支部・地域が未定であり、早期確定の要が
報告された。

2011年5月31日 JIA通常総会 速報
●開催日時：2011年5月31日（火）13時～ 16時10分
●開催場所：東京 建築家会館1階大ホール
●対象正会員：4,626名（総会定足数：942名以上）
●出席者：会場出席者126名、委任状による出席者数1,378名
出席者総数1,504名
第1号議案 2010年度の活動報告、決算が承認された。
第2号議案 2011年度活動方針案と予算案が承認された。
第3号議案 名誉会員4名が承認された。
第4号議案 終身正会員3名が承認された。
第5号議案 2011年度新任・再任役員が承認された。
第6号議案 不祥事に関与した2名の会員除名が承認された。
なお、第2号議案予算案について修正動議が出されたが否決され、上記
の通り原案通り承認されている。
また、2件の口頭報告があった。家屋・事務所流出の4名の被災会員の
1年間会費免除を理事会が承認したことの報告と、主に震災を受けての
UIA大会の大幅見直しと再構築された大会概要が報告された。

JIA NEWS

本部便り
●災害支援活動

●新HP公開

・3月11日に発生した東日本大震災をうけ、JIA本部では翌12日に災害対

5月30日、JIA本部のHPがリニューアルオープンした。デザインなどビ

策本部（本部長：芦原会長、副本部長：庫川災害対策委員長、現地対

ジュアル面を大幅に改修し、会員検索ページでは、WEB上の操作で作

策本部長：水戸部東北支部長、上浪関東甲信越支部長）を設置した。

品やWEBサイト、メールアドレスなどが公開できる新機能が追加され、

・Facebookを利用した災害対策掲示板による情報の収集など新しい試

異動届の提出などがオンラインで行える。

みも行われた。
・被災地の行政による要請に応え、応急危険度判定、住宅・住家被害
度調査、住宅相談などにJIA会員が被災地でボランティア活動を行った。
・活動開始当初は、交通網の不通や燃料不足などの状況の中、被災地
へ駆けつけた。

■新規入会承認者
承認日：3月17日・22日、4月11日・21日、5月19日

●支部長会議を山形で開催
・震災被災地である山形市にて5月11日～ 13日の日程で、支部長会議が

北海道支部

五十嵐 雄祐

五十嵐ユースケ設計室

開催され全国の支部長が駆けつけた。

関東甲信越支部

磯部 公一

ケーアイ住環境研究所

・支部長会議では復興への支援協議が行われ、
その後被災地の現地視察、

知久 昭夫

知久設備計画研究所

東北支部主催の復興フォーラムに参加した。

下川 太一

香山壽夫建築研究所

・会長をはじめとして全国10支部の支部長が被災地へ一同に会すること

近畿支部

榮 宏之

建築設計工房・栄一級建築士事務所

で、復興へ向けてJIAの結束を確認しあう重要な会合となった。

中国支部

濱田 昌範

濱田昌範建築設計事務所

高橋 幸子

nest

中川 俊博

中川建築デザイン室

島田 英明

しまだ建築設計室

杉野 友紀

杉野建築設計事務所

岩田 幸千

千匠設計

根路銘 安史

アトリエ

●AIA大会開催

四国

米国ニューオーリーンズにて5月11日～ 15日の会期でアメリカ建築家協
会（AIA）の大会が開催。JIAからは佐野元副会長を中心とした5名の

九州支部

代表団が参加し、国際会議に臨んだ。会期中には槇文彦名誉会員が日
本人で3人目となるAIAゴールドメダルの栄誉を受けた。また、隈研吾

沖縄

ネロ

会員がAIAフェロー会員の称号を授与された。

発行人から
専務理事

筒井信也

本号から「JIAMAGAZINE」を従来どおり毎月発刊します。会員の皆様にはご迷惑をおかけいたしました。
今後の誌面では、建築家にとって重要なテーマを長期のシリーズで深く掘り下げていきます。
第一弾として予定しているテーマはプロポーザルです。
そのほか、支部、地域会の皆様の情報をさらにきめ細かくお伝えしていこうと考えております。
UIA大会が間近に迫ってきました。東日本大震災を真正面から見据えた大会にしていきます。
参加登録を済まされていない方、是非登録手続きをお願いします。

■ JIA支部一覧 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
■北海道支部
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西8丁目14-3 札幌第2スカイビル 5Ｆ
TEL 011-261-7708 FAX 011-251-4866
http://www.jia-hok.org/

■近畿支部
〒541-0051
大阪府大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館4F
TEL 06-6229-3371 FAX 06-6229-3374
http://www.jia.or.jp/kinki

■東北支部
〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町17-21 北四ﾋﾞﾙ3Ｆ
TEL 022-225-1120 FAX 022-213-2077
http://www.jia-tohoku.org/

■中国支部
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀5-23 オガワビル
TE L082-222-8810 FAX 082-222-8755
http://www.jia-chugk.org/

■関東甲信越支部
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-3-18 JIA館5F
TEL 03-3408-8291 FAX 03-3408-8294
http://www.jia-kanto.org/

■四国支部
〒780-0084
高知県高知市南御座16-23
TEL 088-885-6688 FAX 088-885-6688
http://www.jia-shikoku.org/

■東海支部
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル
TEL 052-263-4636 FAX 052-251-8495
http://www.jia-tokai.org/

■九州支部
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院1-4-8 あずまビル2F
TEL 092-761-5267 FAX 092-752-2378
http://www.jia-9.org/

■北陸支部
〒920-0805
石川県金沢市小金町3-31
TEL 076-229-7207 FAX 076-229-7208
http://jia-hokuriku.org/

■沖縄支部
〒900-0014
沖縄県那覇市松尾1-12-8 松尾ハウス6F
TEL 098-941-1064 FAX 098-941-1079
http://www.jia-okinawa.org/
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私たちはかつてない困難に直面しています。
だからこそ、その困難を乗り越えるために

UIA2011
東京大会を開催します
災害を克服し、
一丸となって、新しい未来へ！
Beyond Disasters, through Solidarity, towards Sustainability
東日本大震災の困難に直面する中で開催するこの大会では、
「Design 2050」のもと、
この困難にいかに立ち向かうのか、世界から集まる人々ともに、
様々な分野にわたる知恵を結集して、近未来を展望します。

「今できること」
「これから取り組むべきこと」を
地球環境という大きな枠組みの中で、
考え、
議論し、新たなメッセージを提案します。

UIA2011 東京大会

（第24回世界建築会議）

【会期】2011年9月25日（日）－10月1日（土）
【メイン会場】東京国際フォーラム／丸の内地区／日本橋地区
【サブ会場】六本木ヒルズ／国立オリンピック記念青少年総合センターほか
【テーマ】Design 2050
Beyond Disasters, through Solidarity, towards Sustainability
【主催】国際建築家連合（UIA）／
UIA2011 東京大会 日本組織委員会（JOB）
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そして、世界の仲間とともに

www.uia2011tokyo.com
＊メールマガジン配信中

vol.

早期割引 UIA2011 東 京大 会への参 加 登 録は、7月31日までにお申し込みされると、登 録 料
のご案内 50,000円のところ40,000円に割引になります。お申込は個人、
又は法人(複数)でできます。
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