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建築家のための保険

2011 年度
JIA 所得補償保険・JIA 傷害総合保険の
新規募集が始まります。
「所得補償保険」は、病気やケガで休業を余儀なくされた場合、年間所得の範囲内で一定額の補償が得ら
れる保険制度です。また「傷害総合保険」は、ケガによる死亡・後遺障害と入院・通院を主体に、日常
生活で、他人にケガをさせた場合などに補償する個人賠償責任を付帯しています。
さらに天災危険特約がセットされ、地震時によるケガでの入院の場合も対象となります。
ともに生活の「安心」を支える一助として、また会社の福利厚生制度としても活用いただける極めて有
効な制度となっています。

JIA 所得補償保険
（年間所得の一定範囲内で月額保険金額を設定・免責 7 日 ）

①最長１年間補償します。
②入院期間だけでなく、自宅療養による就業不能時も補償します。
（医師の指示による ）
③精神障害の一部を補償します。
（気分障害、統合失調症、神経衰弱など ）
④保険期間中、無事故の場合は払込保険料の 20％が返れいされます。
（中途解約された場
合は除きます ）
⑤変更が無い限り 69 歳まで、自動更新で継続できます。
⑥告知書による自己申告で、医師による審査はありません。
（告知の内容によっては、ご
加入いただけない場合や条件付でのご加入となります ）

JIA 傷害総合保険
（3 つの補償コースから選びます ）

①日常生活の中で、急激かつ偶然な外来の傷害事故による入院・手術・通院・死亡保険
金をお支払いします。
②個人賠償責任保険も最高 1 億円付帯。

10 月中旬に「保険のご案内」資料を会員の皆様にご送付いたします。
ご加入ご希望の場合、「FAX 送信票」または、電話・メールで、ご連絡下さい。
加入資格

JIAの会員及び会員事務所に勤務する従業員の方
（2011 年 12 月 1 日時点で 69 歳以下 ）

保険期間

2011 年 12 月 1 日より 2012 年 12 月 1 日まで（1 年間 ）

申込締切

2011 年 11 月 8 日㈫まで

申込方法

加入依頼書・預金口座振替依頼書を上記期日まで郵送ください。
第 1 回保険料（12 月分 ） 2011 年 12 月 22 日口座振替
※資料請求・詳細につきましては、下記代理店および保険会社までお問合せください。

お問合せ・資料請求先

【引受保険会社】
株式会社損害保険ジャパン

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-26-1 営業開発２部２課 TEL：03-3349-4028

【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

TEL：03-3401-6281・FAX：03-3401-8010
E - m a i l : i n f o @ k e n c h i k u k a - k a ikan.jp
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UIA 大会はお陰様で大成功を収め、長年にわたって準備を進めてきた JIAにとっても大きな
契機となることでしょう。
大会を通して明らかになってきた大切なポイントが３つあります。
一つ目は、建築やまちが日々の生活や地域のコミュニティを支える社会資産としていかに
大切なものであるかを、このたびの災害を通して広く市民や世界の建築家達と確認し合うこ
とができました。
二つ目は、個々の地域に於いてグローバルな視点も忘れずに建築・まちづくりを推進して
いくためには、UIA 加盟 124 ヵ国、130 万人の建築家が連携・連帯した取り組みの必要性が
示されました。
三つ目はジグメ・ティンレー ブータン首相が指摘された通り、経済成長を目指す GNPから
人々の生きる幸せを考えた GNHへ価値観を転換し、持続可能な未来社会に向けた時代のパラ
ダイムシフトが明らかになったことです。

●表紙写真

タージ・マハル

インドは現代でこそヒンドゥー教国家だ
が、16 世紀後半から 19 世紀半ばまでは強
大なイスラム国家だった。ムガールの歴代
の王はアクバルをはじめとして造営が好き
だった。ムガール王朝で最大の普請好きと
いえば、1627 年王位に就いた、第５代の
シャージャーハンであろう。その最高傑作
はアグラに建つ、タージ・マハルである。
世界で最も有名な一つに数えられるこの壮
麗な建築は、いまでも多くの人々を引き付
けている。
これは廟建築、つまり墓である。これほど
大きな贅沢な墓は誰のために建てられたも
のであろうか。
それは彼の愛妃ムムターズ・
マハルのためであった。彼は歴史に名を残
すほどの愛妻家で、若くして亡くなった妃
の死を痛く嘆き、
この廟の建設に着手した。
アグラ城から 2kmほど離れたヤムナー川
の湾曲した所に建てられたため、アグラ城
から川越しによく見える場所である。晩年、
莫大な建設費のため自らの三男のアウラン
ゼーブに王位を奪われ、アグラ城に幽閉さ
れ、そこから毎日この廟を眺め、妻の死を
嘆き悲しんだと伝えられる。
正面門を入ると広大な四角形の庭が眼前に
広がる。この中庭は、東西南北軸上に作ら
れた細長い池によって、四つの四角形に分
けられる。これらは四つの生命力を造形化
したもので、古代ペルシャではパーリダエ
サと呼ばれ、やがてヨーロッパに渡り、ラ
テン語でパラディソイ、英語圏パラダイス
の語源となる。キリスト教の中庭も同様に
四つに分けられているし、アルハンブラの
ライオンの中庭も同様である。
廟に向かって軸線上に作られた池にはかつ
て一対の噴水が連続して作られていて、美
しく水を噴き上げていた。その噴水は世界
七大不思議の一つに数えられていた。
廟は 7mの高さの基壇の上に立つ。総白大
理石でペルシャ建築のイワン（正面玄関で
ポインテッドアーチ上に外からえぐり取っ
たような造り ）を持つ。これはタージ・マ
ハルの大きな特徴で、廟建設に際し各国か
ら職人を呼び寄せたために様々な様式が混
在する。特筆すべきことは白大理石に埋め
込まれた象嵌である。ルビー、ラピスラズ
リなどの宝石が惜しげもなくふんだんに使
（撮影：古市徹雄 ）
われている。

建築家

目指す方向は見えてきました。
私達建築家はこの大会の成果を活かした建築・まちづくりへの貢献活動を通して、社会と
建築家との信頼関係を具体的に築いていこうではありませんか。
●社団法人 日本建築家協会会長

芦原太郎
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特集●プロポーザル方式を考える

実

績主義に傾いているプロポーザル方式に対して、問題提起と解決策を探るこの特集
の第 3 回目は、第一工房代表の高橋 一氏にお話をうかがいました。ご自身の建築
家人生を変えたコンペ、コンペならではの大胆な挑戦、審査のあり方などについて語っ
ていただき、さらに若い建築家へ向けてメッセージをいただきました。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄 ）

若い建築家に
夢と希望を与えるコンペを
高橋◦そうですよね。責任を取らなければならないとい

■増える実績主義のコンペ

うことがありますからね。経験がないゆえに雨漏りがし
たり、瑕疵が生じたりすることもありますから。でもそ

❸
———

古市◦最近のコンペはどんどん実績主義になっています。

れだけのために実績主義になってしまうのも、展望がな

このままですと若い人には永久にチャンスがありません。

いですね。

高橋◦若い人は経験がないからこそいいのにね。

古市◦だからそういう場合は大手と JVを組めばいいわ

古市◦役所もコンペをやりたいというところがあるの

けですよね。

ですが、ときどきコンペの方法がわからなくて JIAに相

高橋◦経験の無い人だけを集めたコンペというのはない

談に来られる場合があります。そういうときは、JIAが

ですかね。

オーガナイズして比較的うまくいくケースが多いのです。

たとえば、3,000 ㎡以上のものを設計したことのない

高橋先生が当選された「白河市立図書館」もそうですね。

人が対象のコンペとか。それは 1 つの方法かもしれませ

高橋◦あのコンペはとても気持ちの良いものでした。目

んよ。

の前で討論をして決めたのです。
古市◦理想的ですね。ただ、もっと大きい 2 万㎡～ 3 万

■コンペ当選でその後の人生が変わる

㎡のものになりますと、だいたい実績主義のプロポーザ
ルコンペになってしまうのです。以前は大手事務所でな

古市◦先生がこれまでコンペで取られた作品のお話を聞

くても、公共の美術館・博物館などの大きな仕事をやる

撮影：大橋富夫

ことができましたが、今は個人の設計事務所で大きな建
築を手がける機会はほとんどなくなってきています。

高橋 一氏

JIAの会員の 70 ％は個人事務所の建築家です。その
方々から、何とかして欲しいという声が上がってきてい
ます。実績主義になってしまう役所の気持ちもわからな
くはないのですが……。
撮影：大橋富夫

に聞く

（第一工房 ）

大阪芸術大学
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正面

同アートホール

内観

高橋◦とてもフェアでしたね。審査員は仙田満さんと北

高橋◦「大阪芸術大学」の仕事は、まさにコンペで取っ

川原温さんが主導でした。他の人から、
「どうしてこの

た仕事ですね。コンペは 1964（昭和 39）年で、それ以降

案が良いのか」という質問が出た時にも、北川原さんが

20 数年にわたってこのキャンパス全体を計画しました。

大変冷静に分析して答えていましたね。その内容も公開

そのときの審査員は、関東からは前川國男さん、大江

審査でしたので私も聞いていました。

宏さん、神代雄一郎さん、そして関西の有名な大学の教

古市◦公開審査は良いですね。審査員も裁量が問われま

授の方々で、非常に印象的でした。そのころ私は武蔵工

すから、必死ですよね。審査する方も審査されてしまう

業大学（現・東京都市大学 ）で教えていたのですが、大

わけですから。でもそれはとても良いことだと思います。

学のキャンパスというものはどうあるべきかとよく考え

高橋◦プロポーザルコンペにおいて審査を公開すること

ていたのです。

は、絶対条件だと思います。

そんな時に、「大阪芸術大学」のコンペの話があって、

コンペというものは選ばれたプロセスそのものが、ひ
とつのストーリーですよね。

う建物の配置が良いのではないかと延々と書いていった

古市◦審査の講評が、建築家にとって非常に勉強になる

ら、学長の塚本英世さんが、僕のカリキュラムを見て動

場合がありますね。講評をきちんと読むと、
「これは俺

けなくなってしまったらしいんですよ。そこで、これほ

は負けたな」と思う時があるんですよ。

ど学長がこだわるのだから、この人にやらせてみたらど

高橋◦公開審査の場合は、審査員がしっかりしているこ

うだということになって、決まったそうなんです。僕に

とが大事ですね。

とっては初めてのコンペでした。

古市◦建築家が審査員に入っていないものもたまにある

古市◦「大阪芸術大学」のコンペで、ご自身のロマンを

んです。

ぶつけたということですね。

高橋◦それは、まずいですね。公開されるということは、

高橋◦武蔵工大にいて、理想のキャンパスとはどういう

審査員も試されることになりますから、きちんとしない

ものかをずっと考えていましたからね。結果が出たあと

といけません。

で大江さんにうかがったのですが、芸大学長の塚本さん

古市◦最近はインターネット上で審査の経過を公表する

は 2 時間くらい僕の書いたカリキュラムの前から離れな

場合がありますが、これは大変良いことだと思います。

かったそうなんです。やはり思いが強かったのでしょう。

逆に審査のプロセスを一切出さないものもあって、それ

古市◦学長の夢とロマンにもぴったり来る案だったので

は参加したものにとっては、不満が残りますね。

しょうね。

高橋◦やはり参加した人が納得できないような答えがな

❸
——

カリキュラムを考えたり、施設の関係を眺めて、こうい

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

かせていただけますか。

まさに、提案（コンセプト ）ですね。
高橋◦そうなんです。建物はコンセプトに沿ってあとで
考えればいいのですから。
そういうわけで、私には初めて応募したコンペで当選
したという、とてもラッキーなスタートだったんです。
他に何社ぐらい応募したのかは、定かではありませんが、
国際オープンコンペでした。どこの誰だかわからない当
選者だとみんな思ったでしょうね。
古市◦先生がまだ 30 代の終わりの頃だったんですね。
そのようなコンペは理想的ですね。
高橋◦それから塚本さんが亡くなるまで長い付き合いに
なりました。
古市◦「大阪芸術大学」の教授として招聘されたのはそ
のあとでしょうか。
高橋◦もちろんそうです。
古市◦ということは、コンペが先生の人生のある部分を
つくったということになるわけですよね。人生で大きな
意味を持つコンペというのも貴重ですね。
高橋◦そうですね。見も知らない男に案だけで、キャン
パスを預けるというのもすごい人ですね。

■審査員自身も審査される
古市◦先ほど少しお話に出ましたが、最近のコンペであ
る「白河市立図書館」についてはいかがでしたか。
高橋◦あのコンペもオープンでとても面白かったですよ。
古市◦市民からも大変好評だったと話を聞きました。
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撮影：新建築社写真部

白河市立図書館

ぜ生まれるのか、それはそれなりのプロセスがあるのだ
から公表しないといけないですね。

■ A3 数枚では表現しきれない

審査員が何万という設計者に審査されているわけだか
ら、下手なことを言えないし、厳正に審査しなければな

古市◦今は、A3 数枚を提出するようにといわれても、

らない。その点でも「白河市立図書館」のコンペはとて

実際はスタディ模型は作りますし、何枚も図面を描くわ

もフェアでした。

けなんです。

古市◦ JIAがコンペに関係すると、審査員をきちんと入

高橋◦ A3 数枚で出すなんておかしなことで、ちゃんと

れること、審査は公開とすることなど、そういった絶対

した思考過程を示すべきですね。だからそれを審査員が

条件を出しています。

要求すればいいんです。

先生の大阪芸大はコンペですよね。プロポーザル方式
とコンペのちがいは、プロポーザル方式は A3 数枚で文

古市◦建設省（現国土交通省 ）が応募者の負担を減らす
ということで、A3 図面 2、3 枚になったんです。

章と挿し絵が中心になるのですが、コンペは作品自体の

高橋◦その 1,000 倍負担がかかったとしても、通った方

案を提案するんですよね。以前はだいたいはコンペだっ

が良いに決まってますよね。選んだものが良くないので

たと思います。

あれば、それは審査員がバッシングされるべきであって、

■コンペが一大イベントだった時代

主催者側の役所はそこまで神経質にならなくてもいいん
です。
古市◦ A3 数枚では表現しきれないですよね。でも実際

高橋◦「大阪芸術大学」のころは、まだプロポーザル方

は提出する何倍の労力を掛けているんです。負担が減る

式はありませんでしたね。

わけではないのです。

古市◦あのころは最高裁判所、京都の国際会議場など話

高橋◦「大阪芸術大学」のコンペの時も、何枚も大きな

題の建築は全部コンペでしたよね。

図面を描きましたよ。こんなの見てくれるかなあ、と思

高橋◦面白かったですねえ。以前は、良い空気の中で建

いながら。

築家が競い合って、また応募した設計者にとってとても
良い勉強になりました。落ちた人の方がよけい勉強に

■コンペだから生まれる新しい建築

なったりするんです。
古市◦大きなコンペになると一級建築士であれば誰でも

古市◦熊本の「パークドーム熊本」は指名コンペですね。

参加できるという感じがありました。それでいきなり 1

高橋◦ 5 社でした。これは一か八かの賭けだったんです。

等の発表があって、だれが当選するかスリルがありまし

二重空気膜構造で屋根の直径が 107mあります。施工は

た。

フジタで一緒に組みました。あらかじめクジで設計者と

高橋◦「どこの誰だ？」というのがありましたね。京都

施工者の組み合わせを決めるのです。フジタは第一工房

国際会議場のコンペの時、その頃私は明治大学の講師を

を引いた時に随分しょげたようですよ。構造は木村俊彦

やっていて、前川國男さんも一緒だったんです。前川さ

くんに頼みました。私の同級なんです。

んは審査員をやられていて、あのコンペもクリアでした

ホテルの何室かを借りて缶詰めになってミーティング

ね。

をしました。それで一か八かの賭けで、空気膜構造を提

古市◦コンペはプロポーザルと違って、案で一発勝負で

案しようということになったんです。設備は安岡正人く

くるわけですから、大イベントですね。

んに頼んで。
古市◦当時としては大博打を打ったわけなんですね。
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❸
——

パークドーム熊本

高橋◦大博打もいいところです。

とは大変良いことだと思います。ぜひ実施したいですね。

古市◦そこがコンペの醍醐味ではないでしょうか。そう

高橋◦いまの若い人はみんな萎縮してしまって、彼らに

やって新しいものができていくんですよね。

希望を与えないと、良いものができません。そういう時

高橋◦堀内清治くんという僕の友達が、熊本大学にいま

の審査員だったら、僕はいくらでも行きますよ。

して、彼が審査員のひとりだったんです。この案を選ぶ

古市◦ぜひ先生にやっていただきたいですね。シドニー

か随分悩んだらしいですよ。

オペラハウスのように、どこの誰だかわからない人が出

古市◦審査員としても責任があるということですね。で

てくる可能性もあります。

もそこで思いきって選ぶことも大事です。審査員も度胸

高橋◦あれもシドニーで随分実験をやっているんですよ

が必要です。そうしたら新しいものができますから。審

ね。相当デフォルメしていましたから。でも ARUPが付

査員が保守的だとダメですよね。だいたい斬新なものは

いていたからできたんですね。

2 等になるんですよね。

私も「パークドーム熊本」をこの形でできたのは、木

高橋◦堀内君はまじめですから、私が友達とはおくびに

村君がいたからです。こんなものをつくった人はいない

も出さずに、自分で発言せずにみんなの調整役に回って

わけですから。

まとめたようです。

古市◦今そういうコンペはなかなかないですね。

古市◦良い審査員がいると良い案が選ばれるということ

高橋◦そう、チャレンジングの要素がないと、コンペ

になると思います。

じゃないですね。私たちはチャレンジャーですから。

高橋◦その通りですね。審査員が身体を張るかどうかで

古市◦構造計算書偽造問題以降、国土交通省は守りに

すよね。

入ってしまっているのかもしれません。

古市◦ついつい逃げてしまいますから。

高橋◦私は国土交通省は責任を感じることはないと思う

高橋◦やはり見たことも聞いたこともないようなものが

んです。誰も新しい形態のものを審査できるわけがない

出てくると、悩みますよね。パリにこの案をもっていっ

んですから。だから、
「パークドーム熊本」でも私たち

た時に、「これは本当にできているのか？」とずいぶん

は私財を投じて 10 分の 1 の模型を作って空気を入れて、

聞かれましたよ。でもこういうことって面白いじゃない

安全性を検証した上ででき上がっているんです。それは

ですか。

未知の領域なんです。

古市◦こういう新しい物が出てきて新しい領域が開発さ

古市◦それは建築家の責任ですね。そこをしっかりすれ

れるということこそ、コンペの面白さですね。それで新

ば、役所も安心して、このような大胆な新しい案が採用

しい文化が生まれる。

されると思います。

高橋◦堀内君にはあとで、「もう大騒ぎだったよ」とい

ヨーロッパでは大きな仕事をやる場合、設計契約の際

われました。でも、当選したあと実施する際には 10 分

に設計者は必ず保険に入るんです。

の 1 の模型を作って、先ほどの設計の仲間と一緒に新潟

高橋◦それだと役所が安心するということですね。いい

で実験をしましたね。雪の中でも大丈夫か、などさんざ

制度だ、それなら大丈夫ですね。

ん調べました。

古市◦役所は責任を負わなければならないと思っている

■大胆に設計して大胆に責任を取る

のではないでしょうか。そうではなくて、責任を負うの
は建築家なんです。
高橋◦建築家は大胆に設計をして、大胆に責任を取る、

古市◦先ほどお話に出た、3,000 ㎡以下までしか設計し

それが本来の建築家です。国土交通省は一切責任を負わ

た経験のない若い人を集めたコンペを実施するというこ

なくていいんですよ。
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古市◦そうすると、建築家自身も非常に真剣になります
ね。そしてコンペだからこそ大胆なものを提案できるの
かもしれません。そうなればもっと日本も元気になるの
ではないでしょうか。
高橋◦若い人にチャンスを作らないといけませんね。

■プロジェクトに適した建築家を選ぶには
古市◦ 271 号（8 月号 ）のインタビューで馬場璋造さんが、
特命というのも 1 つの方法だとおっしゃっていました。
先生の作品で特命のもののお話を聞かせてください。プ

群馬県立館林美術館

ロジェクトに適した建築家を首長が選ぶというのは、首
長の教養も要求されるわけです。

古市◦今、日本の建築界はコンペがないとか、若い人に

高橋◦群馬県立館林美術館（2001 年 ）があります。この

希望を与えられないとか、行き詰まっている状況ですが、

美術館がつくられたストーリーについても私は不思議な

若い人に対しての先生のメッセージはありませんか。

出会いを感じています。まずはのちにこの美術館の成立

高橋◦夢と希望を持っている若い人はたくさんいるで

に深く関与された美術史が専門の中山公男さんです。彼

しょう。それが今はフラストレーションがたまって、気

とはそれ以前はお互い囲碁の好敵手として、我が家で夜

が狂わんばかりの人が随分いるのではないでしょうか。

も白む頃まで飽きることなく碁盤に向かい合ったもので

チャレンジングなプロジェクトをコンペで作り上げるこ

す。その彼がある日突然「高橋さん。ポンポンの美術館

とが大事でしょう。

を造ってみませんか」と言い出したのです。

古市◦若い人と話すと、当選できなくてもいいからとに

「えっ。それって何？」というほど私はフランソワ・

かく参加したいという人が多いんです。まず参加できな

ポンポンの名は知りませんでしたが、それから 5 年位

いんです。

経ったでしょうか、私はスタッフとともにパリのやや南

高橋◦そういうことは、あってはならないことです。絶

西、ブルゴーニュ地方にあるポンポンの生家近くに行き

対にいけないことです。ヨルン・ウッツォンなんて建築

ました。そこでもポンポンの作品は見当たりませんでし

を全然わかっていなかったけれど、それが、あのシド

たが、晩年彼が師と仰いだロダンの影響を色濃く受けた

ニーのオペラハウスをつくってしまった。全くの素人で

オルセー美術館にある「白熊」には強く惹かれました。

した。僕だってびっくりしましたから。
古市◦エーロ・サーリネンが落選案から引っ張ってきた

■若い人が参加できるコンペが必要

というのも、相当な度胸ですね。
高橋◦そう、それは有名な話ですよね。サーリネンだか

古市◦現在若い人は、小さい住宅の設計で頑張っている

らこそできたんですね。でも私だってやりますよ、いい

人はたくさんいますが公共建築を設計する機会がほとん

案を探すためには。

どなくなっています。ですから、先生がご提案のコンペ

今の日本の建築界が衰退しているのは、チャレンジン

は、若い人をとても勇気づけることになると思います。

グなコンペが減ってしまったことと、若者のチャンスを

高橋◦審査員も選ぶことによって身体を張るくらいのこ

閉じていることですね。ぜひ若者に夢と希望を与えるた

とを考えないといけませんね。私も審査員になったらそ

めのコンペをやろうじゃないですか。

うしますよ。

古市◦ぜひそうしたいです。先生、本日は本当にありが

古市◦場合によっては年齢制限をしてもいいかもしれま

とうございました。

せんね。40 歳以下ですとか。
高橋◦公共建築の経験がない、という条件も大事かもし
れないですね。

高橋 一（たかはし ていいち ）
1924 年中国青島市生まれ。東京大学第二工学部建築学科卒業後、
逓信省営繕部設計課勤務。大阪芸術大学名誉教授。
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於：第一工房 ）

聞き手：古市徹雄（『JIA MAGAZINE』編集長 ）

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

誰もが参加できる
設計者選定の実現にむけて
JIAが関わったプロポーザルコンペの好事例
JIAでは地方自治体に協力し、多くの建築家が年齢、事務所の規模、実績などを問わず、
公平に参加できるようなプロポーザルコンペの実施をサポートしている。
今号では、JIAが協力し実現に至った逗子市での取り組みと六甲山の展望台のコンペ、
2 つの成功事例を紹介する。

❸
——

逗子市の取り組み

地域に貢献する地域会を目指して
—逗子市プロポーザルコンペの報告—

■「次世代を担う建築家に夢と希望を与えよう」

JIA 神奈川地域会相談役 森岡茂夫

いました。

（出江寛前会長 ）
「地方自治体に働き掛けて、誰もが参加できる公平な
設計者選定を実現させて欲しい」、これが出江寛 JIA 前
会長から与えられたミッションでした。

◦ JIAが逗子市に提案した要旨
・ 入札登録の有無は問わず、公募型プロボーザルコンペ
とする。

私が活動する神奈川県はもともと、県が発注する設計

・ 応募資格は神奈川県に一級建築士事務所登録した者と

業務は入札ではなくてプロポーザル方式で設計者を選定

し、公共建築の実績や事務所の規模などは問わない。

しています。横浜市も同じです。しかし、県下の多くの

・ 審査員の半数以上は建築の専門家とし、氏名を公表す

基礎自治体では相変わらず入札が行われています。とき
には、横須賀美術館や小田原市の（仮称 ）城下町ホール
のように QBS 方式やコンペ方式の設計者選定も行われ

る。
・ 提案書は、専門家でない審査員や市民が理解しやすい
ように、図版の提出も良しとする。

ますが、過去の実績が問われるため若い建築家やそれま

・ 最終審査のプレゼンテーションは公開で行う。

で同種の建築に実績がない建築家にとって、参加するこ

・ 基本設計の最優秀者に選ばれた者が、実施設計と工事

とすら高いハードルとなっています。

JIAは長い間、入札による設計者選定に反対してきま
した。建築関係 5 団体による公共建築設計者選定支援協

監理を行う。
・ 設計業務委託解約書に建築家の氏名表示権を認める。
・ 設計監理の報酬は国土交通省告示 15 号を基準とする。

議会を組織し国に働きかけてきました。その結果、建設
省（現国土交通省 ）は 1994 年度、建築設計者選定にプロ

その結果、2010 年 5 月に「逗子市第一運動公園再整備

ポーザル方式を採用しました。国はパンフレット「質の

基本計画策定及び基本設計業務」
、そして 2011 年 4 月に

高い建築設計の実現を目指して—プロポーザル方式—」

「逗子市地域活動センター小坪大谷戸会館基本設計及び

を作成し、プロポーザル方式の普及を呼びかけています。

実施設計業務」の公募型プロボーザルコンペが実現しま

しかし、80％以上の地方自治体は未だ入札方式を採用し

した。そのふたつのプロポーザルコンペとも、本部の

ています。地方自治体に働きかけてその実態を改善しよ

「美しい建築等推進特別委員会」と神奈川地域会は全面

うというのが、出江寛前会長の提案でした。

的にサポートを行っています。
具体的に行ったのは、

■逗子市長が市民参加型の公共建築を提案
2008 年、出江会長の提案で JIA 本部に「設計業務環境

・ 応募要項案の作成
・ 審査員の推薦

改善委員会」が設置され、設計者選定の改善に取り組む

・ 公開審査事務局のサポート

ことになりました。そんなとき、逗子市在住の長島孝一

・ 検討委員会事務局のサポート

会員から平井竜一逗子市長が市民参加型の公共建築建設

など、市民と行政や選ばれた建築家と行政の間に入り、

を議会に提案したという情報がもたらされました。本部

いわば橋渡し役を務めています。また、逗子市長より、

の「美しい建築等推進特別委員会」委員長でもある長島

建物が完成するまでサポートを続けて欲しいと依頼を受

氏とともに早速、逗子市に公募型プロポーザルコンペの

けています。

実施とそして JIAはそのサポートをしたいと申し出を行
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■地域に貢献する地域会を目指す

会長が提唱する「地域に貢献するコミュニティーアーキ

このたびの逗子市と JIAの協働作業は、
「美しい建築

テクト」に沿った方針です。現在、私は JIA 災害対策委

等推進特別委員会」が提唱する CABE（Commission for

員として東日本大震災の支援活動に取り組んでいます。

Architecture and the Built Environment ＝建築まちづくり

被災地で感じるのは、行政と被災者の間に立つ専門家の

支援機構 ）の指針に基づいて活動しています。JIAがめざ

必要性です。逗子市で協働している活動が、災害時には

す JIA CABEの詳しい内容は『JIA MAGAZINE』267 号

その役割に繋がるかもしれないと感じています。

（2010 年 8 月号 ）に掲載された長島委員長の報告をご覧く

わずか 2 例ですが、逗子市で JIAは行政や市民と協働

ださい。

することができました。このような活動が、全国の地域

2010 年度、神奈川地域会は活動方針「地域のちから

会に広がって欲しいと考えています。

地域会のちから」を掲げました。この方針は、芦原太郎

アトリエ事務所がコンペに通って

— 逗子市第一運動公園プロポーザルコンペ —

伊藤寛アトリエ 伊藤

■ 業務実績や会社の規模を問わないコンペ

寛

昨今の公共建築では、建築家は市民と協働し、合意を

2010 年春に神奈川県逗子市でランドスケープと建築

得ながら最終案をまとめあげる能力が求められます。コ

の融合したプロポーザルコンペが実施されました。公園

ンペの 2 次審査でもその点に質問が集中しました。「市

内に体験学習施設やプールを新設し、公園再生の新たな

民とのワークショップの中で施設の配置を大きく換える

デザインを求めるというものです。応募者の業務実績や

よう求められた時、対応できますか？」といった質問も

会社の規模は一切問わず、これまで参加資格の制限で参

出ました。私達の提案した平屋建て案は、必要に応じて

加できなかった私達アトリエ系事務所も参加可能なもの

いかようにも輪郭を変えていけるという特徴も持ち合わ

でした。

せています。市民とのワークショップの経験がない私達

逗子市にとって今回のプロポーザルコンペは初の試み

の案を最優秀に選ぶという決断はかなりの勇気を伴うは

で、逗子市と JIA 神奈川地域会が連携して応募要項の策

ずですが、審査講評の中で飯田委員長から「……プレゼ

定、審査員の選定、審査会の運営に当たったようです。

ンテーションでの受け答えも、今後市民、行政とのワー

審査委員長は飯田善彦氏。提出図面は A2サイズ 2 枚で、

クショップの中で様々な意見を取り入れながらまとめて

2 段階による審査です。

いくことができる誠実さとチームの能力を十分に感じさ

幸運なことに、私達のチームが最優秀に選ばれました。

せるものがあった。
」とのコメントをいただきました。

逗子らしい谷戸の風景の縮図のような起伏ある公園をつ

■ 市民との協働で得られること

くり、その中に平屋建ての施設を点在させ、その上に道

2013 年夏の竣工に向け、目下実施設計作業を行って

しるべのような屋根を掛けるというものです。
逗子市第一運動公園再整備計画2010

東側道路

公園の立地特性

駐輪場

カフェ

多目的室

流水プール

乳幼児ﾌﾟﾚｲﾙーﾑ

25mプール

簡易防音室

医務室

プール管理施設

ラウンジ

駐車場

更衣室

体験学習施設管理諸室

多目的ホール

テニスコート

再整備計画・基本コンセプト

神武寺山、鷹取山、山の根地区の山々に囲まれ、
それらの山々から流れ出す水が織りなす谷戸空間が木
の枝葉のように入り組んでいます。谷戸空間は、ゆたかな自然環境・歴史的建造物および住環境を造り
だし、逗子市の地域特性となっています。
逗子市第一運動公園を現代の谷戸空間と見立て、逗子市の地域環境の一端を担う物として位置づけ、
地域に開かれた公園として考えます。
鷹取山

山の根地区

池子川

１.

谷戸のイメージを形どったランドフォーム
（土地の素形）
を創出します。
それは、緩やかな起伏を伴った地面の広がりです。
その起伏は公園内のさまざまな施設空間を緩やかに区切りながらも、ゆったりと
公園全体の空間をつなげ、人々の動きに伴って変化ある公園空間を創出します。

3.

そのランドフォームのなかに新たな公園施設機能を貫入させます。
2. プール、
多目的ホール、多目的文化施設、幼児用プレイルーム、
ドッグラン

など、公園を利用するさまざまな人々が集う場所が、現代の谷戸空間の中
に生まれます。

さまざまな活動が起こりえる谷戸空間をつなぎ、外部空間と内部空間をつなぐ架け橋と
なる屋根が公園の風景なかに挿入されます。
ランドフォームの上に軽やかに走る屋根と
の対比が新たな公園の風景を創出します。又、
この“渡り廊下”的なる屋根が施設利用の
多様性、季節の変化にともなう空間の可動性を公園の中に与えることになります。

神武寺山

運動公園
田越川

開かれた交流の場

逗子海岸

逗子の街並の骨格を形づくる山と谷戸の縮図として、起伏のある緑の大地を新たに創出します。
その起伏をもつランドスケープに対し、生涯学習施設を
６つのブロックに分けて配置し、貫く一本の道を計画することによって、内部外部を流動的に利用することのできる変化に富んだ交流の場を提案します。

駐車場および駐輪場整備計画

公園区域

せせらぎ親水ゾーン

室内化可能な道広場

基幹空間
野球場

施設空間D

芝

施設空間A

施設空間C

駐車場

施設空間E
自家用車駐車場:140台
自転車置き場

A-

交通空間A

ステージ

既存日時計

道

池子川

既存樹整備計画
既存樹はなるべく残し、緑量豊な公園とします。特に公園東
側の大きな既存樹を生かして、住宅地と公園のバッファー
ゾーンとし、その中にカフェテラス、多目的施設の落ち着いた
カルチャー空間を計画します。
池子川沿いの桜並木を積極的に生かした緑道を提案します。

子供広場＋たまり場

既存設備

自転車置き場

公園入口

自転車置き場

既存観覧席

既存観覧席

自由運動広場

バス駐車場:3台

駐輪場:250台

A

住宅エリア

既存桜並木

池

メインエントランス

→
→

→

テニスコート管理室
→

→

緑

道

ドッグラン

25mプール

自転車置き場

川
子
池

既存樹

C-C

基幹空間と施設空間を緩やかに分ける

せせらぎ親水空間
住宅
野球場

1

A-A

せせらぎ親水ゾーン 基本断面図 B-B

地域環境構造である、池子川の存在を公園内に取り入れます。川沿い
の桜を生かし、逗子アリーナ東側の緑道を公園内に延長させます。

プロポーザルコンペ
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公園北側に流れ込む小川を生かし、人々が親水植物・
動物を身近に感じられる空間を公園内に整備します。

応募図面

+5.5

25mプール

ラウンジ

多目的室 150㎡

ドッグラン
プール用トイレ
幼児用プール

入口

入口

消毒シャワー
更衣室

多目的室や子供用遊具があるエリアにカフェを計画し、市民活動
の様子、子供たちの遊ぶ様子、
プールの賑わいなどを感じる事の
できる場をつくります。
また、近隣住居エリアからも近いところへ
配置し、地域住民も気軽に利用できるように、既存樹木を生かし
た緑豊かな落着いた空間とします。屋外テラスを設けることで、内
部にとどまらず外部にも開かれた場となります。

屋外テラス

倉庫
室外機置き場
室内トイレ
給湯

駐車場

IN

多目的ホールを介した交流

高さを要する多目的ホールを1. 5m地下に埋め、ボリュームの圧迫
感を抑えると共に屋内スペースからの視線高さと屋内のグラウンド
レベルを近づけることで、多目的ホールからの視線をあまり気にせ
ずドッグランを楽しめたり、多目的ホールを気軽に外から観戦でき
たりといった関係をつくりだします。

プール機械室

屋外テラス

流水プール

OUT

配置平面図
多目的室

25mプール

更衣室

管理諸室

多目的ホール

ジャブジャブ池

S=1:1000

乳幼児プレイルーム

緩やかな起伏のランドフォームは様々な公園施設屋外空間を創出します。

土塁

駐車場

25mプール

土塁

歩道

災害時の対応

車道

プール機械室
プール施設からの眺めの背景となり、駐車場と空間的に分ける
ものとなる起伏その下にはプール機械室を置く事とする。

20000

駐車場

多目的ホール断面図

・騒音や圧迫の軽減
大きなヴォリュームの多目的ホールを、
アリーナ、
テニスコートから
連続する敷地西に配置し、
また駐車場を線路側に計画することで、
住居エリアへの騒音や圧迫をおさえます。
JR横須賀線

多目的室の落ち着いた眺め

C-C

3000

地域住民への配慮

既存桜並木

多目的室

基本断面図

屋外テラス

新植樹

配置平面図 S=1:1500
既存桜並木

自由運動広場

カフェを介した交流

+7.0

冷暖房機械室
設備トレンチ

自転車置き場

JR横須賀線

基本断面図

+7.0

+7.0

経済性

既存桜

池子川沿い緑道

水辺エリアでの交流

トイレ

多目的ホール

逗子アリーナ

緑道

スロープ

道広場を介して、子供広場やジャブジャブ池、
プールを流動的につ
なぐことにより、内部と外部を一体的に利用することができます。
また、営業期間外のプールは、
フットサルやバスケットのミニコート
といったスポーツの場として使用したり、生涯施設の屋外の多目的
室として使用することで、
より流動的で積極的な関係を喚起します。

カフェ 80㎡

ジャブジャブ池
水道水を循環させる

△

平屋の施設を回廊で繋ぐというシンプルな構成で、地盤・基礎工事も重装備にならず、各棟
は小規模建築対応で建設出来きます。分棟ゆえに必要に即した使用が可能で、
ランニング
コストの削減に寄与できます。軒が出るデザインなので建物の維持管理の上でも有利で
す。デザインと経済性を両立させた提案です。

テラスカフェ

流水プール

カフェからの眺め

池子川

室外機置き場

カフェ

各施設をつなぐ一本の道は、同時に広場でもあります。
敷地いっぱいに引き伸ばされたこの道広場は、外部空間と対話し
ながらさまざまな居場所をもたらし、
自由にくつろいだり、親同士
や異世代の自然な語らいの場となります。

入口
室内化可能な道広場

道広場
管理諸室 100㎡

駐車場

公園入口

住宅

倉庫
電気機械室

倉庫

流水プール

・地産木材の利用 木材を主体とした構造としますが、開放性を確保する為に部分的に鉄
骨造、
コンクリート造の混構造とします。木材は可能な限り地産木材とします。憩いの場とな
る道広場の床仕上げは木のフローリングとします。

自転車置き場

幼児用プール

公園入口

テニスコート

CO2の排出削減など環境負荷の低減に配慮し,自然エネルギーの有効活用を図ります。
ま
たこれらは、災害時の代替エネルギーとして利用します。
また、CASBEEの Sランクを目指し
た建物とします。
・太陽光発電の採用 屋根の一部を、飛行機の翼のフラップのように角度を持たせ、太陽
光発電パネルを設置します。
また、諸室へ光をとりこんだり日除けとしても利用します。
・雨水利用 建物ピットに雨水を貯留し、中水として、屋外の散水用や災害時の非常用水と
しての利用を計ります。
・冷暖房負荷の低減 建物断熱性能は次世代省エネルギー基準に従い、換気機器は濃度
によるCO2外気導入制御を採用します。室内化可能な道広場の温度設定は外気と居室の
中間程度とし、冷暖房負荷の低減を計ります。
・省電力化 照明器具はLEDや高効率照明器具を採用し、省電力化を図ります。
・空調方式 多目的ホールは、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ、ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄの面より地中熱利用の空気式床輻射
冷暖房方式を検討します。それ以外の諸室は個別のヒートポンプ式冷暖房方式とします。
屋外機は外から見えにくい場所に設置し、道広場下を設備用ピットとして利用します。

構造

公園入口

ジャブジャブ池

→

子

川

緑

自転車置き場

多目的ホール 680㎡

設備

既存観覧席

水辺エリア

道広場での交流

機械室
身障者用更衣室＋トイレ
プール管理室 84㎡

住宅エリア

住居空間

施設空間B

多目的室（防音）52㎡
乳幼児プレイルーム 96㎡

医務室 32㎡
倉庫

住宅エリア

交通空間B

池子川

池子川緑道

道広場

入口

プール管理施設

1500

親水空間

住居空間

整備範囲

B

6500

N
せせらぎ親水ゾーン

B-

神武寺山水系・せせらぎ

△

運動公園に存在する施設・機能をつなぎ、地域にも開かれたものとなる、基幹空間を設定します。
これは、公園に求められる施設空間機能の変化や多様化、
あるいは災害時の機能転用を受け止める
「空地」
として設定されます。
公園の北西には池子川が流れ、公園北側には神武寺山系から流れ込む小川が存在しています。
それ
らの川、小川を身近な物として感じられる緑道、親水空間を運動公園の中に整備し人々が日常生活の
なかで活用できるものとします。

N
体験学習施設
プール管理施設
カフェ

6700

おもな駐車場を JR横須賀線沿いに配置する事で公園のあら
ゆる施設へのアクセスが容易になります。
また、公園東側の近
隣住宅地への騒音、交通量の緩和を配慮した提案です。野球
場脇の現存駐車場は野球場を利用する人の利便性、あるい
は非常時の野球場転用を配慮し、そのまま使うものとします。
又駐輪場は公園のなかに分散して配置することにより、人々
の自転車での公園施設へのアクセスを容易なものとします。

公園の空間構成

現在の公園外周にある土塁エレメントを駐車場および、歩道と公園の境
界に使います。
これにより、公園内・外空間の空間対比が創出されます。

2

・道広場をインフラとして利用
ブロック分けされた棟を、
それぞれ拠点として活用し、
それらをス
ムーズにつなぐインフラとしてフラットな道広場が機能します。
・内部と外部の流動性を生かした避難者の収容
芝が植えられた外部空間は避難者の収容時に利用でき、加えて道
広場と流動的に行き来できることで、避難者への物資の供給や移
動を図ります。敷地いっぱいに引きのばされた道広場は、広範囲に
わたって外部に面することができ、効果を発します。

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る
❸
——

逗子市第一運動公園

模型

逗子市第一運動公園

パース

います。昨年度の基本設計作業では、子育てのグループ、

設計者にとっても大変心強いものです。例えば最初の設

子ども委員会、PTA、体育関係、災害ボランティア、身

計契約の場面では建築家の著作権に関する定めの必要性

体障害者の団体、老人クラブなど 15 の団体と、公募の

を JIAから助言していただき、また逗子市側にも JIAか

市民、そして行政の各部の代表も加わった計 21 名で構

ら直接説明があり、依頼者、設計者双方で改めてその点

成される検討委員会を 6 回重ね、意見を調整し、案をま

を確認することができました。

とめていきました。最終回ではほとんどの委員さんから
「完成が楽しみです」との言葉をいただきました。

1 ヵ月 1 度の検討委員会だけでは各委員の思いをきち

■小さな建築でもプロポーザルコンペに
多くの自治体ではプロポーザルコンペの実績はまだあ

んと聞き出すのは難しいと考え、私達は事務局立ち合い

まり無く、ましてや小振りの施設などの設計者選定は、

のもと、個別にインタビューを申し入れました。検討委

これまでのように入札で進めた方が事務手続きの点でも

員会に参加する団体の具体的な希望を理解する上で、ま

楽だという声も耳にします。プロポーザルの進め方や審

た信頼を得る上でも、インタビューは大変役に立ちまし

査員の人選などは専門家の助言がなければ自治体も突破

た。これらの協働を通して私達は公共の仕事に携わる責

口を見出せないのが現実だと思います。今回の逗子市の

任、そして喜びを強く実感しました。建築家が市民と対

事例から、私は JIAのサポートがコンペを主催する自治

峙する関係ではなくて、市民のためにあるという意識は

体に大いにプラスになることを実感しています。小さな

こういう経験を踏んで初めて実感できていくように思い

助言からスタートし、入札方式からコンペ方式に変更す

ます。それはこのようなコンペの機会がなければ経験で

る事例が今後増えることを祈っています。その実現は首

きないことです。成熟した市民社会に向けて、市民との

長の理解にかかっています。平井逗子市長とコンペ当選

恊働作業を少しでも多くの若い建築家が経験できるとし

後面会した折り、
「逗子市は今回初めて建築家を選びま

たら、建築家全体の職能意識は更に高いものになってい

した」とおっしゃっていたのが印象的で、公共的な建築

くでしょう。

の果たすべき役割、特に建築家の選定の重要性を市長は
良くわかっておられると思います。それは、たとえ小さ

■ JIAの大きな信頼
今回 JIA 神奈川地域会は逗子市のサポート役として、
工事終了までアドバイスを行うと聞いています。それは

な建築でも構わないと思います。多くの優秀な建築家が
参加できるプロポーザルコンペが少しでも多く世に出る
ために、JIAという組織は役に立てると思います。
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六甲山上の展望台コンペ

第１回 JIA KINKI U-40 設計コンペティション
「六甲山上の展望台」
事業主に聞く
JIA KINKI U-40 設計コンペティション実行委員長

長尾

健

このコンペは 2008 年に実施され、三分一博志氏が最
優秀賞を受賞、2010 年に「自然体感展望台

六甲枝垂

れ」として完成した。JIAが単独で主催し、40 歳以下の
全国の JIA 正会員建築家を対象とした実施コンペは、ほ
とんど初めての試みであり、画期的なものであった。
これまでの『JIA MAGAZINE』でも、竣工時の内覧
会の様子や関連する U-40 建築家セミナーの記事などで、
このコンペについて取り上げられてきた。今回は、事業
主である阪神総合レジャー株式会社取締役 新谷弘道氏
にお話をうかがった。

■施設オープン後の状況について
長尾●「自然体感展望台

六甲枝垂れ（注 1）」ができて、

何がどう変わりましたか。
新谷●そうですね、まず非常に集客ができたということ
です。単に周辺の飲食店、物販店が潤っただけではなく、

枝葉越しの展望

さらに他の施設までも足を伸ばしてくれるお客様がかな
りいらしたようで、事実、前年と比べて施設全体で来場

なりテレビ、大手新聞各社が来て下さいましたね。夏は

者数が増えました。そのように我々が営業している全エ

結構勝負できている感じですね。

リアへの波及効果が実現できたという意味でも非常に良

010

●

かったです。

■コンペ開催時のこと

長尾●去年から始まったアートイベント（注 2）は、どう

長尾●コンペの時の話になりますが、まず最初コンペの

いう意向で始められたのですか。

話をお願いしたときの印象はいかがでしたか。

新谷●必ずしも展望台ができるからというのではなく、

新谷●最初にお聞きしたときには、特にこれという物件

たまたまタイミングよくアートイベントの開催と一致し

がなかったと思います。

たのです。ただ、この展望台があったからこそ、そこを

長尾●でもご返事をいただいたのは比較的早かったです

ひとつのアートの拠点とできましたし、イベントに対す

よね。

る付加価値を高めることもできました。

新谷● 1 ヵ月後くらいですかね。回る十国展望台があっ

長尾●冬場の営業に関してはいかがでしょうか。

た跡地にもう一度展望台を作ろうかという計画が立ち上

新谷●やはり六甲山の冬というのはどうしても客足が落

がってきましたので、ちょうどいいかなということで、

ちますね。

社内調整をして、コンペにすることになりました。

長尾●冬場の六甲山上に「樹氷（注 3）」を見に来てもら

長尾●対象が若手建築家ということについては社内では

うことはなかなか難しいでしょうか。

どうでしたか。そんな若手で大丈夫か、みたいなこと

新谷●そうですね。その辺りは今後の販促上の課題です。

は？

写真も去年はなかったのですが、今年は樹氷が付いた写

新谷●それは特にはなかったです。

真や氷柱の写真なども撮れました。その辺は設計思想通

長尾●たくさんの案から選べるのであれば、それもひと

りにできたと思います。あと、今年の夏は意外にも去年

つの方法としていいかなということでしょうか？

に比べてそう減らなかったですね。

新谷●そうですね。あと積極的な意見としては、建築家

長尾●街でも「六甲枝垂れ」のポスターをよく見ますか

の方々の目を通してというか、第三者の目として六甲山

らね。

のニーズがわかる、というような意見もありました。

新谷●今年も「氷室開き（注 4）」と称して PRすると、か

長尾●実際に 103 個の応募案を見た時の印象はいかがで
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したか？
新谷●思ったより出てきたなという印象でした。多かっ
たですね。
長尾●あとは中身も結構バリエーションがありましたよ
ね。

❸
——

新谷●そうですね、本当に建築的なものから、いわゆる
レジャー施設的なものまで幅広くご提案いただきました。

■最優秀案について
長尾●ではその後の公開二次プレゼンテーションの時の
印象はいかがでしたか？
新谷●非常にたくさんの方が来られたのですごく驚いた
ことと、大変熱いプレゼンテーションの場であったとい

写真左が新谷氏、右が長尾氏

う印象があります。それとやはり選ばれた方々本人が、
非常によく思いを伝えられた。それが良かったのではな

新谷●レジャー的なコンテンツにこだわらなかったのが

いでしょうか。

良かったのではないでしょうか。

長尾●その時の三分一さんのプレゼンテーションで建物
のことはどのくらいわかりましたか？

■事業主としてコンペを振り返る

新谷●正直あまりわからなかったですね。建物の内容と

長尾●あとは、今回このような実施コンペという形で企

いう意味では三分一さんの案は一番わかりにくかったの

画を進めてきましたが、その企画者としての日本建築家

ではないでしょうか。非常にコンセプチュアルな部分の

協会（JIA）を見たときに、率直なご意見は？

説明が多かったので。

新谷●そうですね、今回一番困ったというわけではない

長尾●全てを語り尽くさないプレゼンテーションが逆

のですが、最終的には事業者側の意見として 100％決め

に良かったのかもしれませんね。多くの案のコンテン

られないということですね。当たり前なんですけど。

ツ（注 5）には、寿命の長さをあまり感じなかったように

長尾●事業主、建築家、有識者を含めた 5 名の審査員で

思います。彼の案はよくわからないけれども「環境」と

決めることにしましたからね。

いっている大きな軸が「簡単に風化しないコンセプト」

新谷●いい作品が選ばれたので結果オーライですが……。

という感じを漠然と受けましたね。

長尾●しかもうまく事業として最後まで進んで、でき上

新谷●それはありましたね。

がったから良かったですけどね。

長尾●今になって見たら彼は他の人と捉え方の大きさが

新谷●こちらで 100％決めることができないことが、こ

違うという気はしますね。

のコンペの一番のリスクでしょうね。クライアント側と
しては悩ましいところです。その代わり、全く斬新なア
イデアを得られる可能性もあります。
長尾●今日は大変貴重なご意見をいただくことができま
した。新谷さんには中学高校の先輩ということで大変な
無理をお願いし、このコンペの開催にこぎ着けていただ
きまして、本当にありがとうございました。
（取材：2011 年 9 月 13 日 ）

六甲枝垂れ全景

注 1： 竣工後の展望台の正式名称
注 2：「六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2010」
注 3： 冬場に「枝葉」と呼ばれる外皮部分に着氷するのが特
徴
注 4： 敷地内でできた冬の天然氷を氷室に貯蔵し、夏場の涼
風体験に利用している。
注 5： 収益の柱となるプログラムも自由提案であった。
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UCL（University College London）、
バートレット校大学院修士設計
修了審査に参加して

The World Report
【海外レポート】

古市徹雄（『JIA MAGAZINE』編集長）
さる 8 月 26 日、UCL（University College London）、バー
トレット校（建築デザインでは世界のトップと言っても良
い ）大学院の修士設計の合否判定、および採点に External
Examiner（外部からの招聘審査員：私とアメリカのミシ
ガン大教授、オランダ人建築家で現在香港大学教授の 3
人 ）として招かれた。
世界の建築教育最前線の教育、評価等を交え、それらの
報告をしたい。

自由でヴァラエティに富んだ作品の数々
すでに私たちの審査の前日、Internal Examiningを終了して
いる。バートレットは 5 年が Diploma Courseになっていて、そ
のうち最初の 3 年と後半の 2 年のコースに分かれている。終了後、

審査風景

マスターコースは 1 年。採点はかなり厳密で Tutors 全員が参加
して行われる。修士学生は全部で 60 名近くである。
要求される提出物はかなり自由なようだ。大きな模型、動画、

細かいところまで内容を確認していく。
外部審査員の意見が尊重されるので責任は重大である。英語で

パネル等々のほかに 5,000 字から 10,000 字のレポート。レポート

議論していくので疲れるのは当然としても、ヴァラエティに富む

も個人差があって論文の他にコンセプト・スケッチ、リサーチや

ものを同じ土俵に載せ、比較・議論していくのはかなりの労力を

サーヴェイのデータ、収集資料、さらにそれらの分析、ドロー

消費する。審査しながらランチを取り、引き続き午後も審査が続

イングなども巧みにレイアウトされている。図面も 3メートル ×2

いた。

メートルのものなど、かなり情報が詰まったもので見応えがある。
やはりすごいのは世界中から学生が集まっていること。それぞ
れの文化的な背景が違い、Tutorsの教え方も個性的で、とにか
くヴァラエティに富む。建築的なもの、アート的なもの、哲学的

A ランクは 8 作品

優秀な中国人学生の作品

合否が決定されると次に採点・評価が議論される。合格はＣ以

なものと様々。中にはハイデッガーから説明をする計画もあり、

上、さらに上にいくにしたがってＢ、Ａと続く。ボーダー上の作

難解である。

品で合格した者はＣランクになる。昨日、Ｃランクと評価された
作品も１つずつ、外部審査員が意見を述べて決定されていく。議

1 日かけて 1 作品ずつ合否を判定
朝 9 時半から全員が紹介されてスタート。前日の審査過程や、

論されたあと、慎重にＡ、Ｂの評価を決めていく。バートレット
のＡランクは外部では国際的に高く評価されていて就職、さらな
る上のコースへの進学にも有利に働くので、時間をかけて議論さ

今年の傾向、簡単な判定基準が説明されるが、基本的に審査基準

れる。結局、Ａランク（Distinction：優秀作品 ）は 8 作品、不合格

は自由である。

が 4 作品となる。

まず合否ボーダーラインを徹底的に議論し、最終的に Passed

Dictinctionに選ばれると、世界的にステータスになる。例年

（合格 ）と Failure（不合格 ）を決定していく。明らかな Failureは

2 ～ 3 作品だそうだ。評価が終わってみると中国からの留学生に

前日に決まっていて、ボーダーライン上のものをそれぞれの

優秀な作品が見られた。全体の 4 割近くが中国、台湾、韓国等の

Tutorsが外部審査員に 1 作品ずつ、ていねいに説明していく。自

アジアからの留学生だそうだ。

分の教えた学生であるので皆、熱心に詳しく提案の優れた点を説

世界中から学生は集まってくる。かつては多くの日本人学生が

明してくれる。ここでは Tutorsの説明も重要になる。まず、コ

留学していたそうだが、いわゆる内向きと言われるためだろうか、

ンセプトをレポートを使って説明し、新しい提案や考え方を説明

日本からの留学生は 1 人だった。もっと多くの学生が日本からも

し、それを受けてデザインがこうなっているとかなり論理的に説

留学して欲しいものだ。

明してくれる。中には素晴らしい考え方・提案・哲学もあったが、

修士は原則、1 年間。不合格も多く厳しい。日本はやはり、卒

惜しくもデザインまで持ち込めない案も見られた。Tutorsのプ

業に際しては甘すぎる。修士設計世界一展をやったら、日本はな

レゼンテーション能力も求められる。

かなか上位に入れないかもしれない。

ボーダーライン上の作品がすべて充分に説明された後、1 作品

そのあと Chairが参加して 1 人ずつ確認を取っていく。今年か

ずつ判定していく。Tutors 同士が議論する場面もある。いわゆる、

ら赴任する新しい Chairはポンピドゥーセンターの建築キュレー

Debateである。そういう時には全員がモニターを見ながら相当

ターだった人物。審査は相当に疲れ果てたが、収穫が多かった。
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1 作品ずつていねいに審査

Tutorsによるプレゼンテーション

社会、環境問題に正面から取り組む

日本の学生に求められる社会性

最後に、外部審査員が総論的な意見を述べ午後 7 時に終了。印

建築家に求められることをはっきりと自覚し、それらを見事な

象に残ったのは、地球環境やエネルギー問題、食糧問題等を考え

建築作品にまで作り上げるのを、じっくり見ていくと、日本の建

たものが中国の学生に多く見られたことだ。汚染された空気を清

築教育の社会との関わりの薄さが気になった。前にも、この『JIA

浄化する建築。全体が曲面構造になっているが、曲面はダブルス

MAGAZINE』で述べたが、日本の建築教育のガラパゴス化が極

キンのフィルターになっていて、その中に汚染空気を通して洗浄

端な形で進行しているように思える。表面的な形の面白さ、ゲー

される仕掛けだ。中国ならではのもの。

ム感覚に包まれ社会と隔絶しがちな学生の傾向。

他に風を取り入れ鳥の羽のような屋根が動き、発電するもの等、

もはや日本の若者も内向きなどとは言っていられない状況にあ

印象的なものが多かった。コンセプトを圧倒的なドローイングで

る。日本経済が落ち込み、未曽有の自然災害、放射能問題に直面

表現している。

する日本には逆に若者には大きな可能性がある。むしろ積極的に

台湾の学生が提案した椅子も面白かった。ロッキングチェアで

取り組んでもらわないと日本には未来が無いのである。そういう

動くと発電し、それが背後からの読書照明になっている。同様に

意味で教育する側にも外向きな、つまり国際的な視野、知識、教

天井からつるされた椅子も発電装置になっている。しかし、椅子

養が大きく求められるに違いない。

のデザインが平凡だった。
もう一人の中国の学生で印象に残ったのはキッチン室内の熱・
エントロピーの分布、動きをマイクロスケールから考え、その流

最後に今回の大学院修士審査のディレクターの Andrew Porter
氏（Director of Programme 2010-11）に、このような機会を与えて
くれたことに御礼を申し上げたい。

れを分析し最後はその窓のデザインに昇華したもの。ガスの熱、
人間の熱、空気の熱、建築が保有している熱による分布を驚くべ
きグラフィック能力を持って、その分布がキッチンの窓にどのよ
うに影響を与えていくかダイナミックな提案を作り上げていた。
しかし、それらの発想は面白いのだが、建築はあくまでも作っ
たもので評価される。バートレットというと圧倒的な CGやド
ローイングが有名で、日本の建築家や学生にはその表面だけが見
られがちだが、レポートの提出は必須で最初にサマリー（計画概
要 ）で計画の説明が求められる。学生の多様性がプロジェクトの
多様性を生んでいる。しかもそれぞれの国が抱える社会、環境問
題に前向きに積極的に取り組んでいるのが印象的だった。

審査を終えて全員安堵の表情
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以下に、印象に残った案を紹介したい。

Hui Ye（中国 ）
「The Reincarnation of Atlantis」
おそらく全作品の中でシナリオ、デザイン、圧
倒的な表現力で最も強く印象に残った作品である。
アトランティス伝説をもとにして都市が生まれ、
終末を迎える状況を古い中国が消え去り、新しい
中国が生まれる状況に例え、機械部品・エレメン
トを組み合わせて建築化し、デザインとして表現
している。
模型、図面とも綿密に描きこまれた造形力は素
晴らしい。しかも図面は縮小されたものが展示さ
れていたが、実際には壁一面に拡大しても詳細ま
で描きこまれているというから驚きである。構想
力といい、その発想といい、今の中国の国として
の勢いを感じさせる作品である。

Jason Immaraju（アメリカ合衆国 ）
「A crude island」
ロサンゼルス郊外の油田を敷地に選んだプロ
ジェクト。石油はいずれ枯渇していく。どのよう
な形でそのエネルギーを未来に残していくかとい
う提案である。今あるエネルギーを用いて、緑
地を作り出し植物として再生し、バイオエナジー
として将来もエネルギーを作り出すことができる。
それは失われていく油と並行して時間をかけ作り
出していく。油が枯渇しても植物に変換されたエ
ネルギーが保存されるというわけである。
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Jun Ma（中国 ）
「Smuggling Energy」
自然の持つ例えば風、波、潮、エネルギー等の
動きをデータ化し、それに基づいてセンサーを作
る。このセンサー自体が建築で、この建築を通し
て自然のエネルギーを取り入れようとするもの。
それらの自然の持つ気化熱作用、結露作用等が持
つエネルギーを、羽のように動く建築は、セン
サーによって風や自然エネルギーとして取り入れ
ようというもの。気流の流れ、霧、気化等を美し
い詩的なドローイングで巧みにまとめている。
そこで作られたエネルギーは教会で使用する。
自然のエネルギーがまるで教会で清められていく
人間のように、同じように清められたエネルギー
に昇華していくという、自然科学を分析しながら
も詩的なプロジェクト。

Kyung Sik Park（韓国 ）
「Sculptured Architecture by Water with Simultaneous Process in Subterranean」
この学生の案は建築に真正面から取り組んだも
のだった。都市の再開発を地下空間に於いて様々
な可能性として追求した計画。
機能として墓、教会、駐車場、闇の体験美術館
を提案し、さらに地上に祈りの空間が高く持ち上
げられ都市のモニュメントを作り出している。
地下には深くまで光が入るよう中央に井戸のよ
うな大吹き抜け空間が作られている。光がその中
にどのような空間を生み出すか注意深いスタディ
が行われ、それらが素晴らしいドローイングで表
現されいる。
空間、形態、死と生、光と闇、プライヴェート
とパブリックといった対立する概念を光と闇によ
り表現している。闇というテーマに特化し、その
考えのもとにすべての建築・空間を途方もないス
ケール、圧倒的なパワー、造形力を持って作り出
している。デザインモチーフとしてはゴシックを
前面に出している。

Shun-Chieh Yang（台湾 ）
「Ilha Flymosa」
かつて戦争の危機にさらされていた経験を持つ
台湾。あるいは台湾として独自に作り上げてきた
歴史・文化に対する誇り、それらをストレートに、
まるで水墨画のように美しいドローイングで自ら
の理想とする未来の台湾を表現した作品。
台湾を Formosaという。これはかつてポルトガ
ル人が台湾を Ihara Formosa（美しい島 ）と呼んだ
ことに由来する。その美しさを新しい建築言語で
表現する試みが行われる。そして、それらの言語
で環境システムをデザインする。最終的には地域
的な問題、戦争の無い理想の世界を建築として表
現し、新しい希望の島として計画を作り上げている。
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支部便り
中国支部
広島

第 2 回 JIA 中国建築大賞 2010 記念セミナー
●記念講演「自作について」江角俊則
—今考えていること、これから目指していること—

7 月 30 日に開催された 2011 第 1 回 JIA 中国支部広島地域会例会
では、昨年度の JIA 中国建築大賞で住宅部門の大賞を受賞された
江角俊則氏をお迎えし、受賞作「Slow House」を含む自身の建
築作品の解説をしていただきながら、それぞれの建築の中にみる
人々の営みや暮らしのあり方にせまる講演を聞かせていただきま
した。
「暮らしの豊かさとは

何だろう」

１．ゆっくり生活すること

古民家塾

２．手間ひまをかけること
３．ものづくりを楽しむこと
以上のことは、昔ながらの暮らしの中に潜んでおり、建築主自身
も家づくりに楽しく参加してもらうことが、江角さんの設計流儀。

草庵

古民家を利用した江角さんの作品「古民家塾」、「湯宿 草庵」、
「松園」などから建築の魅力がしびれるほど伝わり、このような
昔ながらの暮らしを次の時代に残していきたいという思いを強く
感じ、効率化や合理化などから抜け出せなくなった現代の生活か
らは生まれない心のゆとりや豊かさを、建築設計を通して具現化
できていることに非常に感銘を受けました。
また、参加者 30 名一人一人の顔が見えるアッ
トホームな記念セミナーになり

その後の江角さ

んを囲んだ懇親会には 20 名もの方々に参加して
記念セミナー会場

いただき、楽しいひと時になりました。
（広島地域会

第 2 回 JIA 中国建築大賞 2010
総評（内藤廣審査委員長 ）より抜粋

今川忠男 ）

「Slow House」は、一目見て気に入りました。実にチャーミングな建物です。生活者と
建築家が、深いところで理解し合わないとこういう建物はできないでしょう。まさに、
都会では不可能に近い住宅の在り方を見せてもらった気がします。庭の奥に広がる畑の
稲穂は黄金色に色づいていましたが、建物はそれとまったく一体化しているようでした。
居間は、主のライフスタイルそのままで、Slow Lifeがそのまま住宅になったような生
活感あふれる「Slow House」でした。書斎、和室、洗面、そして薪で焚く風呂、そう
した裏の空間も、考え抜かれた設計です。一番の特徴は、緑化された屋根ですが、煙突
のデザイン、軒の面戸板のデザイン、細部にまでこだわっているのが印象的でした。ま
さにこれぞ、という気持ちで大賞にしました。
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第 2 回 JIA 中国建築大賞 2010（住宅部門）

設計：江角俊則

Slow House

鳥取・島根

米子市公会堂の存廃問題の経緯と今後の課題
撮影：林

●米子市公会堂の沿革

正

米子市公会堂は言うまでもなく故村野藤吾氏の作品である。コ
ンクリートの柱梁をそのまま表し、その間をレンガやタイル、開
口部などで構成するという、この時代の村野建築に多くみられる
手法をベースとしながら、ダイナミックさと繊細さとを併せ持つ
独自の表現をみることができる。
この建築は鳥取県西部の中核都市である米子市の市制 30 年記
念事業として計画される。このとき「同じつくるなら後世に残る
ものを」との声から建設費は当初計画の倍になるも、それを補完
すべく「1 日 1 円を貯めて 100 円の寄付をする」という通称「１
円募金運動」が起こり、結果、建設費の 1 ／ 3 近くが市民、地元

客席後部を持ち上げたダイナミックな外観

企業の寄付でまかなわれたという。このエピソードは米子市民の

●廃止論の高まり

気質を表すものとしてよく語られるものである。また、このこと
を受け村野氏も設計料を返上（寄付 ）されたという記録も残って
いる。まさに「市民」
「建築家」双方の熱意をもって 1958 年に竣
工した。
その後 50 年、途中大規模増改修（1980 年村野事務所による ）を
経て、この地方の文化の殿堂として市民の文化活動を担ってきた。
また、山陰を代表する建築として 1998 年には「公共建築 100 選」
にも選ばれた。

平成に入ると類似施設の新設により徐々に利用が分散し減少し、
老朽化や狭隘化による設備面や機能面の不具合が問題となり始
める。2006 年、唐突に「維持か閉鎖か」と新聞紙上で報じられる。
設備の更新に多額の費用がかかるということから廃止も検討され
るとのことであった。これをきっかけに、存続を求める利用文化
団体を中心とした市民団体（後の米子市公会堂市民会議 ）が発足する。

2009 年に耐震診断を実施。この結果は Is 値 0.15 という極めて
低い数値であり同時に提案された耐震改修案の概算金額が 14 億
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支部便り

中国支部
参考：米子市公会堂市民会議ウエブサイト

撮影：林

http://www.nokosaiya.org/index.html

正

● JIAの活動

JIA 鳥取、島根地域会で

米子市公会堂シンポジウム

は米子高専、鳥取環境大の

「米子市公会堂の未来を考える」

学識者を交えての協議会を

平成 22 年

企画しこの問題に取り組ん

月

23 日（木・祝）

14：00 〜 17：00

米子コンベンションセンター 国際会議場
入 場 無 料

だ。ここでは耐震診断の是

第 1 部 基調講演

非や村野建築の価値、建築

河東義之氏

( 建築史家 小山工業高等専門学校名誉教授 )

文化庁の文化審議会委員をはじめとした多数の文化財保護に関わる委員を歴任し、先頃美術館として開館した「三菱 1 号館」
の再建にも学識者として関与する等、多岐に渡る文化財行政における御経験から「文化を後世に伝える」を主題に、「文化・
歴史からつくるまちづくり」といった内容で御講演をいただきます。

の寿命とはいかなるものか、

第 2 部 パネルディスカッション
パネリスト

「米子市公会堂をどのように保存・維持していくか」

河東義之氏 ( 同上 )
兼松紘一郎氏 ( 建築家 兼松設計代表、DOCOMOMO Japan 幹事長 )

残すべき建築とは等、幅広
い意見交換となった。ここ

12

野田邦弘氏 ( 鳥取大学地域学部教授 )
小谷幸久氏（ 米子市公会堂の存続と早期改修を求める市民会議代表世話人、鳥取県吹奏楽連盟顧問 ）
コーディネーター

熊谷昌彦氏（米子工業高等専門学校教授）

Yonago Public Hall Symposium 2010.12.23
主

催 ／ 日本建築学会中国支部

後

援 ／ 米子市公会堂の存続と早期改修を求める市民会議

共

催 ／ 日本建築家協会中国支部、同鳥取地域会、同島根地域会

問合せ ／ 米子工業高等専門学校 藤木竜也
fujiki@yonago-k.ac.jp ／ 0859-24-5180

での議論を集約し広く市民
円にのぼったため、本来、改修するための診断結果が廃止論を高

に呼びかけること、また、市長の存続の方針を受け今後の維持活

めることとなった。

用への課題を整理し、方法を提言することを目的に 12 月には「米

米子市には後年、米子市文化ホール（670 席 ）や米子コンベン

子市公会堂の未来を考える」と題したシンポジウムを日本建築学

ションセンター（2,000 席 ）ができ、利用が分散し相対的に利用率

会中国支部に共催するかたちで開催した。基調講演は、小山高専

が下がったうえ、特にポピュラー音楽のコンサートなどは席数の

名誉教授で文化財行政にも多く関わってこられた河東義之氏を招

多いコンベンションセンターを利用することがほとんどとなって

き、「文化・歴史からつくるまちづくり」と題し、受け継いだ遺

いた。また米子市は財政再建途上であり、事業は教育、福祉を優

産を後世に伝えることが新しい文化創出にとっていかに重要であ

先すべきで公会堂改修はプライオリティーが低いとの声も多く、

るか、多くの事例を交え語っていただいた。続くパネルディス

存続はかなり厳しいものと感じられた。

カッションでは、DOCOMOMO Japan 幹事長 兼松紘一郎氏、鳥

●市民団体による存続運動と地元建築家の活動
それに反して市民団体と地元建築家有志は以下の観点から存続

取大学地域学部教授 野田邦弘氏、市民団体の小谷幸久氏、コー
ディネーターに米子高専教授 熊谷昌彦氏が加わり、市民参画の

を求めた。

重要性や、保存改修は単に安全性を確保するだけでなく過去と現

・代替施設とされる米子コンベンションセンターは基本的に展示

在と未来を見据える「新しい価値観による創造行為」であるべき

施設であり、移動収納式観客席のため音響に問題があり、クラ

など、米子市公会堂の未来について多くの提言をいただいた。

シック音楽や吹奏楽の演奏には不適である。また舞台に袖がな

●米子市公会堂の未来と今後の課題

くフライタワーもないため、演劇やバレエなどの公演にも適さ

振り返って、存廃を分けたものは何であったのだろうか。はっ

ない。また 670 席の米子市文化ホールでは収支上成り立たない

きりと言えることは、多くの市民が米子市公会堂に対して強い愛

催事も多い。仮に米子市公会堂が廃止になると市民の芸術文化

着を持っていたことだと思う。この建築が単なる「モノ」でなく

活動に後退、停滞を強いることとなる。
・建築として文化的価値が高く、公共建築 100 選にも選ばれた優
れた建築物である。
・2000 年の鳥取県西部地震（震度 5 強 ）で構造部分の被害は皆無
であった。耐震診断値の再検証が必要である。
・長年米子のシンボルとして多くの市民が愛着をもち、廃止は中

市民が自立的に求め建設し、ハレの場として 50 年を越える「コ
ト」が積み重なっていったもの、この総体こそが「米子市公会
堂」なのだということ。単純ではあるが大切なことではないだろ
うか。
存続決定から半年、市の内部調整に目処がつき設計者も間もな
く決まる予定であるが、問題は山積している。耐震改修工法の検

心市街地の活性化にもマイナスである。

証、村野藤吾氏のデザインをいかに継承するか、限られた財源、

具体的な活動としては、学識者による米子市公会堂を理解する

スペースのなかで何を選択し何を捨てるかなど。時間の制約のあ

講演会や市民にアピールする集会などを行う。最も中心的活動は

る中で、いかにこの建築の魅力を検証し、深い議

存続の署名活動であった。わずか 1 ヵ月で 4 万を超える署名を集

論のもとにていねいに作業されるかが、この改修

め、最終的には 4 万 9 千筆の署名を添えて議会に陳情した。

の鍵を握っている。

●存続の決定

（鳥取地域会

来間直樹 ）

2010 年 7 月、9 月議会での議論を経て、11 月に市長は存続する
考えを表明した。これは先に実施された市民アンケートの結果と、
それをもとに作成された「米子市公会堂のあり方報告書」に基づ
き、財政上の負担が大きいことを理解しながらも米子のランド
マークとして、文化芸術活動には不可欠であるという判断であっ
た。一時は廃止やむなしという空気が支配していたので急転直
下のことであった。その後議会での紆余曲折もあったが 12 月末、
市民団体からの存続の署名が採択され「米子市公会堂の存続」は
決定した。
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沖縄支部

沖縄の建築家が綴るリレーエッセイ集

『おきなわの家

世界のまち』を発刊しました

沖縄支部は現在会員数が約 60 人ですが、全国の各支部に負け
ないよう沖縄支部の魅力をどんどん発信していきたいと思ってい
ます。その第一弾として今回、全国の会員さんにも一度は読んで
いただきたい本を紹介します。
このたび沖縄支部会員によるリレーエッセイ集『おきなわの家
世界のまち』
（沖縄建設新聞発行 ）を発刊しました。このエッセイ

A5判、112頁
定価：900円（送料別途）
発行：沖縄建設新聞
［お問い合わせ・注文］
Tel ：098-941-1064
Fax：098-941-1079
よ もち

JIA沖縄支部事務局 世持さんまで

集は、2 年ほど前から沖縄建設新聞に会員メンバーでエッセイを
執筆してきた企画を一冊の本にしたものです。
「住まい備忘録」

●建築家の物の見方、考え方を伝える

というタイトルの連載が始まりでした。そのエッセイがなかなか

建築家は一般の読者にとって、とっかかりにくい生態のように

の高評価をいただき、その連載が一巡し、次の連載「建もの旅日

思われていたようですが、このリレーエッセイによって多少なじ

記」へとつながりました。

みやすい地域人になったのではないでしょうか。建築家とひとく

●「住まい備忘録」

くりに捉えてしまうと、とても気難しい人達だと一般の方々は思

住まいの設計を通した建築家の回想録やエピソ－ドなどが掲載

われているようです。

され、いつもと違った建築家の一面が垣間見えて読者の心をつか

「住まい備忘録」や「建もの旅日記」を通して建築家がいかに

んだようです。怖そうな顔つきの建築家が非常に涙もろい子供思

なじみやすく、親しみやすく、ユーモアがあるのかを大いにア

いのおじさんだったり、クライアントや現場で悪戦苦闘した話な

ピールできたのではないか思います。多くの方々に建築家の物の

ど、内容はさまざまです。一軒の住まいができ上がるまでの過程

見方や考え方を伝えることは非常によい刺激となったようです。

や思い、そして出会いなど建築家一人一人の住まいに対する熱い

光や風そして影一つとってみても感じ方や考え方の違いがさまざ

思いの詰まったエッセイです。

まであり、新しい発見を伝えてくれます。ふだん何気なく生活し

●「建もの旅日記」
4

4

ているありふれた街並みさえも、建築家の目にかかればその洞察

「住まい備忘録」で建築家の思わぬ生態に興味を持った読者の

力で街の魅力が引き出されます。あるときは、世界中を旅する自

反響から、テーマを変えてスタートした、新たな建築家の生態シ

由人でありながらも一人で旅する冒険者、あるいはグルメ好きな

リーズの連載です。旅日記は文字通り旅好きの建築家の旅先での

美食家、また筆一本で街並みや建物をスケッチする画家にさえも

思い出や感想が綴られています。ヨーロッパ、北米はもちろん、

変身します。何にもまして、今回のエッセイ集が発刊されたこと

秘湯めぐりからアフリカのタンザニアまで幅広いスケールでエッ

から考えてみると、エッセイストにもなってしまったようです。

セイが展開していきますが、なかには実は旅嫌いで臆病者の建築

カメラマンと間違うほどの腕の持ち主もいます。小さな本ではあ

家が明かした、旅と JIA 入会に関するエピソードなど、内容も盛

りますが、大きな価値のある一冊ができたのではないかと思いま

りだくさんです。

す。まずはひとりでも多くの読者にこのエッセイ集が行きわたる

その旅先での思い出も、建築家の視点に掛かると見方や感じ方
が多様で、建築家の謎めいた生態に改めて読者から反響があった
ようです。

ことができれば嬉しく思います。
もし現在この支部便りをお読みになっている皆
さん、勇気を出して沖縄支部事務局まで注文して
みてはいかがでしょうか。
（沖縄支部

金城

司）
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【速報】 UIA2011 東京大会 第 24 回世界建築会議

2011 年 9 月 25 日㈰〜 10 月 1 日㈯

天皇皇后両陛下にご臨席いただいた開会式。芦原太郎JIA会長による挨拶

2011 年 9 月 25 日、ついに、UIA2011 東京大会が開催されました。3 月 11 日、我が国は東日本大震災の発
生によって甚大なる被害を受けました。準備を進めていた本大会もプログラムを再構成し、災害と向き合い
ながらの大会開催となりました。海外からは心温まる支援や励ましの言葉をいただきながらも、大会の開催
を危ぶむ声も少なからずありました。しかし、そのようなときだからこそ開催する意義があるのだと思いま
す。多くの人々の努力や協力を受けながら、参加国数は 110 ヵ国、参加登録者数は約 5,100 人、市民向け各
種プログラムの 1 万人以上の参加を得て、盛大に開幕し、9 月 28 日の閉会式を無事迎えることができました。
このようなときだからこそ、日本に世界中の建築家が一堂に会する会議を行う意義があると感じる大会で
あったと思います。
今号ではこの歴史的な大会の雰囲気をいち早くダイジェスト版としてお届けいたします。
（JIA 本部広報委員長・JOB 広報部会委員

9 月 25 日㈰

ウェルカム・ネットワーキング＠六本木ヒルズ

六本木ヒルズ東京シティビューにて、秋の澄み渡る空のもと、
迎するとともに、出会いと交流の場が設けられました。会場は
多くの人々で埋め尽くされ、このユニークな会場で東京の夜を
楽しみました。東日本大震災の被災地との最新の ICT 設備を駆
●
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9 月 29 日 ）

東京シティビュー

東京の夜景を眼下にして様々な国や地域から訪れた参加者を歓

020

中村高淑

使したネットワーキングによる交流も試みられ、単なるパー
ティーを超えた有意義なイベントであったかと思います。
また、同会場・森美術館では「メタボリズムの未来都市展」
（2012 年 1 月 15 日まで ）を共同開催しており、こちらも実に見応

えのある充実した展示です。

Design 2050 Beyond Disasters, through Solidarity, towards Sustainability
9 月 26 日㈪

開会式

東京国際フォーラムホールＡにて UIA2011 東京大会の開会
式が行われました。
開会式には天皇皇后両陛下のご臨席を賜りました。大会の参
加登録者に加え、各界の招待客や UIA 関係者の多くが参加し、
華やかな幕開けとなりました。
御

席：天皇皇后両陛下

主催者席：Louis Cox（UIA 会長 ）
小倉善明（UIA2011東京大会日本組織委員会会長）
芦原太郎（日本建築家協会会長）
槇

文彦（UIA2011東京大会日本組織委員会評議会議長）

Jordi Farrando（UIA 事務総長 ）
Goh Chong Chia（UIA 財務大臣 ）

Louis Cox UIA会長による開会スピーチ

来 賓 席： 前田武志（国土交通大臣 ）、石原慎太郎（東京都知事 ）
クリスト（基調講演者・アーティスト ）、ジグメ・ティンレー（基調講演者・ブータン王国首相 ）
100 を超えるプログラムや開催イベント
「DESIGN2050」をメインテーマに各分野のオピニオンリー
ダーが基調講演、特別講演を行うと共に、サブテーマ「環境」

丸の内周辺地域をはじめとした様々な会場を舞台に同時開催さ
れました。

「情報」「生命」をもとにしたテーマセッションがもたれ、2 日
目の 27 日のテーマセッションは一般公開されました。
その他にもシンポジウムや展覧会、ワークショップなど、

100 を超える数多くのプログラムが東京国際フォーラムおよび

基調講演2

ジグメ・ティンレー氏（ブータン王国首相）

特別講演2

SANAA（妹島和代氏＋西沢立衛氏）

テーマセッション1
「厄災の後、住まうことの希望は再生可能か」

テーマセッション4
「自然と共存しうる技術は何か」

公開プログラム

基調講演1

クリスト氏

安藤忠雄氏

テーマセッション3
「これからの環境建築を考える」

特別講演4

デイヴィッド・アジャイ氏
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UIA2011 TOKYO

9 月 28 日㈬

閉会式

盛況のうちに閉会式を迎えました。閉会式で未来に繋げる目
標として「東京大会宣言」が採択されました。日本から次回
2014 年の開催地であるダーバン（南アフリカ共和国 ）へ大会を
引き渡し、最後は芦原太郎 JIA 会長の音頭にあわせて会場全員
で日本式の三本締めを行い、ついに閉幕。全世界の建築家の一
員としての責任と喜びを感じた実に感動的な３日間でした。
これで東京国際フォーラム会場でのメインプログラムは終了
しましたが、引き続き、UIA 総会や理事会などが 10 月 1 日まで、
いくつかの関連イベントも引き続き開催されます。
※写真はすべて

© UIA2011 TOKYO Japan Organizing Board (JOB)

立石真JOB事務総長から2014年開催地ダーバンの代表者に大会が引き継がれた

UIA2011東京大会宣言
災害を乗り越えて
第 24 回 UIA 世界建築大会は 2011 年 9 月 26 日から 28 日まで東京で開催されました。折しも 2011 年 3 月に
東日本で起こった歴史的な大災害から 6 か月半目にあたります。そこに世界中の 100 を超える国や地域
から、約 5 千名に上る建築・都市分野の専門家と学生諸君が集まりました。
そして、この悲惨な出来事に深く影響を受け、大会参加者は実際に何が起きたのか、そして今何をしな
ければならないのかについて、以下の大会テーマの下、熱い議論を交わしました。

Design2050
Beyond Disasters, Through Solidarity, Towards Sustainability
その主な論点は、こうした状況を踏まえて 40 年後の建築・都市デザインのビジョンを予測・逆予測す
ることでした。それらは、これまでの UIAの憲章や宣言文からさらに前進し、我々の職能の役割を啓
発するもので、
「環境」「文化」「生命」の三つのテーマに分類されました。
以上を受け、私たちは次の事柄に取り組みます。
1． 地球上のあらゆる災害を乗り越える動きから学びながら、環境、社会、経済的側面からなる持続可
能性の多様な関連領域と深く係る私たちの職能を全うします。
2． 現存する地域や文化の境界を越え、過去の記憶を呼び起こし、そこに学びながら、さらなる公正さ
と多様性を目指す世界と地域における数多くの取り組みについて連帯し、現代のメディアを駆使し
ながら互いに交流します。
3． 我々の職能が持つべき責任について認識を深め、建築家と建築を支援し、行政機関等と共同して、
社会的不公正のギャップを無くし、すべての人々が地域に根差した生活の質の向上を図ることがで
きるような、持続可能な未来をめざします。
UIA2011 東京大会参加者
2011 年 9 月 28 日
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JIA NEWS
2011 年度臨時総会速報

総務委員長

西勝郁郎（西勝建築設計）

2011 年度臨時総会が 9 月 25 日㈰、本部建築家会館１階大ホールにおいて開催されまし
た。これは JIAが新たな公益社団法人に移行することに伴う「定款改定の件」と、3 月 11
日発生した東日本大震災による「震災罹災者会員会費免除の件」の２議案を審議するもの
でした。
議事に先立ち芦原太郎会長より開会の挨拶があり、続いて会場から議長に室伏次郎会員、
副議長に東條隆郎、小島孜両会員を選任後、議事録署名人 2 名を指名し議事に入りました。
第１号議案「定款改定の件」は、筒井信也専務理事の説明後、3 名の会員から質疑およ
び意見があり、その後採決の結果、3 分の 2 を超える賛成多数で可決承認されました（詳細
は、臨時総会正式議事録を後日 HPなどで公開予定です ）
。本議案は、正会員総数の３分
の２以上の出席および賛成を要する特別決議議案で、審議結果は有効議決権を有する正会
員総数 4,441 名、議決定足数の 2,963 名以上に対して、総会出席者 3,388 名（76.3％）
、賛
成 3,200 名（72.1％）、反対 85 名（1.9％）
、当日の棄権・その他 80 名（1.8％）でした。
続く、第 2 号議案「震災罹災者会費免除の件」は、被災会員 4 名の会費免除に関して、
池田元彦事務局長の説明により議事に入り、その後議長が会場に意見を求めたところ、特
段の質疑および意見がなく採決の結果、過半数を超える賛成多数で可決承認されました。
今回の臨時総会全体に関して、当初総会成立を危ぶむ声も聞かれたなか、ハガキ返信率
は北陸、四国、沖縄の各支部が 90％以上、北海道、中国、九州の各支部 80％以上、その
他の支部でも 70％を超えるもので、多くの会員の皆様の意思を反映する総会となりまし
た。ここに、総会に参加された会員各位に深く感謝申し上げます。
特筆すべきことは表決の方法で、従来の「出席」と「委任」以外に「書面表決」ができ
る投票方式を採用したことです。結果は会場出席 195 名、委任表決 951 名に対して、書
面表決 2,242 名と、圧倒的に会員の皆様が直接ご自分の意思をハガキに託すことができま
した。
また、中間集計の過程で未投票会員に対して電話やメールなどで投票をお願いしたこと
や、郵送投票が総会に間に合わず無効となることを考慮して、締切り直前に FAXによる
投票も本人確認ができれば有効としたことに反省すべき点は残るものの、やはり会員各位
が総会で直接意思表明することの重要性と JIAの将来を決める定款改定の審議であること
に鑑み、全ての会員の参加による総会審議を目指しました。
ここに重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。

（文中の数字は速報集計値であり、最終集計の結果多少変更になる場合があります。）
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JIA NEWS
JIA 本部役員選挙について（第２回告示 ）
社団法人日本建築家協会
選挙管理委員会
委員長 中尾利弘
2012 年度本部役員候補者選挙に関し、9 月 1 日の締切日までに下記の方々から立候補の届け出がなされました。
下記いずれの方々も JIA 役員選挙基準並びに同細則に適合しておりますので、候補者名簿に登録しました。その
結果、各支部長、理事及び監事についてはいずれも立候補者数が定数と同じですので、投票は行わず､ 役員選挙基
準第 11 条 2 項の規定により全員が選出されたこととなります。
〈会長〉
		

（定数１）

〈理事〉 北 海 道 支 部
		
東北支部

		
関東甲信越支部
			

		
東海支部
			

		
近畿支部
			

		
		

中 国 支 部
四 国 支 部

		

九州支部

〈監事〉		

芦原太郎

（理事・支部長／定数１） 上遠野克
（理事・支部長／定数１） 渡邉 宏

（理事・支部長／定数１） 上浪 寛
（理事／定数３）
堀越英嗣、岩村和夫、森

（理事・支部長／定数１） 鳥居久保
（理事／定数１）
小田義彦

暢郎

（理事・支部長／定数１） 小島 孜
（理事／定数１）
松本敏夫

（理事・支部長／定数１） 山田 暁
（理事・支部長／定数１） 細木 茂

（理事・支部長／定数１） 水野
（定数１）

宏

勝村一郎

（上記複数の場合は届出順 ）

理事会報告
■ 2011 年 9 月 25 日

第 194 回理事会

議事速報

【報告事項】
本部総務委員会の 2 つの WGの進捗状況が報告された。

●日

時：2011 年 9 月 25 日㈰

11 時 00 分〜 13 時 00 分

●場

所：建築家会館３F 大会議室（全員集合方式：全理事・監事出席 ）

1． 支部事務局の予算、経費等の実状調査書式が確定したこと。
2． 定款改定が総会承認される前提で、規則細則の必要な新規策定、
改訂方針と、取りあえず本部による支部規定の骨子が説明された。

【審議事項】

1． 滞納会員の資格喪失
１） 資格喪失処分議決を 1 ヵ月猶予し、その間支部・地域会で滞
納者への働きかけをする旨の案が一部理事よりあり、それ
が承認された。
２） 工務店兼業事務所に異動した会員の取扱いについて、正会
員から協力会員に種別変更をいただくケースが承認された。
2． 臨時総会の成立と委任扱い等
１） 有効性会員数（4,441 名 ）の 3 分の 2 以上（2,936 名 ）の出席・
議決が必要な定款改定のための臨時総会総出席予定者数が 3
分の 2 を大きく超える 76％となった旨の報告があった。
２） 白紙委任は会長委任、議長委任は賛否同数のとき以外賛否
投票はできないが、その他の場合は、議長の意向（賛成・反
対 ）に委任数を委ねる旨、承認された。
３） FAX 返信、記載の誤記、未記載、押印漏れ等の返信の有効
性につき顧問弁護士は問題ない旨の見解を提出し、理事会
は弁護士見解を承認した。
3． 建築家宣言等の採択
JIAとしての建築家宣言、建築関連五会の建築・まちづくり宣言
が承認された。

2012 年度 JIA 全国大会開催
1． 詳細は未確定だが、2012 年度 JIA 大会は横浜で開催することが決
定された。時期的には 9 月中旬案があったが、学会と重なること
で、11 月中旬案で再度開催場所と調整することとなった。
2． 2013 年度は北海道支部、2014 年度は北陸支部の方向で検討する
ことが合意された。
●
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北海道支部

承認日：8 月 23 日
北海道 諸澤良浩

OCTOBER 2011

アトリエ PALLET

関東甲信越支部 茨城県 岩﨑駿介
関東甲信越支部 東京都 矢野雅規

㈱日建設計 東京本社

関東甲信越支部 東京都 塚田修大

塚田修大建築設計事務所

関東甲信越支部 東京都 清水里司

㈱日本設計

関東甲信越支部 東京都 近藤

崇

㈱日本設計

関東甲信越支部 東京都 岩崎

創

関東甲信越支部 東京都 土屋辰之助

㈱日本設計
香山壽夫建築研究所

関東甲信越支部 東京都 冨田彰次

㈱日建設計 東京本社

関東甲信越支部 東京都 神宮司高久

㈱日本設計

関東甲信越支部 東京都 鈴木寿枝

㈱安井建築設計事務所東京
事務所

関東甲信越支部 東京都 有吉

匡

関東甲信越支部 東京都 古川明久
関東甲信越支部 東京都 東

【協議事項】
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■新規入会承認者

東海支部

愛知県 牛尾

正典
彰

㈱梓設計
スペースクルーズ一級建築
士事務所
㈱日本設計
㈱丹羽英二建築事務所

東海支部

愛知県 川崎拓二

㈱日本設計中部支社

東海支部

愛知県 降旗範行

㈱山下設計中部支社

東海支部

愛知県 生田京子

名城大学理工学部建築学科

近畿支部

大阪府 田中康達

㈱三菱地所設計大阪支店

近畿支部

大阪府 中村正樹

一級建築士事務所 mnaa

本部便り
●建築五会共同宣言発表
9 月 20 日㈫、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日
本建築家協会、日本建設業連合会、日本建築学会の建築関連五団体に

●ジグメ・ティンレー ブータン王国首相、
シンポジウムにメッセージ
9 月 27 日㈫、UIA2011 東京大会内で開催された「2050 年の建築家」

よる記者発表が行われ、建築の質と性能の確保並びに建築・都市文化

を考えるシンポジウムに、ジグメ・ティンレー ブータン王国首相か

の振興に貢献するとともに、安心・安全で持続可能な社会の構築を

らビデオメッセージが寄せられた。

目指した「建築・まちづくり宣言」が発表された。宣言の全文は JIA

メッセージでは冒頭、東日本大震災における被害へのお見舞いを述べ

ホームページをご参照下さい。

た後、「世界中の建築家に対し、人々が幸福を得るため建築家は建物
や街に住む人々が相互に連携し助け合うことができる空間づくりを」、
と訴えた。ティンレー首相は翌 28 日に大会基調講演も行った。

● UIA2011 東京大会開催
東京国際フォーラムをメイン会場として 9 月 25 日㈰から 10 月 1 日㈯
の会期で UIA2011 東京大会が開催された。メインテーマは「DESIGN
2050 災害を克服し、一丸となって、新しい未来へ！」。基調講演、
シンポジウム、展示など、東京丸の内を中心としてさまざまなプロ
グラムが行われ、世界各国から 5,000 名を超える建築専門家、関係者、
学生が参加した。

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

●建築家宣言発表
上記の「2050 年の建築家」を考えるシンポジウムでは、JIAの新たな
行動規範となる「建築家宣言」が発表された。宣言の全文は JIA ホー
ムページをご参照下さい。

この編集後記を UIA2011 TOKYO 大会の前日、25 日に書いています。組織委員会の努力もあり、ムードも盛
り上がってきたようです。地震、津波、原発と日本は未曽有の災害に見舞われました。自然への畏怖、科学技
術に頼り切ることへの疑問等が反省を含めて意識の変革が生まれようとしています。今回の UIA 大会はそう
いった意味で 21 世紀の建築を考える上でエポックメイキングになると思います。
さて、年間テーマの「プロポーザル方式を考える」は高橋 一さんにインタビューをしました。将来を背負
う若者のことを真剣に心配され熱く語られていました。公共建築の経験のない者だけを対象にした公共施設
3,000㎡以下の建築設計コンペをやってみたら良いのではないかという提案は、目から鱗の落ちる思いでした。
現在神奈川県の逗子市では、JIAの会員が中心となりコンペを進めようという活動が行われています。その
報告もなされています。また、今までも何度か取り上げられている六甲山上の展望台コンペについては、事業
者のお話をインタビュー形式でうかがっています。
さて私事ですが、去る 8 月下旬に著名なロンドン大学バートレット建築校大学院で修士設計の合否及び評価
の審査に公式ゲストとして招かれました。中国を中心としたアジア勢が優秀作品の多くを占めました。その国
の文化・歴史を背景に自分達の国の抱える問題を、正面から考えている案が目立ちました。
一方、日本では様々な卒業設計、修士設計のコンクールが行われていますが、内向きというか現実と遊離し
たゲーム感覚に満ちたような案が多く見られ、このままでは日本の建築文化の将来が危うく感じられました。
今回の災害等を踏まえ日本の学生の意識も大きく変わってくることを願ってやみません。もっとも、これは教
える側の問題であることは言うまでもありません。

■ JIA 支部一覧
■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
URL 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 4 階
TEL 06-6229-3371 FAX 06-6229-3374
URL 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 北四ビル 3F
TEL 022-225-1120 FAX 022-213-2077
URL 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
TEL 082-222-8810 FAX 082-222-8755
URL 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
URL http://www.jia-kanto.org/members/

■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
URL 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
URL 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
URL http://www.jia-9.org/info/

■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
URL 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
URL http://www.jia-okinawa.org/
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ありがとうございました。
たくさんの皆様にご参加とご支援をいただきました。
おかげさまで盛況のうちに会期を終え、2014 年の開催地ダーバン（南アフリカ共和国 ）へと大会のバトンを渡すことができました。
ご参加・ご来場いただきました皆様、寄付や協賛を賜りました皆様、すべての関係者の皆様に御礼申し上げます。
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