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プロポーザル方式を考える④

戦後日本の建築デザインコンペ
大川三雄（日本大学理工学部教授）

JIAが関わったプロポーザルコンペの好事例
●支部便り

東海支部・北海道支部

● UIA2011 東京大会

第 24 回世界建築会議

建 築 家 の た め の 保険・中途加入のご案内
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。
建築家が日本国内で行った設計等の業務ミスに起因し、その建築物に物理的「滅失もしくは損傷」が
発生し、建築物や他人に損害を与えたとき、法律上賠償しなければならない損害を補償します。

◦ 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。
補償内容等詳細はインターネットで

http://kenbai.jp/

JIA 所得補償保険（天災危険補償特約、精神障害拡張補償特約セット ）
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。
個人の年間所得（給与所得、事業所得 ）の 1/12 の一定範囲内で月額保険金を選んで加入できます。
加入年齢は保険開始日現在 69 歳までの方。
（補償内容等詳細につきましては JIA ホームページをご覧ください ）

JIA 傷害総合保険（天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約セット ）
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。低廉な保険料で、事務所の福利厚生としてもご利用
ください。
加入年齢は保険開始日現在 69 歳までの方。
（補償内容等詳細につきましては JIA ホームページをご覧ください ）

■毎月中途加入を受付けています
建築家賠償責任保険はインターネット加入で毎月25日締め、所得・傷害保険は毎月15日締めで、翌1日より保険開始となります。
※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。

【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-mail:info@kenchikuka-kaikan.jp

【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

JIA 会員建築家の皆様へ

株式会社 建築家会館

会館株式保有のお願い

代表取締役

野生司義光

株式会社建築家会館は、1961 年旧日本建築家協会がその活動拠点としての会館の設立を目指し、当初 180 名余り
の建築家の有志の出資により発足いたしました。そのとき初代社長である前川國男先生が各分野の方々との交流
を図るべく提唱されたのが「処士横議の場」であります。
1966 年に現在の土地を購入。1967 年には増資により新しい株主を募り、1968 年コンペにより会館建設に至りま
す。1996 年には敷地内に建設されていた健保会館を買い取り、現 JIA 館が誕生いたしました。この間、株主の皆様
のご支援をいただき、会館経営も順調に推移し、本年は創業 50 周年を迎えました。
このような経緯の中、現在 300 名余りの株主によって支えられていますが、長きにわたり支援していただいた株
主の建築家の方々の中で、ご高齢・物故等による廃業などで株式の譲渡を余儀なくされ、現在お引き受けいただ
いていない 20,000 株余が、会社預りとなっております。
今後も㈳日本建築家協会の活動拠点として、安定した運営を続けていくためにも、ひとりでも多くの会員建築
家の皆様に株主になっていただき、支えていただくことが必要と考えます。今後も皆様のお役に立てる事業を展
開していく所存ですので、何卒ご賛同いただき、株式のご購入をお願い申し上げる次第です。
また 2007 年に建築家会館持株会（理事長大宇根弘司氏 ）が設立され、ご支援をいただいております。
持株会の一員として参画いただくこともできますので、ぜひご検討ください。
※株式ご購入について：一株 500 円・100 株単位でお願いいたします。詳細は下記までご連絡先ください。
東京都渋谷区神宮前 2-3-16 TEL：03-3401-6281 FAX：03-3401-8010 E-mail:info@kenchikuka-kaikan.jp
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002 戦後日本の建築デザインコンペ
●表紙写真

トルファン

オアシスの街トルファンの干し葡萄
シルクロードのオアシスの街トルファンを
象徴するものは何と言っても葡萄であろ
う。それを作り上げる「命の水」と呼ばれ
る恵みの水は、遥か天山山脈からの雪融け
水でカレーズ（地下水道 ）を通してここト
ルファンに至ったものである。
街のはずれ、孫悟空の場面で有名な火焔山
の西の谷あい部一帯で、青々と広がる葡萄
畑には、干し葡萄用の乾燥倉庫が連なる。
それらの乾燥倉庫は日乾しレンガで作られ
た単純な箱の形をしているが、四周の壁に
は無数の穴が開けられている。近づいてみ
ると日乾しレンガを器用にずらしながら開
口が作られている。それは日乾しレンガの
隙間を、等間隔に保ちながら積み上げてい
くもので壁面に作られる開口のリズムは強
い太陽の光の下で驚くほど美しい。縦のラ
インはきれいに揃えられている。
その建て方もいくつかのバリエーションが
あって、見る者を楽しませる。干し葡萄の
品質は風通しの良さが決定する。地面から
持ち上げられるほど、通風は良くなるので
床を上げ、その上部を穴あき壁としている
ものも多く見られる。これだけ単純な機能
を持つ建物で豊かな表情を持つ建物はそう
ざらにはあるまい。
内部に入ると光の美しさに驚かされる。太
陽光の直接当たる面、その背後の面、両脇
の面と壁面によりそこに入る光の量は明確
に異なる。それらが内部でブレンドされ、
光の世界を作り上げる。内部には垂直に立

大川三雄（日本大学理工学部教授 ）

010 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—
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「愛野めぐみ教会」の市民参加コンペが
「掛川教会」コンペ実施につながる
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028 JIA NEWS
028
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建築家宣言／理事会報告
本部便り／新規入会承認者／編集後記

て掛けられた丸太棒に無数のカギ枝が水平
に取り付けられ、その一つ一つには葡萄の
房が吊り下げられて干されている。その中
で葡萄は徐々にその水分を失っていく。倉
庫の中は時間が経つとつんと鼻を突くよう
な甘酸っぱい香りで充満する。十分に乾燥
した後それらを小枝でたたくと、出来上
がった無数の干し葡萄がパラパラと床に落
ちる。それらを集めると干し葡萄の出来上
がりである。
かつて西遊記の玄奘和尚も天竺に向かう途
中ここに滞在したが、この干し葡萄を召し

J

上がられたに違いない。
（撮影：古市徹雄 ）
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戦まであり、多くの問題を乗り越えながら常に模索を続け、新たな価値観や技術が生

後、多くの著名な建築がコンペによって誕生しました。しかし、その背景はさまざ

まれました。今回は、日本大学理工学部教授・大川三雄氏に、戦後のデザインコンペを
振り返っていただき、そこから浮かび上がるコンペの意義、問題点、改善策について述
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄 ）
べていただきました。

戦後日本の建築デザインコンペ
■戦後コンペの黎明期 ——1950 年代

会堂のみが広島市議会の方針で広島在住の建築家に設計
が特命で依頼されるという不手際が生じてしまった。

50 年代らしい素朴なコンペとして「神奈川県立鎌倉
不慣れと認識不足でつまずいた戦後コンペの幕開け
実施を前提とした戦後の公開コンペの幕開けとなった

近代美術館」
（1950）がある。審査員を兼ねた建設準備委
員会のメンバーは建築分野では吉田五十八ただひとり、

❹
———

のは、原爆被災都市の広島が世界の注目を集める中で行

他は画家、美術史家、学者で構成されていた。第 1 回で

われた「広島平和記念カトリック聖堂」
（1948）のコンペ

敷地と指名者 6 名が決まり、第 2 回で指名建築家を招い

である。カトリック聖堂という先例のないテーマへの戸

て説明と懇談、そして 6 週間後に図面が提出され、その

惑いもあったのか、丹下健三、井上一典、前川國男、菊

日のうちに坂倉準三の当選が決定された。簡便なコンペ

竹清訓らの新進気鋭の若手建築家たちが参加し、力作

だが、ほぼ当選図面通りに実施された稀有な例である。

が提出されたにもかかわらず、10 数回の論議と採択をく

朝鮮動乱を契機に建築界に徐々に活況を呈してきた

りかえした審査会は “1 等当選該当者なし ”という結果を

1952 年には建築界の注目を集める 4 つの指名コンペが同

発表した。宗教家の好みと日本人建築家の審査員（堀口、

（小坂秀雄 ）、
「東京都庁
時に開催された。「外務省庁舎」

今井、村野、吉田 ）との考えの間に大きな隔たりがあっ

（丹下健三 ）
（前川國男 ）
、「神奈川県立図書館・音楽堂」
、
舎」

たとされている。審査員からは外れていた岸田日出刀は

（佐藤武夫 ）で（カッコ内は当選者 ）
、いずれ
「小倉市庁舎」

“ 一等必選 ”を『建築雑誌』誌上で訴えたが聞き入れら

も戦後モダニズムを代表する名作として実現された。複

れず、結果は審査員の一人である村野藤吾によって実施

数に応募した建築家も多く、戦後復興の気運とモダニズ

設計が進められ、皮肉にも日本建築学会賞を受賞する不

ムを実践する機会を得た建築家たちの熱意が伝わってく

朽の名作が誕生することになった。

る。

翌年の「仙台市公会堂」
（1949）では、武基雄＋大林新
の案が当選したが、提出図面の仕上げ方法や集会場の定
員などに応募規定違反があるとの指摘から、応募者と審

大川三雄
（日本大学理工学部教授 ）
002

●

不手際が生じたコンペ
一方、問題のあったコンペも多い。51 年に「下関市庁

査員との間で論議が起こった。審査員の岸田日出刀は作

舎」
、52 年には「名古屋放送会館」と公開コンペが続い

品の持つ可能性を評価し、あえて規定違反の作品を入選

た。前者は地方都市の市庁舎ながら 143 点、後者に至っ

させたと弁明、「広島」「仙台」ともに戦後コンペの先駆

ては 275 点の応募があり、コンペへの関心の高さを示し

けでありながら、不慣れと認識不足からのつまずきは、

ている。両者とも比較的うまく運営されたが、
「下関市

その後の歩みを予感させるものであった。

庁舎」は募集要項の段階で予算の裏付けがなく、実施段
階で規模を大幅に縮小させられるという不手際が生じて

建築家たちの熱意が伝わるコンペの数々
「広島平和記念公園及び記念館」
（1949）は、戦前期の
日比谷公園や上野公園のわずかな例があるものの、実施

いる。また審査員に前川國男が入っていたにもかかわら
ず、一等当選は田中誠を代表とする前川事務所の提案で
あった。

を伴う公園全体の設計競技の嚆矢であった。応募案の多

最悪の事例は「日本銀行金沢支店」
（1952）の指名コン

くが敷地内に収まる計画であった中、一等当選の丹下健

ペである。佐藤武夫、前川國男、山下寿郎、そして松田

三案は敷地外にある原爆ドームへの軸線を生かした都市

平田建築設計事務所が指名され、一等は佐藤武夫に決

的スケールの提案であった。翌年の「都市のコア」を

まった。しかし、当時の発注者代表であった一万田日銀

テーマとした CIAM 大会で公表され、丹下の世界的デ

総裁が、佐藤案が銀行建築の様式からかけ離れているこ

ビューとなった。コンペの意義、結果とも成果のあった

とを理由に、一方的に山下案を実施案とした。審査委員

コンペであったが、平和記念館の一連の施設の中で、公

長の岸田は辞任、当選者の佐藤も提出図面を回収、報酬
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て銀行建築の主流となっていた歴史主義に対するオー
ナーの想いと戦後モダニズムの台頭が生んだ悲劇であっ
た。
さらに「東京国際空港ターミナルビル」
（1953）の指名
コンペでは、佐藤武夫、丹下健三、前川國男の 3 名が指
名されながら、実施設計は松田平田設計事務所が行うこ
とが条件とされていた。指名者からの応募拒否にあった
ため、急遽、指名を大学研究室や官庁のような実施能力
の少ない所に変更してコンペを実施したが、結果は当選
者なしと発表された。内田祥三、岸田日出刀、山田守、
そして松田軍平ら審査員の見識が問われたコンペであっ

国立国会図書館

航空写真を使ったプレゼンテーション

技が行なわれるための一里塚が設置されたことになる。
戦後初の本格的な公開コンペ
こうした不祥事が続く中、戦後初の国家的公共建築
の本格的な公開コンペとなったのが「国立国会図書館」

1957 年に行われた「京都会館」の指名コンペでは、
前川國男案が当選し、1960 年度の建築学会賞に輝く作品
が誕生した。歴史的環境への配慮をテーマとするもので、

（1953）であり、建築家の著作権をめぐる論争のきっか

香川県庁舎、外務省庁舎、東京都庁舎といった 50 年代

けとなったものである。1953 年 11 月に発表された応募

を彩る作品群ともども伝統論争の渦中に生まれた建築作

要項の規定の「その他」には次のような旧態依然の条項

品である。

が含まれていた。
１）入選設計およびその設計図書は、国立国会図書館の

❹
——

た。
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写真提供：前川建築設計事務所

を辞退して抗議するという事態に及んだ。戦前期におい

■高度経済成長期のコンペ ——1960 年代

所属に帰す
２）工事実施は原則として入選した設計図書によるが、
入選図書であっても、その設計を変更し、または採
用しないこともある。この場合、異議申し立てはで
きない

建設業設計部の存在が浮上
国が主催した戦後の三大コンペというと「国立劇場」
「国立京都国際会館」
（1963）、
「最高裁判所庁
（1963）、
舎」
（1968）を指すことが多い。それはこれらが国家的建

この不当な応募規定の条項に対して、建築家による抗

造物であるというだけでなく、「国立国会図書館」での

議の口火となったのは、当時、早稲田大学の助教授で

様々な試練を経て、国側にも建築家側にも、それまでと

あった吉阪隆正による質疑書であった。建築家の著作権

は比較にならないほどコンペに対する認識が高まったか

を擁護すべしという運動は更に活発化した。建築家側か

らである。しかも「国立劇場」と「最高裁判所庁舎」は、

ら提示された著作権問題の社会的意義については『朝

高度経済成長の中で実力をたくわえてきた建設業設計部

日』と『毎日』の両新聞も取り上げ、論壇または文芸欄

の存在が浮上したコンペであった。

において建築家の主張を支援した。吉阪の呼びかけから

「国立劇場」の建設は、1950 年に制定された文化財保

丹下健三、武基雄、池辺陽、河合正一、山本学治、浅田

護法を契機としている。これにより誕生した文化財保護

孝らの建築家有志が中心となって、建築学会での討論会

委員会（現・文科省 ）とその下部組織が中心となって国立

を開催し「建築家著作権準備委員会」を設置、更に日本

劇場設立の計画が進められた。施設の性質から国民的関

設計監理協会の同調を得て、建築事務所所員懇談会の積

心と理解を深めるために建築設計案はコンペにすること

極的な協力によって応募反対の声明書に 300 名を超す署

が決定されると、建築家側の動きも活発化、三会基準に

名が集められた。結果、建設省建築部長と建築家代表の

照らした競技を働きかけ「要望書」が提出された。その

間で妥協が成立し、期限の延長と、「基本設計及び実施

要点は①公開 2 段階のコンペの提唱、②設計ならびに監

設計に際しては、当選者を当該建築の設計者として関与

理を当選者に委嘱すること、③審査員は、その過半数が

せしめるよう、又、設計変更等の場合は、設計者の意見

設計監理に充分な経験を持つ建築家とすること、といっ

を充分に尊重するよう努力する」との発表がなされたの

た内容である。

である。

一等当選は、岩本博行を代表とする竹中工務店設計部

123 点の応募案が提出され、一等当選は前川建築設計

の提案で、校倉造りのモティーフを鉄筋コンクリート造

事務所の田中誠・大高正人ら MID 同人の案に決まった。

に置換した作品であったことから、建築界に “ 伝統の現

合成した航空写真を使った斬新なプレゼンテーションが

代化 ”をめぐって論議を呼び起こした。審査会において

注目を集めた提案であった。日本のコンペ史上、画期的

も議論百出で最後まで決定にいたらず、内田祥三委員長

な出来事となった「国立国会図書館」の貴重な体験が契

の裁決によって選定されたといわれている。

機となり、1957 年には建築学会、建築家協会、建築士連

コンペにおける建設業設計部の台頭は、大林組の富

合会の三会による「建築設計競技基準」が制定された。

（1952）が
田哲輔が 1 等当選となった「名古屋放送会館」

これは 1953 年に国際建築家連合（UIA）の規定に準拠し

最初であるが、その優勢が目立ってくるのは 60 年代に

たものであり、これにより、ようやく公正な建築設計競

入ってからである。しかし「日本建築センター展示場」
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撮影：平山忠治

国立京都国際会館
コンペ応募案模型写真

撮影：小山

孝

最優秀案（設計：大谷幸夫 ）

（1965）の時に、当選者の所属していた大林組が施工を
担当したことが、コンペ運営上の大きな問題となった。

優秀案（設計：菊竹清訓 ）

大型コンペの当選は、工事の発注に直結するという見通
しから、建設業設計部の総力を挙げて取り組んでいる事
情が明らかになったからである。続く「最高裁判所庁

応募点数は、審査員構成から当選案の傾向が読みやす

舎」
（1968）では、応募総数 217 点の中から最優秀の鹿島

かった「国立劇場」の 307 点に対し、195 点と数こそ少

建設設計部の岡田新一チームが選ばれ、優秀作品にも同

なかったが、応募者は当時の日本を代表する中堅、ある

じく鹿島建設の佐野幸夫チームと清水建設の鈴木末治

いは新進気鋭の建築家たちが積極的に参加したため、極

チームが入り、フリー・アーキテクトとしては丹下健三

めて水準の高い秀作や力作が寄せられた。最優秀作品

と渡邉洋治の 2 名がかろうじて入賞に食い込むといった

として大谷幸夫（連合設計 ）の案が選ばれ、優秀作品とし

結果であった。「最高裁」コンペの規定には、企業の設

ては芦原義信、大高正人、菊竹清訓の 3 作品が選ばれた。

計部に所属するものが最優秀に選ばれた場合、実施設計

芦原は 44 歳、大高は 40 歳、菊竹に至っては 35 歳という

及び監理担当に当たってはその企業を離れ、独立しなけ

若さであった。

ればならないことが明記されていた。

特筆すべきは、伊藤滋審査委員長の命によって、わが

こうした実績を背景として、当時の鹿島建設会長の鹿

国のコンペ史上、初めて審査経過を詳細にまとめた膨大

島守之助は “ 設計施工一貫 ”をめぐって日本建築家協会

な審査報告書が作成されたことである。これによりコン

との間で論争を繰り広げた。“ 専業と兼業 ”というわが

ペの企画、審査員構成、運営、事後処理に至るまでの全

国特有の建築設計者の制度をめぐる混乱は、70 年代に入

てにおいて、公正に行うことの実績が築かれたのである。

ると国際コンペへの参加資格をめぐる騒動として再び顕

この審査報告書にも、最終的な審査員票の流れは掲載さ

在化することになる。

れていないが、
『国際建築』誌（1963 年 12 月号 ）には、成
瀬義彦の名で審査の経緯と結果、各審査員票の行方まで

公正なコンペの実績を築いた「国立京都国際会館」

1963 年の「国立京都国際会館」の公開コンペは戦後
コンペ史の中でも極めて高い評価を受けている。「国立

がスクープ記事として掲載され、これによって最優秀を
決定する際、大谷案と菊竹案が最後まで凌ぎを削る戦い
をみせたことが明らかとなった。

劇場」コンペの 3 ヵ月後に公示されたことから、国家的
建造物のコンペが同時期に重なったことで、建築界にも

004
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東京オリンピック・大阪万博におけるコンペ

戸惑いが生じ、応募者にとっては好ましくない事態と

60 年代の建築界を席巻したふたつの大型コンペが幕

なった。片や伝統芸能の場、片や国際会議を含む複合施

を閉じると、2 年後の 1964 年には東京オリンピックの開

設、という対象的な存在であるだけでなく、審査員構成

催が迫っていた。諸外国では、オリンピック施設の設計

においても、内田祥三、岸田日出刀、谷口吉郎、村野藤

はコンペで決めることが通例であり、数々の名作が生ま

吾、吉田五十八といった長老大家を集めた「国立劇場」

れた経緯があることから、建築家たちの期待が高まって

に対し、伊藤滋、佐藤武夫、丹下健三、前川國男、松田

いたにもかかわらず、1 件を除き、全て特命発注されて

軍平、東畑謙三といったスター建築家が含まれていたこ

（1963）で、前川國
しまった。その 1 件が「日本武道館」

とから、応募者に新鮮な印象を与えた。さらに特筆され

男、大江宏、山田守、日建設計、松田平田の 5 者の指名

るのは、「国立劇場」の条項では、当選者は「実施設計

コンペで、前川が辞退、残る 4 者の中から山田守の案が

に関与させる」という曖昧な表現に終わっていたのに

選ばれた。

対し、
「国際会館」では「実施設計を担当させる」こと

もう一つの国家的イベントである大阪万国博覧会の施

が明記されていた。また、応募要項には、全工事費の 1

設では「日本万国博覧会本部ビル」のみが 1967 年に公

パーセントを内外の美術家との協力を得て行う装飾の費

開コンペとなり、根津耕一郎が最優秀を獲得している。

用とすることが明記され、建築と美術の融合が、国立の

なぜオリンピックと万博の施設は特命となったのか。企

施設の計画において初めて明文化されたことなども新鮮

画、設計から完成まで 4 年間しかなく余裕がない、とい

なイメージにつながっていた。

う弁明であった。岸田日出刀、中山克己、高山英華らに
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よって構成されたオリンピック競技施設特別委員会は、
丹下に「国立屋内総合競技場」、芦原に「駒澤公園体育
館」といったように、委員会の協議によって手際良く設
計者を決め、結果としてはそれぞれ話題作を生み出した。

■空白の 10 年 ——1970 年代
幻に終わった「箱根国際観光センター」

1970 年代の冒頭を飾ったのは「箱根国際観光セン
ター」
（1971）のコンペである。「京都国立国際会議場」
に対抗し、運輸省と神奈川県が企画して 2 段階方式で進
められた。2 段階方式は、国のコンペとしては「帝国議
館」
（1958）コンペでも採用されてきた。応募者の負担を
軽減するために考案された方式であるが、企画者側の事
務的作業が増大することから敬遠されていた。
「箱根国際観光センター」の場合の第 1 段階は特に “ 企
画設計競技 ”と銘打たれていた。その主旨は、いかなる
建築面積の建築物を畑引山のいかなる地点に、どのよう
に建築すべきか、という建築家の基本的な考え方を求め
ることにあったからである。応募要項に “ 自然と建築の
調和 ”という課題に関しての基本的姿勢を伝える記述が
なかったため、結果的には謎解きのようになってしまっ
た。第 1 段階への応募登録は 1,752 名、応募総数は 390
点に及んだ。審査委員長の前川國男を中心に合議により

44 案が選ばれ、8 日間の各審査員による自由審査を経た
のち、各 4 案ずつの推薦案を提出して討議を重ねて入選
案 4 案を選出した。竹中工務店名古屋支店の村瀬卯市案、
工学院大学の山下司案、大林組東京本社の藤堂隆案、安
井建築設計事務所の横山誠一案である。この入選者の名
前を伏せたままで第 2 段階に入ることになるが、最終的
な設計条件の設定に予想以上の時間がとられてしまった
ため、第 2 段階は 1971 年 3 月 3 日に締め切られ、村瀬案
が最優秀に決定された。しかし、準備不足でやや間延び
した感のあるこのコンペは、結局、神奈川県と運輸省の
不手際で幻の計画に終わり、工事は実施されなかった。
このつまずきから、国家的規模でのコンペに対して疑
念がもたれるようになり、以後、10 年近くのコンペ空白
の時代を迎えることとなった。また近代建築への反省が
問われる時代背景の中、前川國男のペシミスティツクな
審査評が印象として残る。モダニズムの反省が大きな

応募案模型写真

る日本建築家協会の会員は 44 名で、他は建築学会、建
築士会、さらに一級建築士の証明を提出するという混乱
ぶりであった。日本から数種類の証明書が送り込まれた
パリのコンペ事務当局では当惑し、フランス文化事業
省の担当官が急遽来日、日本建築家協会と懇談した結
果、建設業設計部所属の応募者を無効とした。それに対
し建築業協会の渥美健夫理事長から UIA 会長及びフラ
ンス政府に抗議文が送られたという経緯がある。1984 年
の「パリ・バスティーユ・オペラ劇場」の国際コンペは、

UIAの正式の承認を得ないまま開催、日本の建設業設計
部に所属する人物も登録が認められ、結果は鹿島建設と
清水建設のグループが上位入賞を果たしている。

■バブル経済とコンペの隆盛 ——1980 年代
コンペの簡略化を模索

1980 年代に入ると、身近な公共建築を対象として再
びコンペへの関心が高まってきた。その特徴としては “2
段階方式 ”が増えたことと、“ プロポーザル ”と呼ばれる
形式が提案されるようになったことである。さらに 80
年代半ばからのバブル景気はコンペ熱に拍車をかけるこ
とになり、数の増大にともない簡略化されたコンペの
様々な方法が模索された。

2 段階コンペ隆盛のきっかけとなったのは「名護市庁
舎」
（1979）である。地方都市の市庁舎が対象であった
点、また風土や地域性がテーマとして掲げられた点でも
注目された。気候を配慮した環境デザインで、沖縄の風
土性を装飾的な要素にまで反映させた象設計集団の当選

テーマとなった 70 年代を象徴する出来事であった。

案は、コンペならではの成果として話題を集めた。この

国際コンペへの参加資格をめぐる騒動

（1984）といっ
須記念館」
（1982）や「駒ヶ根市文化会館」

一方、60 年代に建築界を沸かせた専業と兼業という日
本特有の建築設計者の制度をめぐる混乱が、国際コンペ
への参加資格をめぐる騒動として再び顕在化したのも

70 年代である。1971 年春、UIAの承認のもと「パリ現代
芸術総合センター」の国際コンペ開催の情報が日本建築
家協会を通して伝えられた。このコンペに応募するため
には “ レジスタード・アーキテクト ”であることの証明
が必要とされた。それは、「UIA 支部に相当する建築団
体の会員」か、あるいは「登録された建築家」を意味し
た。応募登録申請者推定約 150 件のうち、規定に適合す

❹
——

会議事堂」
（1918）の先駆例があり、近くは「尾崎記念会

名護市庁舎

（1980）、さらに「荻
後、2 段階方式の「新・建築会館」
た参加しやすい規模の競技が続いて開催された。民間企
業の保養所を対象とした「日本火災海上軽井沢厚生寮」
（1985）は、若手が応募する上で適当な規模であったた
めか、654 点の応募作品が寄せられた。コンペ日常化の
兆しともいえる出来事であった。
プロポーザル・コンペの登場

80 年代を語る上で重要なコンペは「湘南台文化セン
ター」
（1984）である。これは新建築社（馬場璋造 ）がプ
ロデュースしたもので “ プロポーザル・デザイン・コン
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監理に当たった。
「第二国立劇場」のあと「関西国際空港旅客ターミナ
（1989）という 2 つ
ル」
（1988）と「東京国際フォーラム」
の国際公開コンペが続いた。ともにバブル経済を背景と
した日本では稀な国際コンペであった。前者は、2 段階
コンペにおける指名 15 社選出の不明瞭さ、空港会社が
提示した基本コンセプトの不十分さなど多くの問題を抱
え、JIAからは競技方法そのものが国際コンペのルール
に反しているとの反発が起こり、槇文彦が審査委員を降
東京国際フォーラム

コンペ応募案外観パース

りるといった波乱含みのコンペとなった。最優秀のレン
ゾ・ピアノ案は、ジェットノズル、オープンエアダクト
といった環境制御システムと、それと一体になった流

ペ ”という名称が使われた最初期のものである。公開で

線形の幾何学的形態の作品として話題を集めた。後者

はあったが「建設業設計部が当選した場合には、工事入

は、UIAの規定に基づいて行われ、外国人建築家ラファ

札時には当選者の所属する企業は排除する」という規定

エル・ヴィニオリが入選を果たし、日本の建築界の応援

が設けられたセミオープン形式であったため、建設業

を得て斬新な設計案を実現させた。特に、従来の例のよ

設計部からの応募は 1 案のみであった。結果は、清家清、

うに特定の施工会社の応援を得ることなく、自ら日本の

槇文彦、磯崎新といった審査員たちによって極めて個性

設計者資格を取得し、事務所を開設して設計にあたった

的な長谷川逸子案が選ばれた。コンペでは斬新な提案が

点は特筆されるべきであろう。完成した作品は AIA 大賞

選ばれることが多い。しかもコンペ段階では建築のプロ

を受賞している。

グラム自体が不備であるのは当然で、当選者は完成に向
けて様々な障害を乗り越えてゆかなければならない。そ

■地方自治体による模索 ——1990 年代

れだけに、その実現に向け当選者の力量を見極める必要
が出てくる。“ プロポーザル ”は人を選ぶための方式と
して採用されたのである。審査員の期待通り、長谷川は

コンペ専門家たちの活躍

1990 年代は、一般社会の注目も集めた「JR 京都駅」

多くの市民との丁寧な対話を通して作品を完成へと導い

（1991）の指名コンペで幕を開けた。この時期、着実に

た。斬新な長谷川案の当選によって、若い世代を中心に

件数を増やしていたのが地方自治体の公共建築を対象と

コンペへの期待が高まった。

したコンペである。しかし、未経験の自治体が多く、応
募要項の作成、審査員の構成、審査方法等、手探りの状

話題性の高いコンペが続いた隆盛期

80 年代後半になると話題性の高いコンペが続き、“ コ

ていた日本大学の近江栄や数々のコンペをプロデュース

ンペ隆盛期 ”にふさわしい様相を呈してきた。「東京都

してきた当時の新建築編集長の馬場璋造らの活躍は、健

新都庁舎」
（1986）の指名コンペは、万博以後、海外を中

全なコンペに向けての啓蒙と普及という点からも極めて

心に活動してきた巨匠・丹下健三の日本への帰還を印象

意義深いものであった。

づけた。また一等当選となった作品は、集積回路をイ

「桐生市市民文化会館」
（1993）は、桐生市から日本建

メージした装飾やゴシックの大聖堂を想わせる外観で、

築学会事務局を通して、指名コンペのプロデュースが日

ポストモダン時代を象徴する作品として話題を集めた。

大教授の近江栄に依頼されたもので、東大、早稲田等の

他の超高層案と比べてもモニュメンタルな表現は圧倒的

教授による審査委員会により運営された。指名コンペの

で、審査会場に模型が持ち込まれた時にはどよめきの声

場合、どこに指名するかが一つのポイントになる。桐生

が上がったという。

市市民会館の場合は、競技への参加希望を広く公募し、

「第二国立劇場」
（1986）は、「箱根国際観光センター」
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態ですすめるしかなかった。コンペ研究者として知られ

申し出のあった設計事務所 24 社に対し、審査員一人が

以来の国家的建造物で、当初 500 億円の総工費が予定さ

5 社を推薦する方法で記名投票を繰り返して、丹下健三、

れていた大プロジェクトであった。「箱根」の失敗を繰

坂倉準三、磯崎新、内井昭蔵、日建設計の 5 社に絞って

り返さないために、国の威信をかけた慎重な対応が試み

指名コンペが行われた。

られたが、審査員のひとりで当時の JIA 会長であった円

（1992）公開コンペは、東京
92 年の「ヤクルト独身寮」

堂政嘉と作曲家の黛一郎のふたりから、それぞれ反対の

建築士会が創立 40 周年を契機として行ったもので、一

火の手があがり、約 1 年に及ぶ見直しの騒動が起こった。

般からクライアントを募集し、さらにそのクライアン

円堂は、UIAの規定に合わないコンペであると抗議して

トに対して公開コンペにより設計者を紹介するというユ

審査員を辞任、代わりに磯崎新が審査員に加えられた。

ニークなもので “ 士会主催のお見合いコンペ ”と称され

公式には国際コンペではなかったが、応募条件の中に広

た。仕掛け人である近江栄の人脈から㈱ヤクルトがクラ

く外国からの参加を認める旨を明記したことで、H・ホ

イアントとして決まり、男女共用型の独身寮が公開コン

ライン等の著名外国人建築家を含め 22 ヵ国から 60 点の

ペの対象となった。825 点という大量な作品が寄せられ、

応募が寄せられた。一等当選の竹中工務店設計部の柳澤

清家清審査委員長の下で秋元敏雄、石田敏明、本田一憲

孝彦は、規定により独立して事務所を構え、実施設計と

の 3 人が優秀作に選ばれた。㈱ヤクルトの桑原潤社長も
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審査員に含まれていたが、建築家好みの作品を押し付け
ることのないようにとの配慮から、最終決定権はクライ
アントが持つことになり、3 案の中から秋元案が選ばれ
た。
「那須野が原ハーモニー・ホール」
（1991）は、「湘南台
文化センター」の成功を耳にした栃木県大田原市の市
長が馬場璋造にプロデュースを依頼して行われた “ プロ
ポーザル・デザイン・コンペ ”である。全国より 1,167
名の応募登録があり、316 点の応募作品が寄せられ、最
優秀は早草陸恵＋中條順一という若い建築家の提案が選
ばれて、“ 新人の登龍門 ”としてのコンペの意義が再認
識された。続く 10 社指名の設計プロポーザルによる「富

新潟市民芸術文化会館

応募案模型写真

後も “ プロフェショナル・アドヴァイザー ”としての地
歩を固めてゆく。
馬場の力量がさらに発揮されたのが「新潟市民芸術文
化会館及び周辺整備計画」のプロポーザル・デザイン・
コンペティションである。市民文化会館のみならず敷地

た。1 次審査通過者の参加報酬は各 10 万で、最優秀とし

❹
——

山市芸術文化ホール」
（1993）にも参画した馬場は、その

て出江寛が選出された。
コンペの運営上の最大のポイントである審査の “ 公
開 ”に関しても様々な試みを行なうケースも増えてきた。

の周辺環境までも含めたランドスケープデザインの提案

「大社町民文化会館」
（1993）は公開ヒアリングを用いた

が求められたもので、応募登録数は 1,799 点と多く、極

指名プロポーザルコンペとして行われ、スライドを用い

めて注目度の高いコンペであった。若手の建築家や大手

ての 25 分間の説明ののち質疑応答、そのあと、非公開

の設計事務所、そして建設業の設計部も参加したオー

の審査委員会が行われて伊東豊雄案が最優秀に決定した。

プン・コンペで 313 点の応募作品が寄せられた。審査員

伊東案は公開ヒアリングで感想や意見を求めた町民アン

は黒川紀章委員長、作曲家の團伊久磨、建築家の上田篤、

ケートでも多くの支持を得た。最優秀案以外の参加指名

内井昭蔵、伊東豊雄と景観工学で知られる樋口忠彦、そ

料としても各 100 万円が用意された。建設界の不透明さ

れに建築外の 3 名が加わるといった構成であった。公表

が次々と浮き彫りにされる中、設計者の選定過程を一部

された審査経過からはその乱戦ぶりを伺い知ることがで

オープンにし、かつ町民の意見も取り入れた透明性の高

きるが、審査会は第 9 次審査まで行われ、優秀 3 点、入

いコンペとして注目を集めた。

選 5 点が決定され、優秀 3 者の面接の結果、長谷川逸子

続く「岩出山町中学校」
（1993）の指名コンペは、書類

が当選となった。長谷川は藤沢湘南台文化センター、墨

審査と面接を経て合議制による審査により山本理顕が当

田区文化学習センター、そして滋賀県立大学のコンペに

選。
「長岡芸術文化ホール」
（1993）は簡易な構想提案図

続く快挙であった。審査委員長の黒川は、意欲的な問題

面とヒアリングによるプロポーザルで伊東豊雄、「伊万

作が選ばれたこと、審査経過が公開されたことなどをコ

里市世界陶芸村」
（1993）の構想コンペは石山修武、島根

ンペの成果として誇らしげに語っている。

県邑智郡の「悠邑ふるさと会館」
（1993）は指名競技でエ
スキースによる提案、公開ヒアリングを経て新居千秋が

自治体による大小様々なコンペの模索
地域限定のプロポーザル方式のコンペの例も増えて
きた。香川県の財田町の町民交流施設「たからだの里」
（1993）は 2 段階を含んだプロポーザル方式で、四国 4 県
内の一級建築士事務所を対象に行われ、55 の事務所が応

それぞれ当選している。
自治体による大小様々なコンペの模索と実践こそが

90 年代の特徴であり、そこでは企画者側にも参加者側
にも負担の少ないコンペの企画運営の方法が試行された
のである。

募している。このコンペのユニークな点は第 1 次と第 2
次の審査員を総入れ替えとした点である。東孝光、馬場
璋造らの審査員による第 1 段階のプロポーザル方式の書
類選考で 5 名が選ばれ、各 30 万円の指名料が支払われた。

埼玉県建築設計候補者選定委員会の活動
自治体の試みの中でも、埼玉県建築設計候補者選定委
員会の活動は注目に値するものであった。この委員会は

その後の第 2 次審査は、審査員を総入れ替えして富田玲

（香山壽夫 ）の選定を皮切り
「彩の国さいたま芸術劇場」

子、古谷誠章、川崎清らによる公開審査を行い、最優秀

に、公共建築の質的向上を目指して 1989 年に設立され

として佐藤建築研究室を決めている。この方式は、資金

たもので、当時としては異例の常設の設計者選定機関と

的にも全国を対象とした公開コンペの四分の一から五分

して全国から注目を集めた。この組織は、指名段階から

の一で済むという試算に基づくもので、第 2 段階の提出

コンペに関与するという試みや、“ エスキース・コンペ ”、

物も参加報酬に見合った簡易なものとしている。さらに

あるいは “ セミオープン・コンペ（リミテッド・オープン・

簡易化された例として「近江八幡市かわらミュージア

コンペ ）”といった、既成概念にとらわれない選定法を生

ム」
（1993）がある。公開プロポーザル方式で、応募図書

み出し、これにより、これまで指名されなかったアトリ

も簡素で提出期限も短い。書類審査による第 1 次審査で

エ系の設計者が次々と選定されることになった。1992 年

12 名以内を選び、面接ヒアリングによる第 2 審査を行っ

度からは、市町村の建物まで選定対象を広げ、「川里村
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ふるさと館」など 1996 年度までに 6 団体の施設整備の
支援を行なった。この間も年間 1 件から 2 件のペースで
選定して 7 件の実績を挙げるなど、その活動は着実に浸
透していった。いくつかを具体的にみてみたい。
「埼玉県立近代文学館・桶川市民ホール」
（1993）は、
埼玉県と桶川市で合築したもので、
25 社（うち 1 社は辞退 ）
という多数によるセミオープンの指名コンぺとして行わ
れた。当初は 5 社前後の指名を考えていたが、コンペ参
加希望の事務所が相次いだため急遽、方針を変更。県側
で 40 社の設計事務所に意向を打診し、25 社が参加する
こととなったが、参加事務所からは戸惑いの声があがっ

せんだいメディアテーク

た。2 段階方式で、第 1 段階で選出された 5 社には参加報

コンペ初期のスケッチ

酬各 200 万円。提案書類による書類審査で選考し、この
中から、埼玉県建築設計者選定委員が中心となった審査

容である。公共発注機関と民間団体が議論して集約した

委員会が協議し、第 2 段階の審査では 5 つの事務所に対

この要領は建設省から諸官庁、自治体に通達されたので

し質疑が行われ、協議の結果、TAK 建築都市計画研究

ある。

所（柳澤孝彦 ）に決定された。

■審査員が審査される

「熊谷市第 2 文化センター」
（1994）は、設計者選定委
員会による多数指名によるセミ・オープン・コンペで、

27 社（1 社の辞退 ）が参加、1 次審査を通過した 5 社に対

健全なコンペの基本は「公開」

1995 年の「せんだいメディアテーク」のコンペは磯

し、ヒアリングを行い、池原義郎建築事務所に決定した。
「都幾川村文化・体育施設」
（1994）は、17 社のセミ・オー

崎新を審査委員長として開催。山口勝弘、月尾嘉男、藤

プン・コンペで、1 次通過の 5 社にヒアリングを行い鈴

森照信といった審査員構成に加え、“ 空間と情報 ”とい
うテーマの新鮮さが話題となり登録数 1,261 点、応募に

木洵が選ばれている。
「県立看護福祉大学」
（1995）は 38 社指名のエスキース・

は 235 点が寄せられた。審査は委員長の肝いりによって

ヒアリング・コンペと称されていた。審査は埼玉県建

完全公開とされ、23 作品の中から優秀案と佳作を選ぶ最

築設計候補者選定委員会で、エスキース資料を元に 5 社

終段階からは、ライブ中継で公開、また全応募作品も市

を選定、ヒアリング審査で山本理顕を選出している。続

民に公開された。優秀者 3 名のヒアリング審査を経て伊

く「環境科学国際センター」
（1995）のエスキース指名コ

東豊雄が選ばれたが、その審査過程の詳細な記録も公刊

ンペは、21 社参加のエスキース・コンペで、それまで多

されている。また、コンペ終了後、事業計画、設計上の

数の事務所を指名して 2 段階の審査を行うセミオープン

課題などについて専門家が意見を交わし、コンペ案の発

を採用してきた選定委員会が、この時は 1 段階のセミ・

展的実現を図ることを目的に「プロジェクト検討委員

オープンとしたもので、横河設計工房（横河健 ）が選ばれ

会」が設けられた。コンペでは実験的な試みや斬新な提

た。そして 20 社のエスキース・コンペでシーラカンス

案が選ばれることが多いだけに、その後の実現に向けて

の提案が選ばれた「鴻巣市文化センター」を最後に埼玉

様々な問題を引き起こすことも少なくない。そうした配

県建築設計候補者選定委員会の活動は一時休止した。バ

慮から生まれた委員会である。その結果、現代日本を代

ブル崩壊による県財政の逼迫、公共工事の抜本的な見直

表する建築作品が誕生したのである。

し等が進む中、コスト高につながるといった理由から、

「せんだいメディアテーク」の審査委員長を務めた磯

選定委員会の存在意義が疑問視されたのである。「鴻巣」

崎新は、1995 年 10 月の『新建築』誌の建築論壇に「3 つ

以後、しばらくは実質的な休業状態にあったが、発足か

の審査講評とひとつの審査批評」という論考を掲載し、

ら 10 年目にして完全に休止してしまった。この埼玉県

近年のコンペについての問題を投げかけている。審査員
、
を務めた 3 つのコンペとは「横浜国際客船ターミナル」

建築設計候補者選定委員会の活動とその成果や問題点等

「せんだいメディアテーク」
、「水俣メモリアル・デザイ

については、設計者選定方法およびコンペを考える上で
も詳細な検証が必要であろう。
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ン」であり、審査批評は応募者として参加した「さいた

増え続けるプロポーザルに対し、1994 年、公共発注者

まスーパーアリーナ」に対してのものである。応募者と

と民間の建築設計 3 団体で構成される公共建築設計懇談

して、また審査員として多くのコンペに関わってきた経

会は、設計プロポーザル方式の運用要領と設計者情報シ

験に基づく見識には耳を傾けるべき内容が数多く含まれ

ステムのあり方について報告書をまとめている。プロ

ている。「3 つの審査講評」は自らがかかわってきた審

ポーザル方式の運用については、審査委員会で審査方法

査に対しての個人的な見解を示したもので、“ 審査員が

を明示したうえで、事務所と担当者の能力、業務遂行方

審査される ”ことの覚悟とその積極的な意思表示であり、

針とその能力等を審査し、その内容は公表する。また審

いわゆる “ 出来レース ”を防ぐための、健全なコンペの

査では場合によって聞き取りも実施するが、具体的な設

基本は “ 公開 ”であることを強く主張したものである。

計案を求めるものではなく、提出図書はスケッチ程度に

ちなみに審査のライブ中継の試みは、1988 年に建築学

とどまり、図面、模型などの提出は認めないといった内

会が運営委託をうけ、磯崎新委員長のもとに開催した
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（

」内はコンペ名称、実際の建物とは名称が異なる場合があります。
）内の数字はコンペが実施された年です。

事に入賞し、日本の現代建築が世界的レベルにあること
を知らしめた。また「ポンピドゥー分館」の国際コンペ
で最優秀となった坂茂や、槇文彦、安藤忠雄、伊東豊雄、
妹島和世、西沢立衛といった建築家たちによる国を越え
た活動には目をみはるものがある。
一方、そうした活動とは対照的に、日本国内の各地方
自治体で進められている様々な公共施設のコンペは、ま
横浜国際客船ターミナル

コンペ応募案イメージ

だまだ未成熟の状態にある。プロポーザル方式の乱用は、
業績優先主義となって若い建築家たちのコンペへの参加
を妨げる障害となっている。応募者の負担を減らすため
の試みは、いつしか企画者側の負担を減らすことの方に

応募案に対し、第 1 次審査で 100 選、第 2 次で 50 選に絞

重点がおかれるようになってきていることも気になる。

り込み、第 3 次は現地の高知でライブ公開の審査会が行

近年、最も印象的な事件は 2005 年の「小田原城下町

われた。

ホール」のコンペをめぐる問題である。伊東豊雄、藤森

「さいたまスーパーアリーナ」の “ 設計施工提案公開

照信といった魅力的な審査員構成から多くの応募案が寄

コンペ ”に関する磯崎の審査批評は、この競技が通常の

せられ、山本理顕案が最優秀となった。街に開かれた新

デザインコンペであると “ 誤認 ”して参加したが、結果

しいホールの提案に対し、反対運動が起こり、市長の交

は “ ドーム提案コンペを装った事業コンペ ” でしかな

代に伴って実施設計まで進んだ計画が完全に見直される

かったとする不満を述べたものである。このコンペは、

という事態に陥っているのである。コンペで決定された

16グループが登録、15 案が提出、当初は SAKRA 案（佐

提案が議会なり市民なりの反対運動によって挫折させら

藤総合計画、K・ローチ、清水建設 ）が当選したが、この

れるという事態は、群馬県「邑楽町役場庁舎」の時と同

グループの代表が埼玉県より指名停止措置を受けたため、

じで、当選者の山本理顕は 2006 年に訴訟を起こしている。

選外となり、再度審査。結果は日建設計グループが当選
した。

❹
——

「坂本龍馬記念館」構想設計競技が最初である。475 点の
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では、コールハースやペローなどを破って谷口吉生が見

おうらちょう

つまり、建築を造る側と使う側、そして管理する側と
の関係性が厳しく問い直されているのである。こうした
事態は、建築家の職能にも関わる大きな問題である。コ

ドーム建設のブーム

90 年代は、ドーム建設のブームでもあった。「秋田県

ンペは、設計者選定のひとつの方法であるが、その歴史
を辿ってみると、建築家の職能確立運動としての性格を

大館地区多目的ドーム」
（1993）は、設計者と施工者によ

強く持っていたことがわかる。未成熟な状態から脱し、

る共同企業体を対象とするもので、プロポーザルを含

理想のあり方を求めて、今日まで試行錯誤が繰り返され

んだ 2 段階方式を採用。第 1 段階はプロポーザル方式に

てきたが、未だ、道半ばといったところであろうか。し

よる書類審査で 7 名以内を選定、各 200 万円を指名料と

かし、沈滞しがちな建築界を活性化する方法として、ま

して支払い、第 2 段階で一般図、架構図、パース、利用

た建築家の存在と建築家の提案する建築の意義とを、辛

企画書などの詳細な提案を求めるもの。「小松ドーム」

抱強く社会に訴え続けてゆく上で、コンペティションに

（1994）は 2 段階の公開競技で、86 点から 6 案に絞り、各
設計者が建設会社と共同体を組んで 2 段階へ進み、ヒア

は大きな役制が期待できるのである。
そのために何をなすべきか。第 1 は、既に提案されて

リングと公開審議を経て最終案は山下設計＋大成建設グ

いるように JIAを中心とし、専門のアドヴァイザーを擁

ループに決まった。
「北九州多目的ドーム」
（1995）は企

したコンペセンターの設置であろう。そこで主催者の意

画・設計・施工・運営を対象とした公開 2 段階コンペで、

図に即した適切な審査委員を選出、委員を交えての募集

応募グループは設計事務所、建設業、マルチメディア関

要項の作成と審査方法の検討などを行い、公正を原則と

連企業で構成される。最優秀は、菊竹清訓の事務所、不

した企画内容を立案する。審査結果は全てを公開とする。

動建設、前田建設工業、NTT データ通信産業システム

コンペ終了後の報告書の作成も重要だが、それよりもコ

事業部など 5 社の構成から成るグループである。こうし

ンペに関する全ての資料（企画、運営、審査、結果 ）をセ

た複合型のコンペは、いわゆる “ デザインコンペ ”とは

ンターで集約し、今後のコンペの参考に資するものとす

一線を画するものであり、その企画運営に当たっては慎

る態勢を作ることも大切であろう。膨大なコンペ関係資

重な対応が求められるべきである。

料は、関係者の手元に残るのみで、陽の目を見ることが

■近年の現状

ないからである。

（文中敬称略 ）

国際的な建築家が登場した半面、問題を残すコンペ
近年、それまで例外的な存在であった国際コンペも増
え、建築メディアの発達に支えられたスター建築家たち
は互いに国境を越えて活躍するようになった。1997 年の
「ニューヨーク近代美術館（MoMa）新館」の指名コンペ

大川三雄（おおかわ みつお ）

1950 年群馬県生まれ。1978 年日本大学大学院理工学研究科修了。工学博
士。専門は日本近代建築史。
著書 『図説 近代建築の系譜』
（共著、彰国社 ）
、
『建築モダニズム』
（共著、
エクスナレッジ ）
、
『図説 近代日本住宅史』
（共著、鹿島出版会 ）等。

本稿の執筆に当たっては、25 年前に師匠である近江栄先生のお手伝いとして、資料収集や年表作成等に
関わった『建築設計競技』
（近江栄著、鹿島出版会、昭和 61 年 ）を参考にさせていただきました。
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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

今号で紹介するのは、施主とJIAの混成した審査委員による完全な公開コンペを実施し、
市民・施主・建築家すべてが納得できる設計者選定を行った成功事例、静岡の「愛野めぐみ
教会」である。

静岡地域会の取り組み

「愛野めぐみ教会」の市民参加コンペ が
「掛川教会」コンペ実施につながる
東海支部静岡地域会会長 鳥居久保

■「愛野めぐみ教会」のコンペへの取り組み
2 年前、静岡県袋井市にある袋井北教会の信者からも
らった、静岡地域会への一本の電話が、すべての始まり
だった。袋井北教会が新教会堂を建設するにあたって、
設計者を選定したいが、いわゆる教会専門の設計者だけ
ではなく、広く設計に関わる多くの人からの自由な発想
で教会をイメージしてもらいたい。コンペという手法は
どんな可能性があるか、という内容だった。
設計者選定の方法は様々だが、最初から 1 人の設計者
を決めて構想から完成までをじっくりと運営する方法や、

審査風景

しかし、今回の静岡では、そこを公開にすることで、

設計者に関する情報がない場合は、コンペやプロポー

純粋に建築の要素で良し悪しを決め、そこに居合わせた

ザル、QBSなどの方法があることを話した。コンペに

人全員に建築の生まれ出る瞬間に立ち会ってもらい、建

ついてのこれほど具体的な相談は、地域会始まって以来

築が成立する上でのある種の責任感の中で、当事者とし

だったが、市民からの要請、要望に応えるべく、まずは

ての意識を共有することを目的とした。

特別委員会を立ち上げて、教会側と設計者選定の運営方
法検討のための場を持った。
以降 7 ～ 8 回の教会側との打ち合わせの中で、要綱や

これは、日本の都市空間においてそこに何が建っても
無関心な市民性に刺激を与え、上質な建築文化の創生に
向けて一石を投じることができるのではないかという、

建設要件など具体的検討を重ね、最終的にコンペを選択

大きな期待感からくるものである。さらに、審査が公開

して、その概要を練った。そして、その結果として静岡

になるということは、当選者にとっても、落選した人た

地域会の主催による、初めてのコンペティションが実

ちにもその理由が大衆の面前で語られることであり、そ

現することになる。それが、現 JIA 会長の芦原太郎氏の

の理由こそが次へと続く何物にも代えがたい財産になる

審査委員長のもとに去年の 4 月 10 日に選考結果が出て、

ということでもある。

そして現在建設中である、「愛野めぐみ教会コンペティ
ション」だった。

審査員の人選については、今回は最初から教会側と

JIA 側との混成とした。完全に建築家だけの構成にする
場合もあるだろうが、使う側と建築家とが議論するその

■公開へのこだわり
JIAが運営するコンペということで、静岡地域会では
公開性を原則として運営することとした。ここでの公開
性とは、公平性と透明性を意味する。

■誰のための建築か
建築家の設計行為においては社会的独占権があり、そ

えられ、選ばれた理由が誰の目にもわかる透明性が担保

の行使にあたっては慎重な姿勢が常に求められる。しか

されているということだ。

し、設計という創造行為は、ややもすると作家性やそれ
に起因するこだわりによって、独善とも受け取られかね

これが難しかった。官公庁のコンペでも民間のコンペで

ない創作態度がしばしば問題になってきた。建築文化が

も、審査が公開されることはあまりない。たとえ建築家

わが国にいまひとつ根付かなかったり、または十分に醸

が審査員に入っても、建築家と施主側の価値観が必ずし

成されなかったりした理由には、恐らく市民不在のその

も一致せず、一つに決めるにあたっての調整が入った時、

ような過去や経緯があったからなのだろう。

そこでの事情は建築の要素とはおよそかけ離れた、とて
も表向きに見せられるものではなかったからだ。
●

を選択した。

つまり、誰にでも公平に設計に挑戦するチャンスが与

JIAとしては当然の話ではあるが、過去において実際、
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経緯ややり取りさえ評価そのものだ、という考えで混成
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そうした環境の中にあって、コンペを通して建築の成
り立ちと誕生にもう一度社会的で正当な市民間の合意と

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

愛野めぐみ教会最優秀案

❹
——

いう概念を改めて取り込もうとしたものが、この愛野め
ぐみ教会のコンペであったともいえる。
第二次審査会は芦原太郎氏以下 3 人の建築家審査員が

17 案の提案の中から一次審査を通った 5 案の特徴を専門
的見地から聴衆に説明しながら審査を進めていった。何
が良くて何が悪いのか、なぜ選んでなぜ選ばなかったの
か、一つひとつていねいな説明をする審査員に、施主、
市民、JIAの会員らは熱心に聞き入った。そのような手
続きの果てに、芦原氏が「小塩案を以て最優秀としま
す」といった時、会場からはとても自然な拍手が沸き起
こった。それは最優秀案に対する温かな納得と賞賛の拍
手だった。

「愛野」での成果が掛川教会に大きな示唆を与えたこと

こうして設計者を選定する段階から施主、市民、JIA

は、紛れもない事実であった。その後の 6 回ほどの話し

の三者が参加して行われたコンペは、総提出数 17 案か

合いによって、例えコンペといっても、選ばれた設計案

ら最優秀 1 点（小塩康史氏 ）、優秀案 2 点（鈴木武氏、竹下

の押し付けではなく、設計者が設計案をもとに関係者や

繁氏 ）
、入選 2 点（鈴木幸治氏、石川哲也氏 ）が決まって、

市民を取り込んでの民主的な手続きで設計を進めていく

「愛野めぐみ教会設計コンペティション」は幕を閉じた。

ことに、掛川教会の関係者はすでに大きな可能性を感じ

建築を作るにあたって、建築家にすべてが委ねられて

取っていた。

おり、それができるまでは建築家以外誰もわからないの

そうした中での今回の「日本基督教団掛川教会コンペ

ではなく、作っていくプロセスに透明性があり、市民も

ティション」は審査委員長に JIA 元会長の大宇根弘司氏

建築家もつくる側に居て、合意形成の中で建物が建てら

を迎え、運営の態勢を整えた上で、7 月 13 日の応募要項

れていく、という建築の作り方や在り方はまさに今、端

の配信に始まり、8 月 6 日の現場説明、23 日の質疑回答

緒についたばかりである。このような作り方が公共のシ

を終えて、9 月 30 日に 13 案の提出を受けた。現在、10 月

ステムとなって、新しい建築文化創生の土壌を築いてい

9 日の第一次審査を終えて、来る 10 月 23 日の第二次審

けると良いと思う。さらに、建築生産のひとつの方法と

査を待つ最後の段階にある。

してのコンペの手法は、市民間の合意を得るための現代
的意味を持ち合わせており、意味するところは非常に大
きいといえる。

■建築が社会性を得るために有効な公開コンペ
「建築は誰のために作られるのか」という古くて新し
い問いに対して、ことわが国日本においては、非常に難

■日本基督教団掛川教会へと続くコンペの流れ

しくまさに現代的問いとして受け止められる。それは、

愛野めぐみ教会が終わって、その直後に日本基督教団

前述したように一般市民の建築文化に対する関心の薄さ

掛川教会という掛川市にある教会の信徒から電話があっ

や、都市空間に質の高さが期待できない文化性によると

た。話の内容は、
「愛野めぐみ教会」がコンペという手

ころが大きい。しかし、一方では、建築が生まれ出る端

法で愛野に建つ新教会堂の設計者を選定したことをネッ

緒に市民がだれも関われないシステムこそが、建築に社

トで知ったが、掛川教会においてもまさに建替えを考え

会性が伴わない要因でもある。市民に建築というその存

ている時期である。自分たちも同じようにコンペで設計

在に気づいてもらい、常にその内部に居てもらうために

者を決めたいが、話を聞かせてくれないか、というもの

は、この公開コンペは一つの合意形成の方法論になる可

だった。それにしても、今回の掛川教会からのあまりに

能性を感じないわけにはいかない。

も早い反応と、同じ教会堂でのコンペ運営の依頼には驚
いた。
公開審査という開かれた場で行うコンペに対して、

建築の価値が狭い範囲でのみ語られるのではなく、広
く市民に開かれながら社会的合意システムのひとつとし
て、コンペがさらに認知されるよう努力するべきである。
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世界の建築ジャーナリズムの未来
世界建築雑誌編集長会議

The World Report
【海外レポート】

（企画・プロデュース JOB 金子悦輝）
2011 年 9 月 29 日（木 ） 日本橋三井ホール

UIA2011東京大会において、世界の著名な建築雑誌、
『Architecture
d’Aujourd’hui』
（フランス）、『Architectural Record』
（アメリカ）
、
『The Architectural Review』（イギリス）、『domus』
（イタリア）
、
そして日本からは『日経アーキテクチュア』の編集長によるシン
ポジウムが開催された。司会は、建築家で本誌編集長の古市徹雄
が務めた。
最初に、それぞれ約15分のプレゼンテーションにより、各誌の歴
史や特徴が紹介された。その後、全員が壇上に上がり、Web上の
新たな媒体が登場した今、建築雑誌の未来はどのようになってい
くのか、また建築雑誌の持つ意味などについて、熱い意見が交わ
された。

『Architecture dʼAujourdʼhui』（仏）
創刊：1930 年

アントワン・ヴェルンオール氏
（編集長 Antoine Vernholes）

常に新しい視点を導入した誌面作成
建築家であり画家でもあったアンドレ・ブロックが創刊
したフランスで最古の建築雑誌である。ル・コルビュジ
エも創刊当初から多くの号に登場している。編集者には
クロード・パラン、ジャン・プルーヴェ等がいる。
創刊から80年間、全世界の建築や関連分野を観察し、規
律、批判的な立場も保つ。一度休刊したが２年前から再
建して発行を続けている。
『AA』と略され、建築だけではな
く、写真、彫刻、絵画など、様々
なデザインを紹介している。
当初から全ページ仏英２ヵ国語
併記で、世界中に読者をもつ。日
本でも600人以上の購読者がいる。
編集部は編集委員会と協力して
制作している。委員会が毎月の
テーマを決定し、編集ボードと
協力して記事を作成する。委員
会には坂茂など著名な建築家も
含まれる。

誌面には、著名な建築家の作品やインタビュー記事のほ
か、新進気鋭の建築家や事務所も取り上げる。また学生
のプロジェクト、学校（建築教育）の紹介も行う。
作品だけではなく、建築家の設計手法も紹介するなど、
常に新しい視点を導入しようとしている。また誌面には、
説明なしのビジュアルだけのページを掲載する試みも
行っている。
紙媒体とほかの媒体とを差別化するキーワードは「分析
と選別」
。建築だけではなくい
ろいろな分野とふれあう総合的
視点をもち、情報を取捨選択し、
情報の質を上げる。
本誌のE- ヴァージョンもあり、
電子版、ウェブサイト、1930
年代のものまでの雑誌のアーカ
イブもある。
また、イベント企画旅行や学生
向けの取り組みなども広く行っ
ている。

『Architectural Record』（米）
創刊：1891 年

キャスリーン・マクギガン氏
（編集長 Cathleen McGuigan）
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その時代の最も重要な建築を紹介
メディアが多様化し、経済が低迷している中、多くの建
築雑誌が大きな局面を迎えている。
この 5 誌の中で一番古い雑誌であり、読者数が多い。
1961年マグロウヒル社に吸収される。
誌の定期購読者９万人のほとんどが建築家であり、質の
いい写真と図面も掲載し、雑誌には紙ならではの良さが
あり、ウェブサイト以上に人気が
ある。
この雑誌の主たる目的は、それぞ
れの時代の一番大事な建築を紹介
することであり、学生、学者、建
築家が建築の記録として活用して
いる。
初代の編集長は、詩人でジャーナ
リストだったため、情報の伝え方
が独創的であり、建築だけではな
く、詩、小説、美術など幅広い文
化を扱っていた。1928 年からは
フランク・ロイド・ライトにより、
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不定期に 20 年にわたって建築
の大義が書かれる。
紙 以 外 の 様 々 な 媒 体 も あ り、
ウェブサイトは毎月250万の人
が訪れる。画像で誌面を補足し
たり、編集者との間の意見の交
換も行われる。また、建築の継
続教育のためにも利用されてい
る（免許を維持するための単位が得られる）
。タブレット、
スマートフォン向けのアプリもある。
社会文化の中、都市における建築家の役割が変化してき
た。都市問題に建築家がいかに貢献できるかが重要であ
り、新しいプロジェクトについてはより批判的な目をもっ
て取り上げたい。
また、経済が厳しいときにどう事務所を維持するかなど、
より現実的な記事も掲載し、新しい視点で記事を作ろう
としている。
建築雑誌の写真は人を入れないものが多いが、最近の号
では人を入れた写真で構成したものを作った。このよう
にどんどんいろいろな新しい試みを導入したい。

『The Architectural Review』（英）
創刊：1896 年

キャサリン・スレッサー氏
（編集長 Catherine Slessor）

建築に対する会話を導く記事を掲載
『AR』は建築家、芸術家、技術熟練者のための雑誌とし
て創刊され、当時、イギリスの唯一の建築雑誌であった。
ルイス・サリヴァン、ニコラウス・ペヴスナー、コーリ
ン・ロウ、ピーター・クック、ジェームズ・スターリン
グなど、錚々たる人物が関わってきた。歴代 14 人の編
集長のうち、ジェームス・リチャードが一番長く務め、
時代の変化と共に、各年代で雑誌のもつカラーにも変遷
があった。
建築以外の分野にまたがり歴史、
政治、美術、「スプーンのデザイ
ンから都市計画」までを取り上
げている。
現在を反映するものだけではな
く、ディベートや建築に対する
様々な会話を導くような記事を
掲載している。
インターネットは幅広い読者を
得られる半面、誰でも批評家に
なれてしまう。際限がないこと

から浅はかなものになりかね
ない。
ここ 10 年以上、建築家がより
社会とつながり、時代と共に
建築家のステータスも変わり
つつある。
昨今私たちは、環境問題など
たくさんの問題に直面してい
る。全世界の 70 億人のうち７
割が都市に住み、エネルギー、土地、水不足などにどう
対応できるのか、建築メディアの積極的な提言、批評的
な考えが必要だと考えている。
また、文化的な取り組みや建築に対する教育についての
記事を掲載したり、思想家に新しい考えを寄稿してもら
うなど、様々な記事を掲載している。
建築をファッションのように扱ってはいけない。都市性
や景観も追求し、積極的に挑戦者として活動していきた
い。
月刊誌は重要なプラットフォームとしての役割を果たす
ものとして考えている。

『domus』（伊）
創刊：1928 年

6 ヵ国語に翻訳 世界の幅広い事例を紹介

ロベルト・ザンカン氏
（副編集長 Roberto Zancan）

建築家ジオ・ポンティにより創刊されたイタリアで一番
古い建築雑誌であり、常にイタリアの建築文化を表して
きた。他の編集者にはマリオ・ベリーニ、ルイジ・スピ
ネリなどがいる。
国際的な視点をもち、世界の幅広い事例を取り上げて
いる。また、建築をより批評的に捉えることを重視し
ている。６ヵ国語に訳され、中
国、アラビア、アメリカ、カリブ、
イスラエル版がある。また、政治、
文化、社会の動きも取り上げて
いる。
単なる雑誌としての形態だけで
は な く、 新 し い 出 版 形 態（HP、
E-publishing）も大きな役割を占
めている。
ウェブサイトのトップ画面は毎
日 変 わ り、Facebookや ツ イ ッ
ターともつながる。プリツカー
賞などを見ることができる、アー

キテクチャーガイドのアプリもある。
また、多くのアーカイブ（物理的なものとデジタルのも
の ）を持っている。
批評家やブロガー、編集者なども参加した会議（イベン
ト ）を主催し、建築だけではなく、デザインについても
議論。また家具や音楽、デザインに関係するイベントな
ども積極的に主催している。
紙媒体の雑誌については、デザインや用紙そのものも魅
力的な要素として考え、図面
も多く採用している。建築に
ついての評論的な解釈も取り
入れ、単に完成後の建築を紹
介するだけではなく建設プロ
セスの写真も満載している。

『日経アーキテクチュア』（日）
創刊：1976 年

真部保良氏
（編集長 Yasuo Manabe）

報道姿勢を活かした誌面が特徴
日本経済新聞社とマグロウヒル社とが共同で刊行。現在
発行部数（公査部数 ）は 38,000 部であり、予約購読のス
タイルが大きな特徴。「建築界の新聞」という位置づけ
の雑誌である。現在の表紙はカラー写真で特集の内容に
即したものであるが創刊から 20 年間はモノクロで空撮
写真を採用していた。それは社会の中で建築がどう位置
づけられるかというメッセージ
を意味していた。
「報道」という姿勢を持っている
のが大きな特徴である。3 月の東
日本大震災後、編集部 10 人のう
ち 3 人、土木と一緒に 6 人のチー
ムを編成して取材を実施し、地
震発生翌週の月曜日に 20ページ
の特集記事を入稿し、次号は 40
ページの特集を組んだ。これは
報道姿勢を生かしたものである。
購読者は約半分が建築設計会社、
４分の１が建設会社、残りが不

※雑誌はアルファベット順で紹介しています

動産そのほか官庁。また一級建築士が 72パーセント。
読者は建築家、技術者、建築関係者などがほとんどであ
る。
完成直後の作品だけではなく、建設中のものも取り上げ
ている。それは、トレンドを伝えるためにも完成前段階
のものを伝えている。
創刊以来継続して掲載している「有名建築その後」では、
完成から年月を経た作品について、建築家の意図とは
違っていても実際の姿を取り上
げ、発注者、入居企業、利用者
など、建築物に関わり、使う人
の声も拾っている。
「ケンプラッツ」というウェブ
サイトをもち、誌面とは違う編
集部が担当している。そこでは
速報性の求められる情報を中心
に掲載し、アーカイブも提供し
ている。
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「建築雑誌は存続するのか」

仏
『Architecture d’Aujourd’hui』編集長

Antoine Vernholes（AV）
アントワン・ヴェルンオール

仏
建築家・エディター

Elodie Nourrigat（EN）

エロディ・ノリガ

司会：古市徹雄

●紙の誌面の良さはどこにあるか
—— 印刷された建築雑誌はもはや古いということも聞かれますが、や
はり手に持った感触など、印刷物ならではの良さもあります。イ
ンターネットが台頭してきた現在、建築雑誌は残っていくので
しょうか。

できる内容を目指している。

CS 英 建築家がコア読者層。イギリスでは最近は一般メディア
でも建築が取り上げられるようになり、議論に幅広く参加しても
らえるようになった。雑誌は専門家向けと考え、より深いテーマ
を提供し、ウェブサイトでは一般の人も参加できるようにしてい

AV 仏 建築家は資料を保存しておくことが多く、その点、紙は

る。

長い期間保存できるという利点がある。ただし、持ち歩きには重

RZ 伊 批評的な新しいニュースや情報を発信するのにはウェブ

く不便な場合があるので、旅行や移動中にアクセスできるよう、

サイトが有利。一般大衆からもアクセスできるニーズもある。

電子版も作成している。１ . 紙の媒体、２. 電子版として考えて
いる。

●学生や若い建築家へ向けて

CS 英 以前は記事を作成してから雑誌発行まで時間がかかった
が、インターネットの普及で情報発信に時間的変化が出てきた。

—— 建築メディアが学生や若い建築家に与える影響が大きいと思いま
す。学生や若い建築家を意識した特集はありますか？

誌面は図面や写真を統一した形で建築を理解するのにすばらしい

CS 英 実際に建築教育をしている人に取材をして、学生を意識

媒体と考えている。私は紙を信奉している。他の媒体も浸透して

した建築教育の記事を連載している。また 45 歳未満の人を対象

いるが、ずっと続くと信じている。

とした賞があり、それは一つ建物を完成していることが条件。毎

CM 米 建築雑誌、芸術雑誌においては紙の媒体は需要もあるの

年１回賞の特集号を刊行。

で続くと思う。雑誌自体をオブジェクトとして考えられている

CM 米 建築教育がどう変わって、価値観がどう変わっているか

ケースもあり、可能性がある。

もっと理解し、影響力を持っていかないといけない。

プレゼンテーションという意味で、紙は重要な意味を

RZ 伊 建築雑誌は学生が憧れる対象である。でもお金がないの

持っていると考える。また広告、宣伝という面においても重要。

でインターネットで情報を得ている。最近、あまり記事そのもの

RZ 伊

を読まなくなっているため、それに対応して見やすい誌面を心が
●紙とウェブサイト、読者層の棲み分け
——『日経アーキテクチュア』は「ケンプラッツ」の立ち上げ以降、
部数に変化はありましたか？

けている。また、コンペを主催している。以前、アフリカと欧州
のつながりについてというテーマで、単に絵はがき大のものを提
出すればいいという条件で募集したところ、2,000 以上の応募が

紙で見たい情報が依然としてあるため、建設分野はあ

あり、展示会もいろいろなところで実施した。新しい雑誌の読み

まりウェブの影響を受けていない分野。読者や利用者は、紙と

方、理解の仕方の反映ともいえる。今は「参加したい人々」が増

Webを使い分けていける。誌面、電子媒体、それぞれに適した

えていて、若い読者からのフィードバックを得て、雑誌に参加し

YM 日

ものという棲み分けがあり、紙か Webかの議論の前に、読み応

てもらいたい。

えのあるコンテンツをしっかり作り、テキストコンテンツの質を

AV 仏 若い読者に向けて取り組みとしては、新進気鋭の建築家

高めなければならない。どちらの媒体に出すかは別の判断。

を紹介するとき、その経歴を紹介するようにしている。また著名

—— 震災時にツイッターからの情報が大きな役割を果たしたように、
スピードではインターネットが勝っていると思います。しかし、
紙の媒体では論文がしっかり書かれていて、建築家がリードして
きましたし、じっくり原稿を読むということには紙が適している
のではないでしょうか。インターネットによって、プロから一般
に読者が広がるのかもしれません。

CM 米 コアの読者層は建築家であることには変化がない。確か
に一般の人に建築への関心が高まっている。ウェブサイトはいろ

な建築家の建築に対する視点を紹介している。雑誌は高くなかな
か手が届かないという学生向けに、特別な料金で提供したり、フ
ランスをはじめとする世界各国の図書館に置いてもらうよう努め
ている。学生に質の高いコンテンツを提供したい。
●建築家と建築雑誌との関係

んなレベルの人にアクセスしてもらえるように作っていきたい。

—— スター建築家とよばれる人がたくさんいますが、建築雑誌との関
係において、難しい場合はあるのでしょうか。

AV 仏 専門家と好奇心のあるアマチュア向けの二つの言葉が必

AV 仏 建築家は記事がどういう印象を与えるかをコントロール

要。ウェブサイトでは具体的な用語を知らない人にも語らなけれ

したがる。また、広告主からも圧力が加わる場合もある。雑誌は

ばならない。私たちは表現を調整し、芸術、思想などにテーマを

何を読者に訴えたいのか主張をはっきり出して、人々が何を望ん

広げて両方に対応できるように努力している。

でいるかを考えなければならない。

CM 米 読者を理解して編集し、雑誌、ウェブサイト、オンライ

CS 英 基本的にはいい関係だが、建築家がメディアの扱いに慣

ン教育など、それぞれを別のレイアーとして考えている。ウェブ

れてきた。批判的に取り上げることは難しい。できるだけ対象と

サイトでは、できるだけ専門用語を使わずに知的な読者なら理解

なる建築家の了解を得た記事を書かないようにしている。このよ
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米
『Architectural Record』編集長

Cathleen McGuigan（CM）
キャスリーン・マクギガン

英
『The Architectural Review』編集長

Catherine Slessor（CS）
キャサリン・スレッサー

伊
『domus』副編集長

Roberto Zancan（RZ）

ロベルト・ザンカン

日
『日経アーキテクチュア』編集長

Yasuo Manabe（YM）

真部保良

うな立場を維持したいが、写真の権利を建築家から得ることが難

●東日本大震災について

しく、バランスをとることがたいへんである。

—— 震災の被害をご覧になった方もいらっしゃいます。

RZ 伊

建築家からも働きかけがあり、この関係が複雑である。

しかし、メディアの私たちは建築家の写真集を作るのではなく、

EN 仏 今までも何度も仙台を訪ねたことがあったが、非常に大

現在の建築の状況を伝えることが使命であり、良い建築家の作品

変な状況だった。写真では見ていたが、実際に行ってみて、何が

でも、プロジェクトによっては批判的に取り上げる必要もある。

起きたのかをきちんと報告しないといけないと思っている。アー
キエイドは、まず過去の記憶を保持することから始めている。地

●記事の掲載基準と情報収集
—— どのようにして掲載建築家やコンテンツを選択しているのでしょ
うか。またアジアをはじめとする新興諸国の建築家についてどう
考えていますか。

AV 仏 最初にニュース性のあるものを取り上げるが、他に取り
上げるものはすべて現在のものとは限らない。新興諸国の建築家
を探し出し発掘することにジャーナリストとしての使命がある。

元のお年寄りから話を聞き、都市の記録を保存しようとする活動
に貢献したい。印象的な美しい建築も必要だが、直接人々とつな
がる建築が必要。被災者が直面している状態に合った建築が必要
と考えている。
—— 震災後、これまでメディアに出てこなかった地道に活動している
地元の建築家が活躍しています。建築家の役割が変わってきたの
かもしれません。

各国に強力なリンク・情報源を持っているので、建築家のデザイ

YM 日 日本の建築家がもっと社会に認められる良いきっかけな

ンについて情報をもらえるようになっている。

のかもしれない。今まで、建築家の言葉がなかなか伝わっていな

CM 米 バラエティに富んだコンテンツを作ることを心がけてい

かった。難しい建築理論ではなく社会にわかりやすい言葉で伝え

る。テーマについては編集者が集まって審査する。情報を送って

てほしい。メディアの責任もある。メディアは社会にとって有意

くる建築家についても同様に審査する。写真だけをもとに記事を

義なものをきちんと伝える使命をもち、社会的視点を持たないと

作らず、読者に対して責任を果たすために必ず記者が現地に訪れ

いけない。

て取材をしている。いかに若い面白い建築家を発掘するかは、10

RZ 伊 イタリアでも地震が多く、以前から地震と建築との問題

年未満の企業を取り上げたりしている。やはりネットワークを

がある。クライシスの後は復興という新しい生活、居住も生まれ

持っていて、コレスポンデンスとしての情報提供者がいる。

る。その際、あまりにも早く再建しようとすると以前の都市を忘

CS 英 2、3 年前までは、各号ごとにテーマを設けて作品を選ん

れてしまう場合がある。人間のコアの部分を忘れてはいけない。

でいた。記録として作品を取り上げるものもあるが、興味深いも
のを探そうとしている。スタッフがアンテナを張り巡らせて情報
を得ることが必要。今までとちがったものを取り上げようとして

● CO2 削減のため雑誌としてこれからの使命

て多くの市民に影響を与えるには、ただ単に新しい建物を紹介す

—— 3 月 11 日以降、日本では今まで以上にエネルギーのことを考える
ようになりました。20 世紀、建築家はインターナショナルスタイ
ルという名目で、石油を消費しながら CO2 を排出し、世界中同じ
ものをつくってきました。建築家は責任をもって CO2 の削減に取
り組むべきだと思います。建築雑誌として取り組んでいることは
ありますか。

るのではなく、批評的な視点を持ち、現実や社会に根ざした建築

CM 米 『グリーンソース』という姉妹刊行物があり、社会的な

を紹介し、文化、歴史、アイデンティティを持つことが必要であ

問題を取り上げている。若い建築家は持続可能なデザインに対し

る。

て大きな役割を果たしていて、非常な感心と知識を持っている。

いる。

RZ 伊 建築家から写真が送られてくる場合はプログラムが興味
深いかどうかをよく検証する。我々のような雑誌が、より普及し

CS 英 21 世紀以降は、国際的に地元の気候変動を考えた建築に
していかないといけない。「持続可能な建築」と 20 年くらい言い

—— エロディ・ノリガさんに。『Architecture d’Aujourd’hui』のゲスト
エディターとしてどのような提案をしているか、その役割を教え
ていただけますか。

続けて、サステナビリティ、エネルギー消費という問題に取り組

EN 仏 『Architecture dʼAujourdʼhui』では人のネットワークを

んできている。これを継続してやっていこうとしている。

構築しようとしていて、私もその一人であり、目的を理解して動

YM 日 エネルギーの問題、社会のニーズが大きく変化してきて、

いている。編集部が直接見つけられないものを見つけ、周りで何

難しい問題である。環境エネルギーをシンプルにとらえるのは難

が起こっているかを正しく認識する。建築は人が使うものである

しくなってきている。さらに複雑な操作が必要だと思う。

から、実際に現場を訪ね、そこ居住する人を見る。プロの写真家
が撮ったものではない写真も編集者に見せて現実を伝える。そし

—— 今日はさまざまな有意義なお話をうかがうことができました。あ
りがとうございました。

てそれを選択するのは編集部であるから、よいものを伝えてもら
うためにも、できるだけ多くの情報を与えるように努めている。
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支部便り
東海支部

UIA2011 東京大会関連行事「UIA 千人茶会」を主催

JIA 会員やボランティアが
世界各地からの来客をもてなす
UIA 千人茶会は、UIA2011 東京大会の関連行事として、2011 年
9 月 27 日、28 日の両日、東京国立博物館裏庭にある九条館、応挙

会場下見も重ねました。しかし、
あまり身につかず、ぶっつけ本

館、六窓庵、転合庵、春草廬を使って、東海支部の主催で開催さ

番に近い形でのお茶会開催にな

れました。前日の開会式後の準備中に雨が降り出し、受付や野点

りました。

席の準備が十分には行えず心配されましたが、当日は晴れ、心配
された気温も高くなくお茶会日和に恵まれました。
東海支部では、約 20 年前からツアーを組んで UIA 大会に参加

結果は、溝畑観光庁長官、坂
本板橋区長、芦原会長、筒井専
務 理 事、 ス ポ ン サ ー に な っ て

してきました。1999 年北京では、名古屋への誘致活動を行ったこ

いただいた JTB 社長や博物館で役員会を開いていただいた九州

ともあり、多くの会員が UIA 大会に関心を持っています。東京

支部、中国支部の皆さんをはじめ、約 800 名の入場者（うち外国

大会では、開催決定直後から支部としての参加を模索し、自分た

人は 34 ヵ国 160 名以上 ）をお迎えすることができました（当初の

ちの体験から、大会を 3 年に一度の世界の建築界のお祭りととら

混乱などで、記名が徹底されず正確な数は不明ですが ）。裏方で

え、同伴者にも喜んで参加していただける交流の場を企画しまし

働いていただいた、表千家の方々が 1 日約 90 名、ボランティア、

た。それが千人茶会です。

JIA メンバーが各約 30 名。延べ人数では文字通り千人を超える方

発案者の本田元支部長が表千家の吉田生風庵でお茶のお稽古を
していることもあり、吉田生風庵さんに全面的にご協力をいただ

に楽しんでいただきました。
最後に、吉田生風庵、東京吉田会の皆様や運営にご協力いただ

く前提で企画が始まりました。

いたボランティアや会員の皆様、お菓子を快く提供いただいた各

2 年以上前からは、吉田生風

支部の皆様に感謝申し上げます。

庵の安藤麻依子さんにお手伝

ここでは、それぞれの持ち場で活躍された会

いいただき、お茶の稽古や英

員やボランティアの方々に書いていただいた印

会話の勉強会を兼ねた実行

象や感想と写真で、千人茶会当日の様子をお伝

委員会を 30 回近く、お茶席

えします。

（服部

滋／実行委員長 ）

を借りたお茶会の稽古を 6 回、

練習のようす

緊張感漂うなか
遠慮がちに撮影

歴史ある建物で
お茶を

27 日朝 8 時 45 分、和服を着た多くの女性たちとともに東京

着物を着て千人茶会をア

国立博物館に到着。すでに受付のテントには、開幕前のあわた

ピールしていたら、「フォー

だしい緊張感が漂っていました。撮影担当の私は、九条館、応

ラムで唯一日本を感じること

挙館、六窓庵、転合庵の 4 ヵ所の茶席を撮影しました。どの建

ができた」と、たくさんの外

物も由緒正しい建物ですので気が抜けません。茶席の張り詰め

国人の方が話しかけてくださ

た空気を壊さないよう、まず茶席の担当の方に御挨拶をして了

いました。

解をいただいた後、遠慮がちに撮影しました。普段の仕事より

お茶会の存在を知っている

緊張していた会員の皆さんも午後になると慣れて来たのか笑顔

外 国 人 が と て も 多 く、 興 味

が見られるようになってきたのが印象的でした。

津々。しかし、経験したこと

（吉元

学／ワーク・キューブ／撮影担当 ）

がある方はほとんどいらっ
しゃいませんでした。もちろ
ん日本人の方も、とても貴重
な体験ができるととても楽し
みにされていました。茶室の
存在は知っているが、歴史あ
る建物でお茶がいただけるなんてと驚く声が多く聞こえました。
嬉しかったことは、フォーラムでアピールした方々が皆自ら上
野へ行き、とても満足して帰って行かれたことです。わざわざ
母国のドレスにお色直しをしてから茶会に出席してくださった
方には感動しました。
（盛田英峰子／吉田生風庵／フォーラム案内担当 ）

受付
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会場入口の
博物館西門で案内
外国からのお客様も多く、不慣れな英語での案内が伝わるか
心配でしたが、雰囲気で感じていただけたのか、スムーズに案
内ができたかと思います。しかし、最終日午後３時過ぎに、他
のプログラムとの兼ね合いからか、お客様が多く来られました
が、運営側の予定とパンフレット記載の終了時間が食い違っ
ており、せっかく海外から普段体験することのない Japanese
tea ceremonyを楽しみに来て下さったのに、茶室の見学しか
できなかったのはとても残念でした。皆さんパンフレットを見
て午後 4 時までに入場すれば茶会に出られると思われていたよ
うで、詰め寄られる場面もありました。
（真野

進／ヤスウラ設計／西門案内担当 ）

お茶の心が
国を超えて通じた喜び
秋晴れの陽射しが気持ちいい中、着物をお召しの方も沢山い
らっしゃり、それも風景として楽しめて、外国の方もとても喜

約 20 組の海外の
お客様をエスコート
西門から茶会受付まで、約 20 組の外国人の方たちをエス
コートし、触れ合うことができました。100 ｍ足らずのほんの
刹那のことで、まさに一期一会。スロベニアの建築女子学生
（赤いワンピースが素敵なスレンダーな方 ）。オーストラリア・
メルボルンの建築女子学生 2 人。ブラジルから来たシニアの建
築家夫婦（23 時間

んで下さいました。お庭をゆっくり散策され、日本の雰囲気、
お茶の空気、普段は入ることのできない格式のある建物などに
触れることができて、外国の方にももちろん日本にいる私たち
にとっても、大変良いお茶会になりました。
とても印象に残っていることの一つに、応挙館で席中までの
アテンドをお願いされたオーストラリアの方々との会話があり
ます。お茶をいただかれるのは初めてのようで、黒文字の使い
方やお茶碗の扱い方などを説明しました。「きちんとできなく
ても、お茶は作法が一番大切なわけじゃないから大丈夫」とお

余りかけて日本の

話しすると、深くうなずかれ、「わかるわ。もっと精神的な部

真裏から来られま

分というか、気持ちの部分が大切なのでしょう」とおっしゃ

し た ）。 ロ シ ア・

いました。私がちょうど伝えたかったことだったので驚くと、

モスクワからの女

「お点前を見ていて感じたの」と言われ、お茶の心がお点前を

性 2 人、フィンラ

通して分かられるのかと、とても感動しました。

ンドの女性、イタ

お茶には沢山の決まりごとのようなものがありますが、「作

リア・ローマから

法ばかりじゃなくお茶の心を学びなさい」と教えられていた私

の母娘と思われる

は、それが国を超えて伝わったことにとても嬉しく思いました。

2 人。８人の中国

（安藤麻依子／吉田生風庵／アテンド全般 ）

人大学教師、メキ
シコから来た 9 歳の息子を連れた建築家ご夫婦（ルイス・バラ
ガンについて語りました ）、シリアの親子親戚と思われる 7 名
の老若男女（本当の「相撲」が見たい・本物の「芸者さん」が
見たいなどと延々リクエストがあり、結局、浅草・両国あたり

臨機応変の対応で
楽しんでいただく
九条館は 24 名定員の広間ですが、当初の受付の混乱の結果、

に向かったようです ）。さてどうなったやら？皆さん素顔の部

無理やり 30 名を超える方々に入っていただきました。1 日目

分はなにもかわらないなとつくづく思いました。

の最初には、13 名の中国人の方がいらっしゃって、時間がな

（清水健二／ KEN −空間設計／西門案内担当 ）

いとのことで予定より 20 分ほど早めて茶事を始めていただき
ました。その後も臨機応変に対応していただき感謝しています。

緊張の
英会話デビュー
最も収容人数の大きい応挙館を初日午前と 2 日目担当しまし
た。初日の朝は、中国支部と九州支部の JIA 会員限定だったた
め、うまい具合に「試運転」となりました。
2 日目の初回。外国の方が参加。本来は、ここで吉田生風庵

また、裸足の方も多く、用意した靴下をはいて茶室に上がって
いただいたところ、喜んで帰っていかれました。昼からも、4、
5 名の外国の方に定員オーバーの中、入っていただきました。
正座ができないため椅子を用意し、ぎゅうぎゅう詰めになりな
がらも、大きな体を小さくしてお茶を楽しんでいかれました。
（神谷勇雄／設計室ユウアンドアベトウ／九条館担当 ）

の安藤さん伝授の英会話を発揮すべき場面でしたが、英会話堪
能なボランティアの方にお願いし、ひたすら外で対応しました。
午前の 2 回目。今度は、集まってきたお客様のほとんどが外
国の方。幸い？通りかかった安藤さんに、ボランティアに加
わって案内をお願いしました。一段落した午後、私も茶席に同
席させていただいたところ、隣席は中国からの若い女性 2 人組。
抹茶の苦さに、飲み干せない様子。ついに英会話デビューとな
りました。たどたどしい説明で、なんとかお茶席の説明を終え
ることができ、この時が一番緊張した一瞬でした。
（見寺昭彦／三和建築事務所／応挙館担当 ）
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支部便り

東海支部
今までの茶室での
経験を活かして説明
大勢のお客様をお迎えできる九条館と応挙館の正客と廻り廊
下の当番を、女性で建築と都市環境の仕事に携わり国際交流事
業を行っている UIFA JAPONの方々にお願いしました。皆さ
ん和服姿で接客してくださり、茶会での英会話も勉強した甲斐
あって、外国の方々も「すばらしかった！」と楽しんで下さっ
たようです。
次客に座った折、隣に外国人が来られ、正客の前の煙草盆は
何かと聞かれ、「今は使われていないが、正客の位置を示すも
の」と、「会記」を開いて拙い英語で説明。ここかしこの茶室
で実践したことが、とても役立ちました。
廻り廊下での待ち時間、座るのは苦手と立って待っていた外
国人が、茶室に入ったらきちんと座られ、帰り際に誇らしげに

国際色豊かな
野点席
小堀遠州の建てた転合庵には、南側に池を望める前庭に野点
席を設けました。景観も美しく、緋毛氈が映えます。通訳のボ
ランティアは、スペイン語は若き建築家、フランス語、英語は
名古屋からの和服のお嬢さん 3 人。お天気は薄曇り。海外の方
も、中国、フランス、スペイン、エジプト他、英語圏以外から
の来客も多くあり、国際色豊かでした。四畳半の茶席では一
度に 7 〜 8 人に、お茶がふるまわれました。常に待ち客があり、
名古屋からの、表千家吉田生風庵の女性たちも休む暇なしの状
況。海外からの来客に、日本文化への関心の高さを伺うことが
できました。
（田中英彦／連空間都市設計事務所／転合庵、野点席担当 ）

V サインをしていらしたのが印象的でした。
（藤田淑子／ JIA 愛知／応挙館担当 ）

多くの人々に
日本の魅力を伝えてほしい
台風一過で野分の風情が残る上野での UIA 千人茶会。私がお
手伝いしたのは「転合庵」でした。雅な池に臨み、穏やかで優
しい佇まいのお茶室を眺め、遠州がここで茶会をしばしば開い
たのだなぁ……と想像しつつ、初秋の一日を楽しみました。お
手伝いでご一緒した方々は、それぞれ海外在住のご経験をお持
ちで、お客様が途絶えた合間に、ドイツ、スペイン、カナダ、
フランス……それぞれのお国自慢（？）をしながら、和やかに
談笑したのも素敵な思い出です。震災の影響で海外からの観光
客が減少している折、この日、茶会にいらした海外の建築家の
方々に、帰国後ぜひ多くの人々に日本の魅力を伝えていただけ
たら、そんな思いで受付をしました。
（宮本裕子／ボランティア／野点席担当 ）

茶具や茶室空間を
鑑賞していただく
春草蘆ではお茶のもてなしはなかったが、草ぶき屋根の静か
な佇まいの中で、茶具の説明や 3 畳間の茶室空間を体験してい
ただいた。床の間や掛け軸も身近に観賞してもらい、特に「月」
一文字の掛け軸については、子供に天空の月を取ってとせがま
れた大人がその両手に水を湛え、掌の水に浮かんだ月を子供に
見せて「月を取った」という故事を表現するために微妙にくず
した文字で書いてあることを説明するなど、皆さんに楽しんで
いただいた。
外国からの来客も多士済々。くちばしまで真っ黒の日本の
カラスは恐いと笑うパリからの婦人 2 人組。これから北京、上
海、香港、シドニー、タヒチ、リオデジャネイロを経由してパ

蚊遣り器
制作で参加

リに帰るという仏語と英語での建築雑誌を主宰しているドイツ
人、靴下の右足親指にポッカリ穴が空いているのが微笑ましい。

千人茶会へのボランティア参加は、8 月

成都からの 5 人組は 3 年前の四川大地震を経験しており、日本

下旬から始まりました。蚊取り線香のため

の建築物の耐震性の素晴らしさをしきりに話していた。アル

の器 50 個の制作です。色は、青と黄土を

ジェリアの中年男性 2 人組は敬虔な回教徒と酒も飲むデタラメ

使い、大空と大地をイメージしました。ど

な回教徒の組み合わせ、3 畳間で着物女性と語らいご満悦。ベ

ちらも私たちにたくさんの恵みをもたらし

ラルーシからの 8 人組は 25 年前のチェルノブイリ原発事故の

てくれます。感謝と願いを包み込んで形にしました。

経験を話してくれた。当時強制避難を強いられた 10 万人以上

美しいイタリア人女性建築家と、前回 2008 年の大会でお会

が未だ故郷に帰れないのは悲しい。落ち着いた口調の中、福島

いし、そして今年東京で再会しました。実は、お会いした記憶

への応援エールをもらった。その他、大阪人顔負けのひょうき

はありませんが時間を共有していたのかもしれません。どこか

んな韓国のおばちゃん 2 人組。中国茶との違いに驚く南京市か

懐かしさを感じました。I enjoyed very much! という感想でし

ら来た大学生 6 人組など。

た。私がのぞかせていただいたトリノのパーティーとは、対照
的で静寂な空気を彼女はどう感じているのだろうかと思いまし
た。
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短い時間ではあったが、日本の茶のもてなしと、日本人の心
のもてなしを少しは感じてくれたのではないかと思う。
（福田哲三／サーマエンジニアリング／春草蘆担当 ）

北海道支部

北海道支部の近況
UIA2011 東京大会も無事終わり、その後、バルセロナの建築
家 15 名の来札と「カタルーニャ建築展 in 北海道」と 3 つのシン

勧める状況です。一方で、若い会員を継続的に増やす意味でも、
準会員制度を活用したいと考えています。

ポジウム「北海道建築展 in バルセロナ」報告展を、札幌地下歩
行空間で、UIA 関連行事として行い無事終了。スペインカタルー

イベントや行事は、支部会員の結束で成功させるという北海道

ニャ州の建築家と北海道の建築家との継続的な交流を行うことに

支部の特徴は、今回の大きな行事の成功でも発揮されています。

なり、ほっとしているところです。

2012 年の地方大会の開催場所を北海道にという議論もしました。

震災、原発事故と続き、行事への位置付けの議論や、慌しい準

準備期間の短さと、行事が続いたためコアメンバーの現実問題と

備に翻弄された数ヵ月でした。60 名近い支部会員の UIA2011 東

して、2012 年は断念。2013 年ならという議論になっています。震

京大会への参加、札幌で残留した会員、とりわけ若い会員達の活

災や原発事故を経験したこの時代ならではの、コンパクトな地方

躍に感謝したいと思います。

大会への準備が必要かと思っています。

地域会を持たない支部として、定款改定（地域会の位置付け ）

東北大震災で巨大津波に襲われた地域の復興のプログラムは、

への議論は、理事会との意識のギャップで、盛り上がりに欠けた

いまだ見えていません。北海道支部では「北からの支援」という

議論にしかなりませんでした。会費値上げを機に、多くの正会員

位置付けで、東北支部への直接支援金の拠出と同時に、北海道の

が JIAを辞しています。支部での準会員制度の確立を早急な課題

厳しい気候条件の中で積み上げられた、北海道の建築技術で復興

と捉え、定款改定の前に、支部の準会員制度を整えました。過去

支援をしたいと考えています。若い住宅部会のメ

に、支部の重要な活動メンバーだった会員が、定年を迎える年齢

ンバーと、東北支部若手地域会との被災地での接

に達する時期でもあり、ここでの退会は何とか食い止めたいとこ

点を、ひとつのきっかけにできたらと考えていま

ろです。準会員として残って活動を続けてもらうことも、早急に

す。

道東地区

（北海道支部長

鈴木敏司 ）

旭川地区

冷涼な夏、積雪量の少ない冬が生む
特徴ある住宅
北海道は東京都の約 40 倍の面積を持つ広大な地域である、人
口 200 万人近い札幌を中心とした道央と呼ばれる地域と、道南

懸念される
東海大学旭川キャンパスの今後
旭川のものづくり関係者が
今、最も注目していることは、

（函館地区 ）、道北（旭川地区 ）
、道東（十勝、釧路地区 ）と大きく

東海大学旭川キャンパスの今

4 つの地域に分けることができる。それぞれの地域には人口 20 ～

後についてです。同校は旭川

35 万人の中核都市があり、それぞれの地域の気候風土も含めた

の基幹産業のひとつである

地域特性の中で住宅が創られ街並みが構成されている。
また、北海道の街並みは他の地域に比べ歴史が浅いことや、マ
イナス 20 ℃以下という厳しい冬季の環境を克服するために、他

家具や、建築・デザイン等の
業界・企業に人材を送り込み、
文化やデザインを創造する大

東海大学旭川キャンパス

校舎全景

の地域と大きく違う街並みや住宅が誕生してきた。その中で私が

学として地域に情報を発信・

暮らす道東の都市、釧路市を紹介する。

開放するなどの重要な役割を担ってきました。ところが東海大学

人口約 19 万人の釧路市は太平洋に

の再編にともない、旭川キャンパス芸術工学部が、2011 年度に学
生募集を停止し、2015 年度以降、廃止が予定されているためです。

面した港湾都市であり、丹頂鶴が暮ら

同学部の特徴の一つである

す釧路湿原と阿寒の二つの国立公園を
含む都市と自然が近接した地域である。
夏季に発生する濃霧などの特有の気
象条件から最高気温が 25 ℃に達する

釧路高原に生息する丹頂鶴

ことは少なく、夏は冷涼である。特に

一般参加が可能な特別講義は、
建築界をリードする著名建築
家達の設計手法や発想を直接
見聞きできる社会人研鑽の機

今年はこの特性を生かし、東京など震

会としても注目され続けまし

災の影響で節電を余儀なくされている

た。工房の機械設備や北欧家

猛暑地域に対して、夏の長期滞在や期

具のコレクションは他校に類

間的な業務移転など、市役所も加わり

を見ず、本物に触れさせる上

積極的な PRを行い、成果を上げた。

霧の弊舞橋

所蔵する北欧家具のコレクション

質なデザイン教育の実践もまたその一つでした。

一方、冬季は積雪量が比較的少なく晴天が多いため、日照時間

我々卒業生が受けた衝撃もさることながら、このことが与える

が道内の諸都市に比べ長い。この二つの特性が「家づくり」の一

地元や周辺地域経済へのダメージは今後じわじわと大きな問題に

つの軸線となり、釧路市の特徴的な住宅が街並み

発展していくことと思われます。なんとか地域の

を形成していくと考えている。

知的財産を守りたい。キャンパス存続への働きか
けを皆で模索しているところです。

（北海道支部

道東地区担当委員長

眞壁喜男 ）

（北海道支部

旭川地区担当委員長

軽部

望）
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支部便り

北海道支部

「北海道建築展 in バルセロナ」vs「カタルニア建築展 in 北海道」
UIA2011 東京大会も約 5,100 名という登録者があり、国内外の
参加者にも満足いく大会だったのではないかと参加者の一人とし

年バルセロナで展示された北海道の建築家パネル報告展を同時開
催致しました。これらの様子を下記にお知らせいたします。

て思っています。
さて、JIA 北海道支部では UIA2011 東京大会の記念事業として、
昨年よりカタルニア建築家協会（COAC）との交流を行い、第一
弾として 2010 年秋に北海道支部がスペイン・バルセロナ市にあ
るカタルニア建築家協会をメイン会場に展覧会とセミナーを開催
しました。
そして今年、UIA2011 東京
大会に会期を合わせ、札幌市
で北海道大学のセミナーハウ
ス「遠友学舎」をメイン会場
にカタルニア建築家協会の有
志による展覧会とセミナーを
行いました。またこれに平行
し札幌駅地下歩行空間で、昨

カタルニア建築家協会（COAC）

バルセロナにて行われた「北海道建築展 in バルセロナ」

2011「カタルニア建築展 in 北海道」
UIA2011 東京大会の開催に伴い、
今回、北海道大学の遠友学舎で 10
月 2 日から 8 日までの会期でカタル
ニア建築家の建築作品を映像により
展示しました。12 名の建築家の作品
が展示され、展覧会のテーマ「建築
はランドスケープである」の展示
内容は非常に興味深いものでした。

基調講演

オープニングセレモニーは鈴木敏司支部長の歓迎の言葉、COAC
のエステバン氏の挨拶で幕が開きました。基調講演・シンポジウ
ムと盛りだくさんの内容で 2 日間にわたりカタルニアと北海道の建
築家は、お互いの建築の状況を語り合う濃厚な時間を過ごしまし
た。シンポジウムの後、札幌の奥座敷的な老舗「エルムガーデン」
で夕食会を開催し、日本食に舌鼓を打ちながら日本庭園をバックに
した尺八やお琴の演奏に、彼らも聞き入っていました。締めは豊嶋
守前支部長の三三七拍子で盛会のうちに会を閉じました。

北海道大学遠友学舎でカタ
ルニア建築家の作品を映像
により展示

また、これと同時に「北海道建築展 in バルセロナ 2010」の報
告展を札幌駅地下歩行空間で行いました。一日数万人の市民が通
行する空間で多くの市民に足を止めて見ていただくことができ、
建築文化浸透に寄与できたのではないかと思います。
約 2 年間にわたっての準備と企画の苦労も、行事が成功すると
心地よさに変っていることと思います。この間裏方に徹していた

カタルニアと北海道の建築家が交流

だきました実行委員会の皆様、ご協力をいただきました皆様なし
にはこの日が来なかったことを思い、誌面を借りて感謝の意を表
します。
そして、カタルニアの建築家達と北海道の建築家達との交流は
これがスタートです。今後の話も既に出始めています……。
（JIA 北海道支部 UIA2011東京大会推進委員会委員長
「北海道建築展 in バルセロナ」実行委員会副委員長
小西彦仁 ）
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札幌駅地下歩行空間で
行われた報告展

第３回 JIA テスクチャレンジコンペ 「寒冷地の仮設住宅」持続可能な暮らしに向けて
●様々な問題を見据えて、人の生活を支える基盤インフラを

●設計を目指す若手育成に重点を置く

JIA 北海道支部と外断熱工法を全国展開する㈱テスクの主催す

3.11 から既に７ヵ月余りが経過した。被災地では一部の地域を
除き仮設住宅は、量の面では一応充足しているが、質や暮らしの

るコンペです。
道内で環境に携わる若い設計者の育成と設計技量の鍛錬を目的

面では多くの課題も顕在化している。
これから迎える長い東北の冬、それに向けて断熱改修などが積

とし、過去 2 回の実績があります。
毎年、時流の風を捉えた社会性の高いテーマ設定を課題の特徴

極的に進んでいるのは朗報であるものの、特に三陸沿岸などでは

としており、参加資格は成人であることと、北海道内で建築に関

利便性や生活行動に支障がある立地、独居高齢者の問題など長期

わること以外特別な制限を設けず広く門戸を開いていることや、

化するであろう避難生活の中で、将来の夢へとつなげるためには、

副賞には海外の研修旅行を用意するなど、設計を目指す若手の育

ハードだけでは解決する問題は案外少なく、「人のつながり」が

成に重点を置いたプログラムとなっています。

いよいよ大切であり、まさに「どう支えあうか・支えるか」が問

3.11 に発生した大震災は多くの尊い犠牲を通して、私たちの社

われている。

会にさまざまな課題を突きつける結果となりました。今回の課題

今回のコンペを通じて、斬新なアイデアが随所に盛り込まれた

〈「寒冷地の仮設住宅」持続可能な暮らしに向けて〉は、平時には

多くの作品を見せていただく機会を得たが、それら全ての作品が、

揺らぐことすら疑わなかった「衣、食、住」が瞬時に崩壊し、収

今後起こりえる被災地の様々な問題をしっかり見据え、感じな

束の行方も不透明な今こそ、住に携わる建築家の

がら、さらなる進化を願わざるを得ない。人の生

職能を通して寒冷地における非常時の住まいを考

活を支える基盤インフラに完成形はない。しかし、

えることを主としています。

それを目指すことが専門家の責務でもある。

（JIAテスクチャレンジコンペ 実行委員長

（審査委員長

山本亜耕）

鈴木大隆 ）

厳正なる審査発表

最優秀賞
清水郁江
「稲わら stock project」
私の提案は、稲藁をブロック化したものを備蓄、稲刈りの季節
に毎年更新し、非常事態の発生、仮設住宅建設時に断熱材として
使用するという資材のサイクルを提案したものです。また、解体
後の処分の簡易さも自然素材を使用する効果の一つになります。
東日本大震災では、改めて災害に対する備えや人の命を守る
シェルターとしての建築の役割の重要性を感じました。一つのア
イデアを審査員に講評をいただいたことで更に思索することがで
きました。ご機会をいただいた関係者各位に感謝いたします。

優秀賞

塩貝友崇
「put on the architect」

優秀賞

高橋慶多・本川博一・森本かのこ
「ユタカナハウス」

審査員長特別賞

遠藤崇能
「復興のタネ」

審査員長特別賞

下村憲一・煙山泰子
「Emergency Living Pack」
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UIA2011 東京大会 第 24 回世界建築会議

2011 年 9 月 25 日㈰〜 10 月 1 日㈯

世界中の建築家が集まり、多くの市民も参加した UIA2011 東京大会。前号では速報として大会の様子
をダイジェストでお伝えしました。今号では UIA2011 東京大会日本組織委員会会長小倉善明氏、日本
建築家協会会長芦原太郎氏、UIA 会長ルイーズ・コックス氏の挨拶をはじめ、おもな講演の出席者、各
国の大会参加者、そして JIA 関連プログラム主催者・参加者の方からの報告と感想をお届けします。

未来の地球環境に責任を持ち、社会の将来像を共有したい

UIA2011 東京大会 日本組織委員会会長 小倉善明

1955 年ハーグで開催された第 4 回 UIA 総会において、わが
国の建築界は UIA 加盟が認められ、世界の仲間入りを果たし
ました。この年は、広島原子爆弾被爆 10 周年に当たり、丹下
健三が設計した広島平和会館が完成した年でもあります。以来
我々の先輩たちは、海外の建築界と交流を図りながら、いつの
日か日本で UIA 大会を開催したいと夢見たと聞いております。
多くの先輩たちの夢を叶えることができましたことは、感慨深
いものであります。
我々は日本組織委員会を組織し、6 年間にわたり建築界が力
を合わせて大会開催の準備をしてきました。しかしながら、今
年の 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、一時は大会開催を断
念せざるを得ないかとも思われましたが、多くの人達の支持に

この大会を JIAや日本の建築界の大きな転機に
UIA2011 東京大会では新しい時代へのパラダイムシフトが
明らかになり、建築やまちが人々の生活を支える社会資産とし
て大切なものであることを、我々建築家は世界の同胞と共に確
認しました。
UIA2011 東京大会宣言に示された通り、災害を乗り越えて
専門家の連帯のもとに持続可能な未来社会に向けて、目指す方
向は見えてきました。
建築 5 会は建築・まちづくり宣言を行い、建築基本法に向け
た理念を確認し、資格問題や災害復興、国際問題等でフェデ

より大会を開催することができました。
こ の 状 況 を 踏 ま え、 大 会 テ ー マ
“Design 2050”にサブタイトル “Beyond Disasters, through
Solidarity, towards Sustainability”を加えました。
この未曾有の災害に関し我々が体験した多くのことを、海外
の皆様に伝えることも、大会の大きな役割であると考えました。
被災地は、被災から 6 ヵ月を経て復興の途上にありました。世
界で多発する災害を乗り越えて、未来の環境、都市、建築の姿
を描き出すことを大会の主眼としたい、将来の世代に対し、未
来の地球環境に対し責任を持ち、参加者の皆様と我々の社会の
将来像を共有したく思いました。成功裏に大会を終えることが
できて良かったと思っています。

日本建築家協会会長 芦原太郎

レーションに向けて動き始めています。
JIAは職能シンポのまとめとして建
築家宣言を行い、自ら建築家としての自覚を再確認すると共に
社会に建築家の役割と責任を示しました。
私たち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。UIA2011 東京大会を JIAや
日本の建築界の大きな転機とすることができるかどうか、職能
の定着を目指す JIAにとってはまさに正念場を迎えています。

すべての人のために、より持続可能なヒューマンな世界を

（開会式 開会挨拶より抜粋 ）

第 24 回目にあたるこの UIA 世界大会は、日本の仲間の大変
入念な準備によって実現しました。そして、この大会中、私た
ちが現在直面している最も重要な課題について議論し意見を交
わす機会がたくさん用意されています。それは、未来に目を向
け、2050 年に私たちがどこでどのように生活しているのかを
描くことです。願わくは、より持続可能な方法で炭素排出量を
削減し、歴史的な建物・空間に学び、その工夫を取り入れなが
ら伝統文化を享受し、きれいな空気が吸え、きれいな水が得ら
れ、地球上の誰でもが安全に住み、働ける環境であって欲しい
と願わずにはいられません。
そこで、この東京大会では、「Design 2050—災害を克服し、
一丸となって、新しい未来へ」という大会テーマの下で未来
について考えます。今、私たちが 21 世紀のはじにいることを
むしろ幸運と見るべきかもしれません。今後 40 年間に、後に
続く 50 年を人々にとってのより良い世界とすることができる、
大小様々な機会が訪れることでしょう。これは私たちの宿命で
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UIA 会長 ルイーズ・コックス

す。すべての人のために、より優れた、
より持続可能なヒューマンな世界を築
かなくてはなりません。
この素晴らしい都市、東京では、万事が日本人特有のクリエ
イティブな作法で展開されており、皆さんを楽しませてくれる
ことでしょう。過去のあらゆる時代から 2011 年の現在に至る
までの見事な建築群を堪能してください。東京を探訪したら、
次は京都やその他の素晴らしい場所へ足を運びましょう。ぜひ
地元の人々と触れ合ってみてください。庭園で静かに座って過
ごしたり、神社を訪ねたりするのもいいでしょう。きっと驚き
と喜びに満たされるはずです。
そして、2011 年 3 月 11 日に大震災を経験した日本の皆さん
や私達の仲間の日本人建築家に、強く連帯する意思を示しま
しょう。テーマ・セッションの議論の輪に参加し、基調講演や
特別講演の話に耳を傾けてください。展示を見て、知人や初対
面の方々と出会い、直接交流を深めてください。

Design 2050 ―― Beyond Disasters, through Solidarity, towards Sustainability
講演を聴いて

GNH 的視座による社会や建築の可能性を実感
〈基調講演

ジグメ・ティンレー（ブータン王国首相 ）
「サスティナブルな幸福な社会のための建築」9 月 28 日〉
建築家 曽我部昌史

「東日本大震災やアメリカでの経済破綻などを通して、経
済成長型の論理を優先してできあがった社会の、脆弱さや虚
しさを目の当たりにしたはずだろう。今こそ、人々の幸せの
追求を目指して、建築家は建築やまちづくりに取り組まなけ
ればならない」として、世界の建築家に対して、16 の問い
かけがあった。誌面的に全てを紹介することはできないが、
持続可能性、生態系への配慮、人々への感謝、歴史や文化の
尊重など、幅広い視野をもって、幸福の追求のために建築家
として何ができるのかを考え、次世代につなげるために努力
しなくてはならないと訴えた。
ブータンの民族衣装に身を包んだティンレー首相の第一声

会場質問へのていねいな回答も含め、GNH 的視座による

は「スマイル」。深刻な話題の講演なので、今のうちに笑っ

社会や建築の可能性を実感することとなった。また、テーマ

ておこう、というわけである。GNPに対する概念である「国

セッションなど他の議論で浮かび上がっていたさまざまな論

民総幸福量・GNH」を説いて回っていることで知られる氏

点を立体的に関係づける思考にもなっており、会場のみんな

の講演は、GNHの視座から、建築に関わる我々が何を考え

にとって、建築を巡る大きなパラダイムシフトを想起させる

どう行動すべきかを再考させるものだった。本質的で濃厚な

感動的な時間でもあった。その感動をスタンディングオベー

哲学に、会場はみな真剣な面持ちで向き合った。

ションで応え、講演は幕を閉じた。


（神奈川大学教授・みかんぐみ共同主宰 ）

アフリカから学ぶべきことの豊かさを実感
〈特別講演

デイヴィッド・アジャイ（建築家／英国 ）
「アーバン・アフリカ」9 月 28 日〉
日本建築家協会 国際委員 坂田 泉

カイロ（エジプト ）
、ハルツーム（スーダン ）
。タイプ 3 の大
西洋沿岸域からは、ニアメ（ニジェール ）
、ワガドゥグー（ブ
ルキナファソ ）
。タイプ 4 の熱帯雨林、タイプ 5 のサヴァン
ナと続き、タイプ 6 の高地からはナイロビ（ケニア ）。アジャ
イは、それぞれの都市の持つ文化的、歴史的背景に触れなが
ら、その多様な景観を説き明かしていった。
講演後、ジャマイカからの留学生の質問にアジャイは次の
ように答えた。
「現代の世界で進むグローバル化は、まさに
ヨーロッパ植民地支配下のアフリカで進行していたものと
同じだ。だから、自分のような、多様な背景を持つ African
アフリカを語るとは、いくつものアフリカについて語るこ

Diaspora（何らかの事情でアフリカから離れて暮らすアフリ

とに他ならない。デイヴィッド・アジャイの語る「アーバ

カ出身者 ）からグローバル化について学ぶべきことは多いの

ン・アフリカ」も多様なアフリカだった。

ではないだろうか」
。

アジャイはアフリカ大陸の美しい衛星写真から講演を始め

デイヴィッド・アジャイは、自らの作品については全く語

た。そして、アフリカの都市の多様性に話を進め、スクリー

らなかった。アジャイが私たちの前に明らかにしたのは、ア

ンには 6 つの地域に分類されたアフリカの代表的な都市の市

フリカという大陸の多様な可能性と、それを体現している自

街地図とスナップが次々と映された。

分自身である。アフリカから学ぶべきことの豊かさ。そのこ

タイプ 1 の地中海沿岸域からは、チュニス（チュニジア ）
、
アルジェ（アルジェリア ）。タイプ 2 のサハラ乾燥地帯からは、
※ p.022, 023 の写真は ©UIA2011 TOKYO Japan Organizing Board (JOB)（モノクロ顔写真をのぞく ）

とを改めて実感した講演だった。
（一般社団法人  OSA ジャパン ）
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海外の大会参加者から「UIA2011 東京大会に参加して」
自然災害を縮小するためには建築家の努力が必要
モンゴル／建築協会名誉会長 Batjav Batkhuyag

我々が東京に着いたとき、大雨・台風の季節だったにもか
かわらず、晴れた穏やかな日々が迎えてくれた。
UIA2011 東京大会のメインテーマが “ 災害を克服し、一

その総合データベースを構築するなどの積極的な活動
を開始する必要がある。そのためには、科学・研究機
関らの協力参加が重要である。

丸となって、新しい未来へ ”と、今春生じた大震災から受け

自然災害からの被害を増大させている要因の一つに、都市

た被害の跡がまだ残る国で開催されたということもあり、人

化のプロセスがある。なぜならば、大都市は主要な電力消費

類が直面している自然災害を今後いかに防ぐか、生じた災害

者であると同時に、人口の集中が被害規模をさらに拡大させ

に対し、いかに被害規模を小さく乗り越えるかというトピッ

ている。

クを取り上げていたのは的を射たものだった。

今日我々は、都市化によって発生しているさまざまな困難

私の考えでは、私たち人間の誤った行動や活動が要因で発

や問題を上手に乗り越える解決策を探り続け、努力と時間を

生している自然災害の頻発化が、それに事前に備える可能性

かけている。その一方で、地方の小規模な団地などの発展を

をさらに低くさせている。災害時に受ける被害やリスクの中

育成し、住民の生活環境やサービス受給、就労状況を大都市

で最も重要となる国民の生命の保護は、彼らが生活し、働き、

並みに近づかせることに、あまり努力が払われていない。

サービスを受けているあらゆる建築物の企画やデザインをし
ている私たち建築家の最大義務であり、課題である。

技術テクノロジーの発展は、現状を改善する数多くの可能
性を私たちに与えている。例えば、通信教育、通信治療・検

わが国モンゴルの場合、内陸国という特徴もあり、海から

査、ネット就職など。これと同時に、各国の地域住民の伝統

の被害がなく、重大な自然災害が発生した経験がほとんどな

的生活習慣や、人々の従来からの自然環境への対応を尊重す

いが、建築家という最もグローバル化した専門知識を身につ

ることが重要である。

けたすべての者は、この問題をそのままにしておいてはいけ

我が国モンゴルはこの分野で、建築家の参考になるような

ない。被害を受けた、もしくは受ける可能性の高い国々と自

場所の一つであると思っている。したがって、皆様に全面的

分たちの専門分野の範囲内で可能なあらゆる形で共同・協力

に協力していきたい。

していく必要性がある。
これには、

最後に、私はモンゴル国の全建築家を代表し、天皇陛下と
美智子妃殿下らが世界建築家らの活動を支持され、世界建築

—— まず最初に、発生している及び発生し得る自然災害の
種類や頻度、そこから併発される被害に関する詳細な
調査を行う。
—— 発生している被害に基づき、我々の企画建設した建築
物の耐用性を調査。
—— 耐用・耐久性の高い技術やテクノロジー、建材、構造

会儀の開会式に出席されたことに深く感謝を申し上げたい。
日本の建築家の皆様、JIAのメンバー、そして私の良き友
である Taro-san, Ogura-san, Furuya-san, Mr. Georgeの皆
様、世界建築会議の開催にあたっての皆様の努力を心から讃
えます。ご成功おめでとうございます。
WELL DONE! FRIENDS.

を企画開発し、試用する。
—— UIAの一環した活動として、災害の調査・分析を行い、

アジアの建築家がもっと積極的に参画すべき
韓国／建築家 Yoocheol Choi

私は UIA2011 東京大会の後半部分に参加しました。9 月
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のであることをご容赦下さい。

28 日に東京に到着したのですが、その日はもう展示会の最

今回、私にとって UIA 大会に初めて参加する機会であっ

終日でほとんどのパビリオンは片づけを始めてしまっていた

ただけではなく、日本へ来る初めての機会でもありました。

ため、残念なことに JOBが準備したイベントのほとんどを

しかし、私はこの大会が日本の東京で開催されているという

見ることができませんでした。

事実以外、アジアや日本らしさをほとんど感じることができ

しかし、一般向けの会合やシンポジウムに参加することが

ませんでした。その半面、特に東京フォーラムのメインホー

できましたので、UIA 大会の趣旨や雰囲気を感じることがで

ルで開催された閉会式では、いかに世界中の多くの人たちが

きました。したがって、私の印象は恐らく相当限定されたも

この国際会議に参加しているか、ということに驚きました。
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また、次回以降の開催候補国の間では、本当の戦いがその

の翻訳はありましたが、日本語の翻訳はなく、UIA 大会はホ

日に始まったのだと思いました。シンガポールやソウルに

スト国である日本のことはあまり気にかけていないのだと、

倣って、メキシコ大使館では、メキシコシティが 2017 年の

なんとなく感じました。

ホスト都市になることを祈願したメキシカンナイトを開催し

私は、アジアの建築家は、市場の拡大やデザインの成熟に

ていました。こうした一連の努力は、IOCのオリンピック招

ついて、もっと積極的に UIAに関わっていくべきだと感じま

致のコンペティションを想起させました。

した。幸運にもソウルは 2017 年 UIA 大会のホスト都市に選

私は、このイベントは東京に場所を借りたヨーロッパ人向

ばれ、UIA2011 東京大会は良いケーススタディになると思

けのものなのだ、ということを感じました。何故なら私が参

います。私はアジアの建築家が UIAのイベントでもっと積極

加した大会の後半で、ほとんど日本人建築家に会うことがな

的な役割を果たすことを願っています。

かったからです。もしかしたら、オフィシャルなイベントは

最後に一つ加えると、世界建築雑誌編集長会議は、世界の

既に終了してしまったので、日本人は精力的に活動する必要

メジャーな雑誌の編集長が集結し、現在のオピニオンリー

がなかったのかもしれません。しかし、それは開催候補国だ

ダー達の考えを聞くための素晴らしいイベントだったと思い

けのイベントとしてだけではなく、UIA 全体のイベントとし

ます。5 つの異なる特色を持った雑誌の編集長（イギリス、フ

てあるべきものだと思うのです。というのは、UIAの公用語

ランス、イタリア、アメリカ、日本 ）が一堂に会する非常に貴

である 4 言語——英語、フランス語、ロシア語、スペイン語

重な機会でした。

社会的責任を意識しサステイナブルに絞ったテーマに感動
マレーシア／建築協会会長 Tan Pei Ing

今回 UIA2011東京大会および総会に出席した際にさまざ
まな想いがよぎり、今までにないユニークな体験となりました。

の建築家のプロフィールが紹介されているのを見るのは喜ば
しく、また誇らしく感じました。

東京は今まで何度も訪れた大好きな街です。何年も前にな

私にとってはこの 10 年で 3 度目の UIA 大会への参加とな

りますが、アジア建築家評議会の会議が同じ東京国際フォー

りますが、各回とも違った意味で得るものがありました。今

ラムで開催されたときにもこの街を訪れました。

回の東京大会で最も素晴らしいと感じたのは社会的責任を

東京への出発前、さまざまな懸念が脳裏をよぎりました。

意識したサステイナブル建築にテーマを絞り、焦点をあて

日本に多大の被害をもたらしたあの地震と津波が日本の社会

たことです。また、地域共同体のための建築のあるべき姿に

や東京をどのように変えてしまったのか、不安な気持ちで

フォーカスがあてられたことも私自身、平素関心を持ってい

いっぱいでした。しかし、東京に足を踏み入れたとたん、以

るテーマそのものでした。建築家が各人の価値観を見直して

前となんの変わりもない街の姿に接して驚きを禁じえません

地域共同体のためにどのように貢献できるのかを問い直し、

でした。街並みも人々も以前とまったく同じ姿を呈し、あの

建築が建造物環境に違いをもたらすことができるという事実

惨禍を信じられない落ち着きをもって受け止めていたのです。

を再認識する時機にようやくなったのではないか、との想い

UIA2011 東京大会の開会式で朝日新聞による震災の報道

を強く感じました。

写真が映し出され、日本が直面した惨事を目の当たりにして

UIA2011 東京大会では理事会のみならず後半３日間の総

感情がほとばしり、涙があふれました。その際、5,000 人が

会にも出席し、世界各国の建築家協会から派遣された建築家

出席した会場は水を打ったような沈黙が支配しました。ま

たちと一堂に会し、建築家として抱える共通のさまざまな問

た、天皇陛下と美智子妃殿下のご臨席をいただいたことは

題、環境にかかわる諸問題、そして次世代のための方向性

UIA2011 東京大会へ日本の国をあげての支持を物語るもの

の設定などの課題を討議する機会をもちました。2017 年の

であり、この国にとっていかに当大会が重要であるかを改め

UIA 大会開催立候補国の主催による夕食会も催され、大会に

て認識しました。

楽しさと華やかな彩りを添えました。私は旧知の友とも新し

同時進行で開催されるさまざまなプログラムのどれに出席
するか迷うほどでしたが、基調講演のスピーカーによるプレ

い友とも会うことができ、親睦の機会を心ゆくまで楽しみま
した。

ゼンテーションはすばらしく、元気づけられました。大会会

特にこの国が多大な惨事を経たばかりでまだ復興を完全に

場のコンコースで開催された「一万人の世界建築家展」は個

遂げていないなかで JIAがこの世界大会をみごとに成功裏に

人的に大変関心をそそられました。さまざまな建築家による

開催されたこととに対し、深甚の謝意を表します。また、こ

作品は世界中の建築家の素晴らしい作品群を世間に知らしめ

の素晴らしいイベントに私自身が立ち会えたことに心から感

る役割を果たしました。また、私が個人的に交流のある仲間

動と感謝を覚えます。

※ p.024, 025 の写真はすべて ©UIA2011 TOKYO Japan Organizing Board (JOB)
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JIA 関連プログラム主催者・参加者の声
被災経験のある世界各地から参加者を迎えて
「〈災害における専門家の国際的連携と支援活動〉シンポジウム」9 月 27 日（東京国際フォーラム ホール D1）
東日本大震災後、我々は多忙を極め、UIA2011 東京大会

で学園祭の “のり ”を再体験するとは思いもしなかった。シ

はあまり念頭になかった。海外は日本の被災への関心を強め、

ンポジウム当日は参加者も多く、大使館員も出席するなど

JIA 内部も災害を UIA 大会のメインテーマと考え始め、慌て

“ぼろ ”も少なく成功したといえる。

て事業案提出締切前日に参加を決断した。それから準備を

各国参加者も同じ体験の建築家に会うことができて喜んで

始め、被災経験のある国々に呼び掛けたところ、イタリア、

いた。彼らにはレセプションが非常に好評で、後日 “ 長い挨

ニュージーランド、パキスタン、アメリカ、インド各国の建

拶もなく、飲食しながら話ができ最高だった ”と感謝された。

各国の参加者と主催者の記念写真。中央が基調講演者
の中林一樹氏

築家、各国の協会会長、前

これは一同数日前から働き続け、挨拶する気力がなかった

会長、災害対策委員長、教

だけなのだが……。とはいえ、金銭的に破綻もせず、論文集

授など自ら出席するという。

も発行できたのは会長、専務以下の会員の協力と感謝してい

返事が遅かった中国は、断

る。各国参加者はこの機会を継続させたいとのこと、次回は

らざるを得なかった。私達

ワインを傾けながら優雅に開きたいと私達全

は時間も予算も少なく、委

員念じております。

員がカンパで負担、手づく

岡部則之（JIA 前災害対策委員会副委員長・

りで開くことにし、この歳

UIA2011シンポジウムワーキングループ ）

UIA2011 東京大会を象徴するオープンな展覧会
「一万人の世界建築家展」9 月 26 日〜 28 日（東京国際フォーラム ガラス棟 ）
「世界中の建築家を一万人集めた建築家展を UIA 大会で

ポスター展は、メイン会場東京国際フォーラムガラス棟の

やりたいんだけど、ちょっと考えてくれる？」2008 年の冬、

中庭に面した壁面で開催。圧巻の様相となった 125mの壁面

芦原会長より突然言い渡され、この展覧会はスタートした。

を埋め尽くした約 750 点のポスターは 大会参加者のみなら

構想 1 年、準備・作業に 1 年を費やし、その後実行委員会が

ず、道行く一般の方々も多く足を止められ、少なくとも一日

発足。UIA2011 東京大会を象徴する展覧会として、より広

に一万人以上の方々に見ていただいた。全面的に後援頂いた

く建築家の活動を知らせるとともに、建築を通して各国の文

菊川工業株式会社様の協力無しにはこの展覧会は成り立たな

化を伝えることを目的としている。

かったことは言うまでもなく、この場を借りて深く感謝申し

インターネット上のウェブ展

上げる次第である。

とリアルなポスター展を組み合

ウェブ展は、UIA2011 東京大会の申し子として引き続

わせた本展の大きな特徴は、JIA

き継続することが決定、機能を強化し特集企画を活性化さ

では例を見ないオープンな展覧

せ、更なる展開を予定している。現在も出展は受け付けて

会 で あ る こ と で あ る。2011 年 1

おり、より多くの JIA 会員の皆様からの出展

月 10 日にウェブ展がスタート。9

に大きく期待すると同時に、引き続きこの

月時点で 54 の国と地域から多数

展覧会に注目していただければ幸いである。

出展をいただいている。

www.10000architects.com
小池周湖（「一万人の世界建築家展」実行委員会 ）

成功裏に終わった初の国際コンペ

最優秀賞のヨン・ホシン氏

「建築家のあかりコンペ 2011」9 月 26 日（東京国際フォーラム ルーム G610）
5 回目を迎えた今回は、UIA 関連プログラムとしての国際

ベール・ラモリスの映画「赤い風船」を

コンペとなりました。応募総数 106（海外 26、国内 80）世界

思い起こしました。赤い風船のように子

30 ヵ国から作品が集まりました。最優秀賞は韓国のヨン・

供の後を追って、明かりを灯すようなロ

ホシン氏「光の蕾 ／ Light bud」。災害時に街灯の照明部分

マンチックな子供心の持ち主なのでしょう。優秀賞はセルビ

つぼみ

審査委員長の内藤廣氏を中心に記念撮影
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が風船のように舞い上がり、

アのマリーヤ・マーティノビッチさんと日本の藤野高志さん、

夜空を明るく照らす “ キボウ

入賞された 7 名のうち海外は韓国、セルビア、フィンランド

のあかり ”となり人々が自然

と 3 名、残り 4 名が日本と文字通りの国際コンペとなりまし

と上を見上げる行為をデザ

た。レクチャーも司会進行も日英織り交ぜた内容で次回への

イン。「3.11」を踏まえ今回

更なるステップが楽しみです。関係各者のご

のテーマ “ ミライのあかり・

尽力に感謝し、飛躍してまいりたいと思いま

キボウのあかり ”を的確に捉

す。

えた提案でした。私はアル

中村雅子（「建築家のあかりコンペ」委員長 ）

「2050 年の建築家」シンポジウム：失わ
れた大切なものの創造的再生に向けて
〈9 月 27 日

東京国際フォーラム ホール C〉

JIA ゴールデンキューブ賞
2011 展覧会

〈9 月 28 日〜 30 日

東京ビッグサイト〉

被災地で考える―災害と復興
東北ツアー

〈9 月 29 日〉

2010 年 1 月から 6 回にわたり開催した連続
シンポジウムのまとめとして、本シンポジウム
が開催されました。まず有識者からのビデオ
メッセージがあり、ティンレー・ブータン王国
首相からパラダイムシフトの必要性、馬淵元国
土交通大臣からは復興での建築家の関わりの重
要性と建築制度改革の必要性が語られました。
続いて被災地 3 県から被災調査報告及び活動
報告が行われたあと、パネルディスカッション
へと移りました。2 人のパネラーから建築家へ
の要望と期待、建築家の社会的役割と責任、原
発問題等についての示唆提言があり、議論は建
築基本法まで及びました。後半、都市・まちづ
くり制度の海外先進事例として英国 CABEが紹
介されたあと、芦原会長から今大会における 3
つの宣言が発表され、JIA「建築家宣言」を参
加者全員で高らかに読み上げて閉会しました。
長井淳一（2050 年の建築家シンポジウム実行委員 ）

子供たちを対象にした建築・都市教育の事例
を国際的に集め、優れたものに与えられるのが
UIAゴールデンキューブ賞である。その記念す
べき第一回が今年の UIA2011東京大会で実現
した。JIAゴールデンキューブ賞 2011展覧会で
はその国内審査に応募した全作品が展示された。
展 示 と 表 彰 式 会 場 は UIA 大 会 と 同 時 開 催
された「ジャパン・ホーム・ビルディング・
ショー」の東京ビッグサイトである。写真のよ
うに多くの出展企業とは一味違う展示と内容で
多数の来場者の注目を集め、同時に行われた伊
東豊雄氏の記念講演は超満員の盛況であった。
最近わが国では子供の建築・都市教育の量も質
も向上してきているが、この展示はその状況を
俯瞰できる最初のものとなった。なお、オール
カラーの作品集は現在も JIA 事務局を通して入
手可能である。
稲葉武司（建築と子供たちネットワーク ）

3.11 か ら 半 年 過 ぎ た 9 月 29 日。UIA2011
東京大会 JOB 主催の被災地バス視察に、世界
12 ヵ国からの建築家、東京・名古屋の JIA 会
員や通訳協力のオランダ人建築家ら 20 名と地
元の東北支部会員とボランティア通訳の皆さん
総勢 28 人が参加した。
わた り
ゆり
宮城県亘理町荒浜地区を渋谷尚氏、名取市閖
あげ
上地区を針生承一氏に被災から今までと、これ
からを現地で熱く説明していただいた。土木だ
けでも建築だけでもない復興計画が望まれるの
ではと感じた。
「せんだいメディアテーク」でのシンポジウ
ム、岩手・宮城・福島の JIA 地域会活動報告で
は、被災地での復興計画や仮設住宅の建築計画
への地域の建築家ならではの提案に、これまで
の地域での活動の積み重ねを感じた。
日野憲司（住軽日軽エンジニアリング ）

AID40@TOKYO

建築大学展：
「建築を学べる大学を知ろ
う 」 展 〈9 月 26 日 ～ 10 月 2 日 東 京 国 際

JIA 全国卒業設計コンクール 2011

〈9月27日 東京国際フォーラム ホール D1〉

「2050 年の建築家たちへ ―戦後、地域、サ
ヴァイヴ―」と題して、今年６～８月に槇文彦
氏（大阪 ）、高橋 一氏（金沢 ）、富田玲子氏（札
幌 ）、池田武邦氏（福岡 ）をお招きして開催した
4 回の AID40 の内容を倉方が総括し、各地のメ
ンバーが問題提起を行った後、ゲストの玉置順
氏、藤原徹平氏に議論の口火を切ってもらった。
一番の狙いは、この先 40 年を見据え、社会の
中での「建築家」の食い方、頑張り方、役に立
ち方を、きれいごとではなく議論したいという
ことだった。
予想を上回る 100 名余の来場者を迎え、同業
者ならではの本音の意見交換と、東京一極集中
ではないネットワークのプラットフォームとし
て、まだまだ JIAには可能性があることを感じ
る一夜だった。
倉方俊輔（大阪市立大学大学院准教授 ）

フォーラム 地下 1 階通路〉

東京近郊の建築系大学が共同企画したこの展
覧会では、各大学における想像力のある人材の
育て方、卒業生の社会での活躍などを多角的に
紹介することを目的に実施された。
東京フォーラムのガラス壁面を使った「建築
大学パネル展」では、15 大学 17 学科が参加し、
各大学の教員、主な活動、学生作品、大学・学
科の沿革等が展示された。各大学の特徴や差異
が見られたと同時に、共通して地域への積極的
な取組みや学生達の作品の類似性などが見ら
れた。「建築大学ツアー」には 8 大学が参加し、
会場となった各大学キャンパスでは展覧会やシ
ンポジウム、校舎の見学会などが催された。
東京近郊の建築系大学のプロフェッサーアー
キテクトが一堂に集まり、自らの教育環境を情
報発信する共同企画をなし得たことは意義深い。
今後の建築家教育の連携の上でも大きな糧と
なった。 山中新太郎（建築大学展実行委員 ）

〈10月23 〜 25日 新宿アイランド アクアプラザ〉

JIA 全国卒業設計コンクール 2011 が、UIA
大会の JIA 関連イベントの一つとして開催され
ました。全国の JIA 各支部での審査を経た 53
の作品が集まり、24 日に公開審査。
参加した学生の皆さんは審査員である山本理
顕（委員長 ）、浅石優、トム・ヘネガン、佐藤淳、
工藤和美の 5 人の方々に、それぞれ真剣かつ活
発に自分の作品についてアピール。大変な熱気
が感じられました。これから建築を目指す若い
人たちにとり、公開審査を通じて第一線で活躍
されている建築家や全国の学生同士交流するこ
とができたことも、大変有意義だったと思いま
す。
また、今年は香港やシンガポールからも参考
出品があり、国際的な広がりも期待されました。
実行委員会の方々の大変なご努力に感謝申し上
げます。
東條隆郎（JIA 副会長 三菱地所設計 ）
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JIA NEWS
UIA2011 東京大会にて開催された「2050 年の建築家」を考えるシンポジウムにおいて、安心・安全で次世代に持続可能な社会
に向けて、依頼主・市民・行政との対話のもとに建築・まちづくりを推進するために、「公益寄与」と「公益保護」をキーワー
ドにした日本建築家協会の新たな宣言が発表されました。ここにその全文をご紹介いたします。

建築家宣言
建築家は、様々な技術や職種を統合して依頼主の信頼に応えると共に社会的責任を
果たす専門家であり、歴史的にはアーキテクトと呼ばれて社会を啓蒙し作品をつくる
役割を果たしてきました。
今日、建築家の活動は単体の建築物の枠を超えて、地球環境に配慮したまちづくり
から人間のつくりだす環境全般にまで拡大してきています。
私達建築家は専門家として、安心・安全で次世代に持続可能な社会の実現に向けて、
依頼主・市民・行政との対話のもとに、個々の条件や地域性を尊重して建築・まちづ
くりを推進します。
（公益寄与 ）
私達建築家は、以下のような方針のもとに建築・まちづくりに取り組むことによって、
公益に寄与することを宣言します。
・自然や地球環境の持続性を損なわないよう十分な配慮を行ないます。
・社会・文化的資産である環境を守り、その健全な発展に努めます。
・安全・安心で快適な生活環境を創り、その維持に努めます。
（公益保護 ）
社団法人日本建築家協会は会員の質と行動を以下のように保証することで、公益を保
護することを宣言します。
・施工者から独立した立場にたって発注者と社会の利益を守ります。
・設計を統括して一定レベルの芸術性や空間の質を実現します。
・建築家憲章・倫理規定・行動規範に基づいて業務を遂行します。
社団法人日本建築家協会
2011 年 9 月 27 日

理事会報告
■ 2011 年 10 月 18 日

第 195 回理事会

議事速報

て規定草案を本年度内を目途に作成し、2012 年度通常総会で承認
を取る予定。なお、その他の規定類の制定、改訂は総務委員会等

●日

時：2011 年 10 月 18 日㈫ 13 時 30 分 ～ 18 時 00 分

●場

所：建築家会館 1 階大ホール（集合方式＋ Web 参加方式 ）

【審議事項】

1． 滞納会員の資格喪失
１） 2009 年度分を含む 2 年を超える滞納で資格喪失状態にある
会員 35 名の資格喪失決議があった。5 名の資格喪失会員は、
年内支払を条件に資格喪失決議を保留した。
２） 2010 年度分年会費滞納会員が 230 名足らず、本年度会費未
納者が 810 名あまりいる現状を勘案し、総務委員会中心に
「滞納一掃キャンペーン」を 11 月に予定。
３） 現行の会費納入期限を当年度 6 月末としているが、前年度の
3 月末までの納入期限とする議論があった。
2． 2012 年度 JIA 大会は 2012 年 11 月 29 日㈭、30 日㈮、12 月 1 日㈯の
3 日間、神奈川県民ホールで開催することが確定した。併せて
2012 年度通常総会の 5 月 31 日開催が確認された。
3． 臨時総会で承認された定款案に基づき、その下部構造となる規定
類の制定・改訂のため、10 支部の支部長、専務理事、総務委員会
正副委員長が対応する「特別委員会」の設置が決議された。おも
に、会員・会費規定と、支部・地域会規定の 2グループに分かれ
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で併行的に検討、編纂中。
（管理財務 G ＋事業 G）、関
4． 本部事務局の職員の 2グループ体制、
東甲信越支部事務局との連携による財務再建策が、賛成多数で承
認された。
【報告事項】
1. 未だ JOBからの数値的な詳細が出ていないが、UIA 大会の成果報
告が芦原会長よりあった。会長は、UIA 大会成功後の JIAの行動
如何に JIAの将来があることを強調された。
2． 新定款案が承認された以降のスケジュールとして、2012 年度の通
常総会で、一部決議が必要な規定類、及び 2012 年度の事業計画・
予算が承認され次第、速やかに新公益社団法人の申請をする旨の
報告があった。
3． 支部事務局の実情調査と改革を目的とするアンケート調査を支
部・支部事務局に依頼する旨の報告があり、了承された。
4． 臨時総会の出席者数を正会員の 3 分の 2 以上にするための、会員
への返信ハガキ投函促進や、未投函者のリストを支部・地域会に
配布したことへの個人情報の取扱いについての議論があった。少
なくともハガキ返信は会員としての義務、権利であること、ハガ
キ返信促進や未投函者リストの支部長・地域会長への配布は、会
員の管理目的であるので、個人情報保護の侵害にあたらないとの
弁護士見解を了解した。

本部便り
● JIA 全国学生卒業設計コンクール開催
9 月 23 日から 25 日までの期間で JIA 全国学生卒業設計コンクールが新

が参列されました。

宿アイランドアクアプラザで開催されました。全国学生卒業設計コン

● 2012 年度 JIA 全国大会開催日程
10 月 18 日の理事会で、2012 年度の JIA 全国大会の開催地及び日程が

クールは JIAの支部、地域会で開催された学生卒業設計コンクールの

決定しました。

受賞者が一堂に集い、日本一の作品を決定する企画です。

開催地は神奈川県民ホール（神奈川県横浜市中区山下町 ）日程は 11 月
29 日・30 日・12 月 1 日の 3 日間。
●公益社団法人認定への申請スケジュールについて
9 月 25 日の臨時総会で定款改定案が承認され、目下、内閣府に対して
公益社団法人認定の申請を行う準備を進めています。
申請に向けての手続きとして、会員及び会費に関する規定をはじめ認
定に必要な諸規定の改定と、新たな事業計画・予算案を作成する必要
があります。来年 5 月末に開催を予定している臨時総会にてこれらの
承認を得た後、速やかに申請を行う予定です。皆様のご協力をお願い
します。

代表して上位の受賞者を以下にご紹介します。
金賞 Birdʼs Eye to Bugʼs Spilit 藤原真名美（京都大学 ）
銀賞

俯瞰する都市

草薙彩音（共立女子大学 ）

銅賞 TRANSPORTABLE EMERGENCY ROOM

国本築永

（名古屋大学 ）

● JIAが東日本大震災への支援活動に対し国土交通省より表彰
10 月 10 日徳島市にて開催された「第 23 回住生活月間中央イベント合
同式典」において、JIAの東日本大震災被災地における支援活動に対
して国土交通省より感謝状を受けました。
同イベントは国土交通省住宅局によるもので、式典には高円宮妃殿下
■新規入会承認者
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
東海支部
東海支部
東海支部
近畿支部
中国支部

編集後記

承認日：9 月 25 日、10 月 18 日
栃木県
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
静岡県
静岡県
静岡県
京都府
広島県

安森亮雄
中村 晃
西田 司
宮部浩幸
鈴木健悦
鈴木裕幸
日野雅司
末光弘和
長谷川豪
坂本隆之
原田麻魚
栃澤麻利
野原啓司
小野正道
中本太郎
矢野雅規
榛葉登司夫
石橋 剛
村松謙一
竹口健太郎
谷尻 誠

宇都宮大学大学院工学研究科
㈱アーキプラス
㈲オンデザインパートナーズ
㈱スピーク
㈱日建設計
㈱三菱地所設計
SALHAUS 一級建築士事務所
一級建築士事務所 SUEP．
長谷川豪建築設計事務所
㈱日建設計
マウントフジアーキテクツスタジオ一級建築士事務所
SALHAUS 一級建築士事務所
㈱久米設計
㈱アール・アイ・エー
㈱日建設計
㈱日建設計
榛葉一級建築士事務所
㈲石橋修建築設計室
さんさい工房一級建築士事務所
アルファヴィル一級建築士事務所
suppose design Office

今月号は、「プロポーザル方式を考える」の第 4 回目です。「戦後日本の建築デザイ

『JIA MAGAZINE』 ンコンペ」というタイトルで、日本大学の大川先生に 8ページにもわたる戦後コンペ
編集長
の歴史・未来への提言を書いていただきました。こうして俯瞰してみると建築コンペ

古市徹雄

が日本の戦後の建築の発展に大きく寄与してきたことがわかります。コンペは文化な
のだと言われることがよく理解できます。海外は今もそうですが、結果を開くまで誰
が当選者なのかわからないということが新しい建築を生み、新人を発掘してきたこと
は否定のしようがなさそうです。今は全員顔ぶれがわかり、その中から設計者を選ぶ
という方式です。人を選ぶという方式をもう少し深く考えていく必要がありそうです。
大川先生、貴重な時間を費やし力作をお書きいただき誠にありがとうございました。
UIA 大会も無事終わり、１ヵ月以上経ちました。UIA 大会 2011 はきちんとした刊
行物にまとめられるそうですので、本誌では行われた様々なイヴェント、基調講演の
概略をまとめ、海外からの参加者の皆さんの意見なども紹介しています。
支部便りも少しずつ軌道に乗ってきました。各支部の活動状況をできるだけ紹介し

訂正とお詫び
9 月号 10ページ「設計者選定方法につい
ての JIAの活動経緯」におきまして、町
田市新庁舎（プロポーザル ）審査委員長
の記載に誤りがありました。
（誤 ）河野 進→（正 ）三井所清典

10 月号 21ページ UIA2011 東京大会開会
式の来賓参加者に誤りがありました。
（誤 ）前田武志（国土交通大臣 ）
→（正 ）奥田 建（国土交通副大臣 ）
以上、訂正してお詫び申し上げます。
JIA MAGAZINE 2011 年 11 月号
通巻 274 号
2011 年 11 月 15 日発行（毎月 1 回発行 ）
販売価格 500 円（本体 477 円 , 消費税 23 円 ）
会員の購読料は会費に含まれます。
発行人 / 筒井信也
編集長 / 古市徹雄
副編集長 / 鈴木利美
編集・制作 / 南風舎
発行所 社団法人 日本建築家協会（JIA）
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館
TEL 03-3408-7125
FAX 03-3408-7129

© 社団法人 日本建築家協会
6 月 15 日は建築家の日

http://www.jia.or.jp

ていきたいと思います。東京より地方の支部の方が活発に様々な活動が行われている
ようです。今月は東海支部、北海道支部が詳しい報告をしてくれています。互いに各
支部の活動状況を知ることは、JIAにとって大事なことであると思います。
UIA 大会のイヴェントの一環として世界建築雑誌編集長会議が行われました。司会
をやらせていただきました。そこで話題になったことは紙媒体の在り方です。将来は
どうも ITとの使い分けが明確化していきそうな気配です。

J

多様化する建築の中で地球環境を保全するのに建築がいかにかかわっていくかが今

I

A

The Japan Institute of Architects
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後、大きなテーマになっていきそうです。
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東京建築設計厚生年金基金は、建築設計業界の発展と、従業員のみなさまが老後も豊かな生活を

過ごしていただくため、昭和 44 年 6 月 1 日に「社団法人日本建築家協会」
、「社団法人東京建築士会」
及び「全国設計事務所健康保険組合」を母体として設立された公的な性格を持つ特別法人です。平

代」を迎えるという長寿国となり、退職後の 20 年・30 年という長い生活を豊かで充実したものにす

基金に加入する事業所の範囲は？
東京建築設計厚生年金基金の加入事業所は、❶東京都に所在する＊ ❷建築の設計・監理を主たる業とする事業所です。
＊東京都以外に所在する事業所の場合は、他の厚生年基金に加入することとなります。

基金に加入する主なメリットは？
事業主

資金面での負担が軽減されます。
退職金を基金の加算部分として計画的に積立てられるた
め、費用負担が軽減・平準化され経営が安定します。

掛金は税制上で優遇されます。
基金の掛金は、税制上、全額損金（必要経費 ）に算入され
ます。

従業員

将来、より手厚い給付が受けられます。
加入員の保険料・掛金負担は変らず、将来、より多い給
付を受けることができます。

加入員期間が 1 ヵ月でも年金が支給。
当基金の年金（基本部分 ）は、１ヵ月以上の加入で受ける
ことができます。

掛金負担や給付は？
掛金負担は、基金に加入すると、基金加入前と比べて、事業主の掛金負担が 35.5‰増加します。
（加入員の負担は変わり
ません ）
また、年金等の給付は、基本部分（国の報酬比例部分を一部代行支給 ）と加算部分（年金または一時金 ）の支給が受けられ
ます。
なお、掛金や年金・一時金の支給要件については、下記の当基金ホームページをご参照ください。

基金加入の手続きは？
基金が認可申請の事務を行います。必要な書類（事業主・従業員の同意など ）等についてのご相談は、下記までお問い合わ
せください。
〔問い合わせ・資料請求先〕
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-16
東京建築設計厚生年金基金

建築家会館本館 2 階

TEL：03（3403）8235

FAX：03（3401）4979
http://ks.nenkin-navi.jp/

■ JIA 支部一覧

■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/

■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/

■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/

■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/

■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/

■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/

■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/

274

■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/

vol.

■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/

JIA 館

■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/
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ることがますます大切なことになってきており、今後、厚生年金基金の果たす役割は一層大きなも
のになるといえます。
当基金の制度概要は、以下のとおりですが、加入員はもとより、加入事業所にとりましても、掛
金の税制優遇措置や企業のイメージアップ等、今後の企業活動におおいに役立てていただける当基
金への加入をご検討ください。
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厚生年金基金制度は、退職後の長い人生の所得の大きな柱としての役割を担う制度として、厚生
年金保険の一部を国に代わって支給する年金と、建築設計業界の独自の年金を上乗せしてお支払い
する制度です。また、福祉施設事業として遺児育英資金を支給しております。
ご承知のとおり、わが国は、世界に例をみない速度で人口の高齢化が進んでおり、「人生 80 年時

JIA

成 22 年度末では、加入事業所 460 社・加入員 11,000 名・年金受給者 7,600 名の規模となっております。

建築家 architects

東京建築設計厚生年金基金からのご案内
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