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JIA建築家賠償責任保険
〈最近の事故事例から〉

JIA のホームページに掲載しています

建物の概要
・ 完成後の用途
・構 造
・ 工事費用

老人ホーム
SRC 3 階建
4 億円

事故の概要
・ 竣工後 1 月
・ 洗濯機と乾燥機を同時に使用するとブレーカーが落ち、使用不能となる。

原

因
・ 施主より作業室で使用する洗濯機と乾燥機の機種、これらを同一の部屋で同時に使用す
ることを聞いていたにもかかわらず、これに見合った設計をしなかった。
・ 施工に際し、施主より再度、機種と容量を伝えられたが、容量算定のチェックを怠り、
そのまま施工者に指示した。

支払保険金
・ 76 万円
・ 損害額 160 万円
・ 設計者の責任を 50％とする。
（施工者として当然やるべき施工過程における容量チェックを怠ったため、相応の責任が
発生すると考えられる。）

■《保険金計算式》
160 万円（損害額）× 50％（設計者責任割合）× 95％
（縮小支払割合）＝ 76 万円

設備の機能的な不具合による損害賠償責任をカバー（機能的不具合担保条項）
建築物の「給排水衛生設備」
「電気設備」
「空気調和設備」または「遮音性能（住宅のみ）
」については
建築物に物理的な「滅失または損傷」が発生していなくても、これらの設備が所定の技術水準に満た
されていないために、本来の機能を著しく発揮できない状況が発生したときの法律上の賠償責任を補
償します。
〈詳しくはパンフレット・約款をご覧ください〉

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。
（毎年 4 月 1 日更改）
◦ 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！

http://kenbai.jp/

JIA 所得補償保険
補償内容はほとんどすべての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。
（毎年 12 月 1 日更改）

JIA 傷害総合保険
この保険は、ニーズの高いケガによる「入院・通院を重点的に補償」に加えて、個人賠償、携行品の
補償など総合的に補償した内容になっています。
（毎年 12 月 1 日更改）

■パンフレットをご希望の方、また詳細につきましては下記までお問い合わせください。
【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 営業開発２部２課

JIA

Cafe del Mar
MAGAZINE

Cover Story

数年前、フィレンツェのホテルで朝食を食べていると爽
やかな音楽が流れていた。古い館をモダンに改装した本物
の空間に、家具や調度品とともに BGM までがお洒落にコー
ディネートされている。さすがイタリア人はすべてにセン
スがいいなと感心し、思わず「この曲は何ですか」と聞い
てみると、可愛いウエートレスは即座に「Cafe del Mar の 15 よ」と教えてくれた。
日本に帰って CD を手に入れ、ネットで調べてみると色々なことが解ってきた。Cafe del
Mar はスペインのイビザ島にあり、美しいサンセットを楽しむために世界中から人々が集
まってくる有名なカフェである。ここで流れる DJ の選曲がコンピレーション CD として長年
シリーズで作られ、マドンナが無人島に持って行くたった一枚に選んだと言われている。
自分の時間を楽しむために環境や雰囲気づくりにこだわる文化を発見したようで、一度夏
のイビザを訪れてみたいと思っている。
音楽のジャンルとしてはチルアウトに属して、クラブで踊り疲れた人々をクールダウンす

アドリア海の真珠ドブロフニク
アドリア海に突き出したドブロフニクの街
の周囲は堅固な城壁に囲まれている。断崖
のようにそそり立つ壁は防衛のために作ら
れたのはもちろんだが、単なる防護壁とし
ては、あまりにも美しくデザインされてい
る。それはこの街がアドリア海の中でも最
も繁栄した都市の一つであることを思わせ
るのに十分である。
南側の街区は本来岩盤の島の上に建ってい
たこともあり、城壁は自然の地形に従って
作られ曲がりくねった形状になっている。
周囲の壁は厚く、その上部は歩道になって
いる。曲がりくねった市壁は中国の万里の
長城や沖縄の中城を思わせる。海に向かっ
てかなり下っている西側城壁の所々には階
段が設けられてレベル差を吸収している
（表紙写真）
。
その連続壁はあまりの高さをもつために、
そのままでは構造的にもたないのだろう。
そのため適度な間隔をもって壁に直交する
バットレスの役割を果たす量塊が壁を支え
ている。この量塊の上部は広場のように
なっていて、そこが観光客の休憩のための
空間になっていたりする。
城壁の上を北側の斜面の高い方から降りて
いくと、それらの遊歩道が段状になってい
て広場の部分と巧みに造形的に組み合わさ
れていて、まるで建築を見ているようであ
る。
南仏のサンポール・ドゥ・ヴァンス、中国
の平遥、イェメンのシバーム、アゼルバイ
ジャンのバクー、シリアのアレッポ等、都
市の城壁は建築家を捉えて放さない。
城壁からはカテドラルや市役所、館、時計
台、そして連続する赤い屋根群に覆われた
市街が一望できる。堅固な城壁は折れ曲が
り、竜のように波のようにうねって傾斜を
上り下り周囲を取り囲む。その周囲には青
いアドリア海が広がる。それらが作り出す
美しい景観はドブロフニクがアドリア海の
真珠と呼ばれるのにふさわしい。

（撮影：古市徹雄 ）

建築家

るための曲だそうだ。忙しく働く日本の私達も時にはチルアウトして、たまにはのんびり夕
日でも眺めて様々な思いにふけってみたいものだ。
●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

特別寄稿

プロポーザル方式をはじめ設計者選択方法について、いろいろな方のご意見をいただくということ
から前会長の出江寛氏のお考えを特別寄稿として掲載します。
特集「プロポーザル方式を考える」ではプロポーザル方式を主催する関係官庁にご理解いただきな
がら、プロポーザル方式の改善を進めていきたいと考えています。
同時に JIA 会員には組織事務所やいわゆるアトリエ事務所で設計活動する建築家がいます。
この寄稿については、その点、編集の方針と必ずしも合わない意見も含まれており、執筆者に修正
等の依頼もお願いしましたが、できるだけ原文に近い形で掲載したいというご意向が強く、最終的
には一部修正をしつつも、原文を尊重し掲載することにしました。個人的な強い主張の部分もある
点、読者の皆様にはご了解いただきたいと思います。
なお、原稿の中に入札に関しての記述もいただいていましたが、こちらは次号で引き続き特別寄稿
（『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
としてご紹介します。

あと数年で建築家は亡びる

（JIA が JIA でなくなる時）

今の JIAには、建築家と呼ばれる人はいったいどれく
らいいるだろう。

出江

寛（建築家）

しくなったとはいえない。それは、合理主義、経済至上
主義で多くが造られているからである。だから日本の街

❺
———

「建築家とは独立した個人である」と鬼頭梓氏は言った。

や都市はいつまで経っても退屈でドライでつまらないの

「インスピレーションなき知識は生命なき知識である」

である。

とルイス・カーンは言っている。建築家には、インスピ
レーションと知識の両方が必要なのである。
黒川紀章氏は、1993 年の建築ジャーナルで「建築家と

■コンペは若い建築家の登竜門である。
文学界では金原ひとみが『蛇にピアス』で 19 歳の若さ

呼べるのは全国で 200 人以下だろう」と言っている。約

で芥川賞を受賞したが、我が建築界では若手どころか、

20 年前から「建築家とは」と議論しているにもかかわら

多くの建築家はプロポーザルや QBSの「実績主義」によ

ず、建築家の存在は進歩どころかむしろ後退しつつある。

る足切りで参加することもできない。

■各国の建築文化は
アトリエ派によって築かれた

それに代わってプロポーザルコンペや QBSが増加した。

1990 年頃から諸官庁の設計競技はほぼなくなった。

「一国の文化ないし美意識は、その国の風土に根ざす」

しやすくなったと喜んだが、実態は「実績主義」により、

化は、個人の優れた建築家によって創られてきたのであ

アトリエ派が参加できるチャンスは大幅に減少した。現

る。例えば、各国の建築文化は下表のようなアトリエ派

在は大手設計事務所ばかりが有利な状態となっている。

各国の建築文化はアトリエ派建築家による
国名

建築家名

スペイン

丹下健三
村野藤吾
フランク・ロイド・ライト
ルイス・カーン
オーギュスト・ペレ
ル・コルビュジエ
ミース・ファン・デル・ローエ
ヴァルター・グロピウス
アントニ・ガウディ

イタリア

カルロ・スカルパ

フィンランド

アルヴァ・アアルト

メキシコ

ルイス・バラガン

日本
アメリカ
フランス
ドイツ

このように、その国の建築文化と言える美学・哲学な
るものを表現できるのは、個人の建築家、アトリエ派の
人達によるものである。
現在の日本の都市は次第に綺麗にはなってきたが、美
●

慮からである。そのお陰でアトリエ派はコンペに参加

と和辻哲郎は言っている。世界のそれぞれの国の建築文

の建築家によって築かれてきた。
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それは設計者の経済的、時間的負担を軽減するという配
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ところで、プロポーザル・QBSとは何なのだろうか。

■「プロポーザル」とは
「プロポーザル」とは、入札制度に代わるものとして、
国交省が 1991 年に定めたもので、人と設計チームを選
ぶ方式である。これには、公開と指名があり、参加表明
ふる

者は同種業務の実績の有無を問われ篩いにかけられる。
また、一級建築士の数等が評価の対象となり次に進む足
切りになる。そして技術内容を文章で書き、具体的な形
やプランは出してはいけないことになっている。その後
ヒアリングが行われるが審査は全て国土交通省・その他
の発注者内部で行われる。

■“巨匠建築家ですら
参加できないプロポーザル”
プロポーザルの最大の問題点は、同種業務実績の有無
を問われることである。
槇文彦先生でさえも「約 50 年の実績があるのですが、
過去 10 年、15 年に区切って実績を問われると、それほ

（『JIA MAGAZINE』272 号（2011 年 9 月
おっしゃっている。
号）より）

これでは若い建築家やアトリエ派の人達は永久にプロ
ポーザルに参加できない。もしもその実績がたまたま
あったとしても、一級建築士の数が 50 人以上在籍して
いるか、資本金が 3000 万円以上であるか、等々と言わ
れたのでは、到底参加できない。一見公平に見えるプロ
ふる

ポーザルも、結局アトリエ派を篩いにかけて大手事務所
に有利に働くようになっているのである。
4

4

4

4

4

4

4

国立代々木競技場

4

プロポーザルは、具体的な形やプランは出してはいけ
ないとあり、建築の技術内容を文章で書けとある。諺に
「百文（聞）は一見にしかず」とある。形のないものをど

撮影：村井 修

が審査をしても、度胸などあるはずがなく、選ばれるも
のは無難なものとなる。

❺
——

■プランを出してはいけない
プロポーザル（国土交通省）

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

どの数をこなしているのは大事務所に限られてくる」と

ドラッカーの名言の中に「進歩とはリスクを冒すこと
なり」とある。過去の実績を踏まえて設計者を選定すれ

う審査するのだろうか。
たとえ文章がどんなに素晴らしいものであっても具体

ば、確かに安心ではあるがマンネリズムで全く進歩が見

的な形になった時、
「ええ、こんな不細工なものだったの

られないだろう。このことは言い換えれば、公共の建築

か」と言ってみてもあとの祭りである。そうならないた

をリスクを冒してまで造って失敗したらどうするのかと

めにプロポーザルは優れた人を選ぶのであるが、そうな

いうことになる。

るとまた無名の若い建築家やアトリエ派の人達はどんな

丹下先生設計の国立代々木競技場は雨漏りで大変だと

に才能に優れていても永久にプロポーザルに参加できな

いう意見もあったが、あのダイナミックで力強く今まで

いことになる。

見たことのないフレッシュな空間が、敗戦後の疲弊した
日本人にどれほどの力と勇気と夢を与えてくれたこと

■基本設計とお役人

だろうか。21 世紀にもなって未だにリスクを恐れて役所

世界のあらゆるコンペは全て基本設計で決められる。

保身のための「実績」を重んじたプロポーザルや QBSで、

プロポは建築を文章で書け、としているが、建築を設計

しかも役所内部で案を決定すれば、ことなかれ主義の平

したことのないお役所の方々に、文章で建築の形態、空

凡なものになってしまうし、何となく胡散臭く感じる。

間など、正しく理解できるはずがない。

このような前時代的—真昼の闇黒—なやり方で民主国家

国民の税金を使って建築するものを、基本設計も見ず

日本と言えるのだろうか。

に文章で決定するとは、あまりにも軽率ではないだろう

■ QBSとは

か。

QBS（資質評価方式）とは応募者の代表作品等を評価し

建築の良し悪しは、基本設計で決まるのである。

て選ぶ方式で、プロポーザルと同様に入札制度に代わる

■ドラッカーとプロポーザル・QBS

ものとして考えられたものである。代表作品は対象建物

プロポーザルや QBSは我国の入札制度に代わる設計

と同種、類似でなくてもよく、その代表作品についての

者選定の素晴らしい制度としてスタートしたはずなのに、

ヒアリング及び現地調査、発注者や管理者へのインタ

これには過去の実績を問われ、大手事務所にのみ有利に

ビューにより評価される。

なる仕組みで、大変不公平であることがわかった。
ふる

「実績主義」によりアトリエ派を篩 いにかけ、大手事
務所を選ぶことは、お役所にとって安全で自ら責任を負

■ QBSの問題点
QBSの最大の問題点は代表作品を評価して選ぶとい

うことがなく、楽な仕事のやり方だからである。中には、

う点である。代表作品があって初めて土俵に上がれるの

横須賀市や船橋市など真面目にエスキースコンペを行っ

であり、優れた若者であっても作品がなければ永久に参

（エスキースコンペとは A1・2 枚程度
ているところもある。

加できない。つまり若者への配慮が全くなされていない

の用紙に無着色で一般図、パース、設計説明、面積、工事費

のである。若い建築家は作品をつくるチャンスがない。

等を書き込み、これを審査員が審査し最優秀賞と優秀賞を選

そこで、若者を育てるために、2008 年に JIA 近畿支部で

び、賞金を出す簡易なコンペである。）

は 40 歳以下を対象に、阪神電気鉄道株式会社にご協力

しかし、これはほんの一部であり、多くの他府県では

していただき、神戸・六甲山頂に展望台のコンペを開催

まだまだ役所に都合のよい実績主義のプロポーザルや

し、103 点もの応募があった。今後も、例えば公衆便所、

QBSが主流となっているのが現状である。

幼稚園、小学校、老人ホーム等々あまり規模の大きくな
一

いものを若者向けのコンペにする等、国土交通省は、若

先生は「今まで見たことのない作品を選ぶには、審査員

者を育てることを考えていかなければ、日本の将来を担

に度胸がいる」とおっしゃっている。役所内部でお役人

う建築家（文化）がいなくなってしまうだろう。

『JIA MAGAZINE』273 号（2011 年 10 月号）で高橋
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さい」との指示があったが、辞退し「出江寛」個人とし
て参加した。その後、最高裁判所も個人として参加した。
自分の思想が正しかったのか、共に入選することができ
た。その後、会社を退職し出江事務所として第二国立劇
場、全労済会館、愛知県新文化会館等々小さなアトリエ
派として自由に参加し、それぞれ入選できた。かつては
実績を問わず誰でも平等にチャンスがあった。

1994 年には近江八幡市かわらミュージアム建設設計
プロポーザルがあり、私も初めてプロポーザルに参加し
最優秀賞となった。その頃は参加に対して何の縛りもな
近江八幡市かわらミュージアム

く、一級建築士であれば誰でも参加できた。しかし、こ
れを最後に私が参加できるプロポーザルはなくなった。
それは「実績」を問われ始めたからである。

■プロポーザル・QBSは建築家を亡ぼす
今後の公共建築は、実績や代表作品を問う大手指向の
プロポや QBSではなく、若い建築家にも公平なコンペ
ティションか簡易コンペをして基本設計で選定するやり
方に変えなければ、日本の建築文化は亡びるだろう。
基本設計は建築の美学・哲学・思想を表現するもので

■“20 年”ぶりの正義のコンペ
（京都府新総合資料館）
さて、先日（2011 年 10 月 14 日）公表された「京都府新
（主催：京都
総合資料館（仮称）建設工事公募型設計競技」
府、審査員長：川﨑 清）において、私も審査に携わった。

一番大切である。コンペはプロポーザルや QBSに比べ

応募規定の詳細に目を通すとやはり今回も参加条件に

ると設計者にとって時間的、経済的負担が大きいと言わ

「実績」が問われていた。その内容は「平成 10 年度以降

れるが、それなら簡易コンペにすれば良い。簡易コンペ

に延べ面積 3,000㎡以上の同種・類似業務の建築設計実

でも負担が大きいと言う、やる気も情熱もない者は応募

績を有する者」というものであった。

する資格などない。

私は、
「このコンペは、今登竜門がない若い建築家やア

このままでは、建築界の次世代を担っていく若者が育

トリエ派の人達にチャンスを与えるために 3,000㎡の実

たない。すぐにでも実績主義のプロポーザルと QBSは

績を問わないようにして頂きたい」と京都府副知事に強

やめるべきだ。

く訴え、実績をなくして頂いた。その結果、106 点もの
応募があり、多くのアトリエ派の建築家に参加してもら

■コンペが「実績主義」ではなかった良き時代
私が若い時代は、一級建築士であれば誰でも巨大な国

え、とても嬉しく思った。このような実績が問われない
コンペは約 20 年ぶりに開催されたのである。

家プロジェクトから小さなプロジェクトを含めた公共建
築物のコンペに参加できた。実績など全く問われなかっ

■アトリエ派バンザイ

た時代である。コンペは自分の建築に対する思想や美学

京都府新総合資料館コンペの結果、最優秀者に飯田善

が正しいかどうかを試せる絶好のチャンスである。竹中

彦氏が選ばれ、優秀者 1 名、入賞者 3 名、入選者 14 名の

工務店時代、会社の設計思想に常々疑問を持っていた。

全てがアトリエ派であった。組織事務所は 1 社も入選す

そんな時、会社から「万博本部事務所のコンペをやりな

らできなかった。
「船頭多くして船山に登る」の諺があるようにだ。例
えば一枚の絵を描くのに右からピカソが描き、左からマ
チスが描き、上からモンドリアンが、そして下から岡本
太郎が描いたとしたらどんなことになるだろう。アート
の場合、そんなことは絶対にない。いつも 1 人で描くの
だ。なぜならそれぞれの画家の美学、哲学が違うからで
ある。建築も同じことだ。寄り合い所帯では、美学、哲
学は生まれることはない。だから、1 社も入選すらでき
なかったのだ。
国交省は景観法に基づいた美しい街をつくろうとして
いるのなら、公共建築物はコンペティション、またはエ
スキースコンペにするべきであろう。京都府総合資料館
コンペの結果を見ても、アトリエ派の文化度の高さを認
めざるを得ないだろう。差は歴然である。

■コンペで悟る
私は、槇先生の京都国際会館のコンペプランを見て、
空間は空間で分離するものだと初めて知った。それまで
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写真提供：竹中工務店

いけない。入札に参加する組織事務所は、
「箱物事務所」

ハッとした瞬間の喜びを今も覚えている。目から鱗が落

と呼ぶべきである。残念なことに JIAにも「箱物事務所」

ちるというのは、このことなのだろう。

に所属する者がいることが本当に嘆かわしい。入札に参

また、第一国立劇場のコンペで、審査員長の村野藤吾

加する JIA 会員はすぐに除名すべきだ。

先生は「屋根のあるものから落としていった」と講評さ

建築設計とは美学・哲学・技術の結晶である。建築

れた。私は屋根のある設計で見事落選した。最優秀者は

設計は物ではないのだ。会計法は “ 物品 ”を対象として

当時私の上司である岩本博行氏であった。屋根のない校

いるのであり、
「建築設計」は物品ではない。
「建築設計」

倉造をイメージし、校倉による光と影を持つ壁の美しさ

を「物」扱いしていること自体が全く理不尽である。お

と力強さを悟った。

役人は “ 建築 ”を箱物という物としか思っていないから

『JIA MAGAZINE』273 月号で高橋先生は「初めて応

入札という会計法に縛られた考えになってしまうのだろ

募したコンペで当選し、とてもラッキーなスタートだっ

う。“ 建築 ”が会計法に蹂躪されている間は「物品」とし

た」とおっしゃっている。私もコンペを通じて世の中に

ての価値にしか見られない。我々はこの入札制度を絶対

認められるようになっていった。コンペは若い建築家に

に撤廃し、そして、公共建築は実績主義のプロポーザル

とって、世の中に認められるチャンスであり、夢とロマ

や QBSではなく、公平なコンペティションやエスキー

ンがあるのだ。

ス（簡易）コンペとし、当選者に国の定めた設計報酬を支

しかし、今は実績を問われるプロポーザルや QBSに
ふる

❺
——

は、空間は壁で仕切るものとばかり思っていた。あの、

払うべきだ。

より、篩いにかけられ、チャンス・登竜門がないから若

欧米諸国はじめ、モンゴルにおいても、公共建築の設

者に元気がないのだ。優れた若い建築家は、住宅で憂さ

計者は全てデザインコンペで決め、基準どおりの設計料

を晴らすしかない。このままでは住宅作家は育っても、

が支払われる。まだまだ日本はモンゴルよりも遅れてい

こぢんまりとしてしまい、日本の将来を背負って立つよ

る。

うな建築家は育たないだろう。
先日、OMA ニューヨーク代表の重松象平氏は TVで
東京スカイツリーについて「民間事業とはいえ、国家的

■生き残る大手組織設計事務所とゼネコン
現状のままでは、生き残るのは、大手組織設計事務所、

プロジェクトなのだから、国際コンペにしてほしかっ

ゼネコン、PFI 関係会社、そして 0.1 ％の有名建築家で

た。」とおっしゃっていたが、全く同感である。

ある。国交省の「実績主義」という栄養剤で大手組織設

若者のため、そして日本の建築文化のために夢のある

計事務所は丸々太るだろう。
「実績剤」のないアトリエ派

公平なコンペを増やして欲しい。

は、痩せ衰え、やがて死ぬだろう。

■グロピウスと“箱物”と会計法

■亡びる建築家と文化

世界大恐慌直前の 1928 年、CIAM（近代建築国際会議）
によって出された「ラ・サラ宣言」は「都市計画は美学

大手組織設計事務所の本質は、経済至上主義である。
建築家の本質は、文化である。

的見地ではなく機能性を重視すべきであり、経済と結び

「実績主義」と「入札制度」によってアトリエ派建築家

つくべきである」とした。これは当時の産業資本主義と

は亡びる。これは、日本の建築文化が亡びることである。

経済合理主義に対応したものであった。以来、グロピウ

絶滅危惧種の老齢化した有名な建築家は先が見えている。

スの言う「平滑な壁・フラットな連続するガラス窓・フ

国交省は将来の日本を担って立つ若者を、今から育てて

ラットルーフ」の真似しやすい “ 箱物 ” 建築による都市

いかなければ、日本は文明国家になっても、このままで

が世界中に広がり、その結果世界の新興都市から文化が

は、文化国家にはなれないであろう。

失われてしまった。
グロピウスが原点で “ 箱物 ”が始まり、お役所では、
建築を “ 箱物、箱物 ”と貶めて呼ぶようになった。
建築家は入札という自己を貶める行為は絶対にしては

出江

寛（いずえ かん）

1931 年京都生まれ
前日本建築家協会会長
京都大学施設部、竹中工務店設計副部長を経て出江建築事務所開設
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渡辺真理氏（建築家・法政大学教授）に聞く

プロポーザル方式の可能性
今回登場するのは、法政大学の教授であり、木下庸子氏と設計組織ADHを共同主宰しておられる
渡辺真理氏です。プロポーザルコンペに参加する側、審査する側両方の立場から、実際の事例を交
えて話して下さいました。
ご自身が参加したときの経験を踏まえて、審査する際にはより良いプロポーザル方式となるようさ
まざまな方法を実践されています。また、日本とアメリカの「実績」の捉え方の違いなど、興味深
（『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
いお話もうかがうことができました。
■プロポーザルコンペ参加事例
真壁伝承館

ものと考えています。桜川市のコンペのときは、住民と
のワークショップを開くということがひとつの前提で、

コンペに参加する条件

そういうことができる提案を考えるようにということが

古市◦渡辺さんがこれまで関わられたコンペで、まずは

条件にありました。私たちの提案は住民の要望に対応で

参加されたものについて教えていただけますか。

きるフレキシブルな形態決定のアイデアが特徴でした。

渡辺◦「真壁伝承館」という歴史資料館と図書館、小

真壁のような歴史ある土地では、建て替えの要請が

ホール、集会場などの複合施設が今年 7 月に竣工しまし

あったときに、行政の力だけで市民の合意をとるという

たが、茨城県の桜川市が主催したプロポーザルで、私は

ことはなかなか難しくて、選ばれた外部の建築家が関

エントリーする側でした。真壁は明治から昭和にかけて

わって合意形成をうまく作っていくという必要もあると

の伝統的建造物が多いことで知られています。その町の

思います。

中心部にあった RC3 階建ての公民館が古くなったので
建て替えるというものでした。

古谷誠章さん設計の茅野市民館の場合は市民の関心が
高くて、合意形成のためにものすごい数のワークショッ

審査委員は建築史家の河東義之先生、建築家の北山

プが必要だったそうです。それを建築家がまとめていく、

恒さん、筑波大学の藤川昌樹先生、桜川市の副市長と、

つまり建築家が設計だけではなくて、住民の要望をとり

NPO ディスカバーまかべの代表といった構成でした。

まとめてプログラムを作っていく役割も期待される時代

古市◦どのようなコンペだったら参加してみようと思わ

になってきたのかもしれません。

れるのでしょうか。
渡辺◦私たちがプロポーザルに応募する際は、審査委員
の構成を重要視します。桜川市の場合は、建築の専門家

■プロポーザルコンペ審査委員事例
（仮称）小金井市貫井北町地域センター

は北山さんお一人でしたが、歴史家のかたがお二人で、

プロポーザルの審査委員になる条件

専門委員が３名、そして、市から１名、市民代表として

古市◦審査をする立場になった場合はどうでしょうか。

１名という構成でしたのでエントリーをすることに決め

渡辺◦私の場合は、プロポーザルの審査委員にならせて

ました。応募要件のうち、過去の実績の比重が軽く「公

いただく条件をいくつか出します。選ぶことができるの

共建築に関わった経験がある」というくらいの条件でし

は 1 点なので審査委員はたいていあとで恨まれますから

た。したがって比較的エントリーしやすくて、私たち以

ね（笑）。最近のプロポーザルは二段階方式が多くて、一

外にも、もちろん経験のある方もいましたが、若い建築

段階は匿名で審査し、二段階目で面接するのが一般的で

家も多く参加していたようです。

す。次に、専門委員が過半数（少なくとも複数）になるよ

プロポーザルはデザイン・コンペティション（設計競
技）とは異なり、設計の方向性やアプローチを提示する

うにお願いします。専門委員は必ずしも建築設計者では
なくて、もちろん学識経験者も含んで良いと思いますが、
複数の専門委員が関与することで、それぞれのプロポー
ザル提案の内容を一般委員に的確に説明できることをめ
ざします。
もうひとつは、
「過去の実績」主義はできるだけ減らし
てもらうということです。
「実績」の条件で一番多いのは
「類似の施設もしくは同種の設計経験があるか」という
ものです。たとえば図書館のコンペだったら、公共施設
を設計した経験があれば OKというところまでフレキシ
ブルにしてもらうということをお願いします。
古市◦類似の施設とはここまでを含む、とたまに書いて
ありますよね。

真壁伝承館
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渡辺◦「どこまで含むのか」もできるだけなくして、先

少なからず行われていましたが、AIAが強く関与してコ

いうくらいになるのがベストと考えています。プロポー

ンペティションは止めるようにということになったと聞

ザルの実績要件では、同規模以上の建物の設計実績をよ

いています。コンペティション方式では提出図面が多く、

く問われますが、規模条件が設定されると大きなバリア

膨大な作業量が要求されますから、当選した 1 社以外は

になります。プロポーザルを行う意味は、
「他者」が入っ

経済的負担が大きいため止めるようにという動きになっ

てくることで、地域を良くしていくところにありますか

たのです。

ら、新しい人、若い人が入ってくる余地をできるだけ残
すのが健全ではないでしょうか。

そ の あ と、 ア メ リ カ で は RFQ（Request for Qualifications）という方式が出てきました。RFQとは一段階目

3 つ目は、評価点数です。プロポーザルは提案内容重

は今までどのような仕事をしたかをブックレットで出す

視とし、組織やチームの構成だけで当落が決まらないよ

というものです。たとえば、磯崎新アトリエで応募した

うにお願いします。

ものに、サン＝ホセのテクニカルセンターという施設が
あったのですが、そこで今まで設計した関連施設の資料
を出すように要求されました。そこは日本のプロポーザ

古市◦最近審査委員をされたプロジェクトはありますか。

ル方式と似ていなくもない。ただし制約条件が日本ほ

渡辺◦現在も、小金井市で実施設計の検討委員として関

ど限定的ではない。
「同種」と「関連」を厳密に分けたり、

わっているプロジェクトがあるのですが、公民館的な施

延床面積で制限されていないので、応募する側も自社の

設と図書館を一体にした地域センターという施設です。

設計実績を大らかにアピールできます。そこで美術館や

プロポーザルを実施した結果、前川建築事務所が選ばれ

学校などを関連施設として提出しました。新しい建築は

ました。

新しいビルディングタイプだったりするわけで、図書館

専門委員は 2 名で市の職員のかたが審査委員の過半数

にしても、昔の図書館と、今のデジタル的な要素が入っ

でしたが、審査のルールがきちんとできていれば、提案

た図書館との考え方とは、必ずしも同じではありません

内容で当選者を選ぶことができることが確認できました。

から、同じ種類の建物を出しても意味がないこともある

公民館学の専門家の日大の浅野平八先生と私が審査委員

のです。

でしたが、このプロポーザルも激戦でした。設計組織の

アメリカ人は建築家に統率力を求めています。アメリ

大小を問わず優れた応募案が多く、1 案しか選べない苦

カでは図書館の専門家はコンサルタントとして雇えます

しさを味わいました。

し、そこに商業施設が入っていれば、商業コンサルタン

古市◦それは審査委員の判断ですから仕方がないですよ。

トをオーナー側で雇ってアイデアを出させる。それを統

渡辺◦第二段階に残った 5 社のうちのひとつは、若い建

合するのが建築家なのです。したがって、RFQではそ

築家がリーダーのチームでした。周囲の都市環境に対す

ういった一歩上のレベルをやれる人なのかどうかを見る

るコンセプチュアルではありますが、なかなか面白い提

わけです。つまり、日本のプロポーザルとアメリカの

案がなされていたので、第二段階まで残りましたが、ヒ

RFQで要求される「関連施設」というのは全然ちがう意

アリングをしてみると建物の平面計画の検討がほとんど

味なんですね。

なされていないことがわかりました。プロポーザルの応

日本の場合の実績というのは、面積をチェックしてこ

募要項には具体的な提案をしてはいけないと書かれてい

の建物は本当に条件の大きさをクリアしているかなど、

ることがありますが、それを字義通りにとらえてしまっ

単なる資料と化していますが、アメリカは作品性を重視

たようです。

します。大学施設の RFQに小学校の設計実績を提出し

具体的な提案とはデザイン・コンペティション（設計

ても、そういうことで門前払いをすることはなく、教育

競技）のような精密な設計内容を伴った提案であり、プ

施設という大きな枠組みの中で判断し、
「彼らは非常に独

ロポーザルコンペは精巧な CGとかがあっても困ります

創的な取り組みをしているから呼んで話を聞こうではな

が、この設計者に託したらこういうものができるという

いか」ということになる。

ことがわかるものがないといけないということを、若い

古市◦コンペティションの場合非常にお金がかかってし

人たちは知らなくなっているのかもしれませんね。

まうので、国交省がプロポーザルコンペで A3 図面を 3

古市◦プロポーザルの定義に「プロポーザルとは人を選

～ 4 枚提出するというのは、設計者が負担をかけずに参

ぶものであって、案を選ぶものではない」という書き方

加できるという配慮があるようですが、それに対して今

をしているんですよね。それをまじめに受け取ったのだ

まで A3 図面 2 枚でも、A1 図面 5 枚でも変わらないとい

と思いますよ。
「人を選ぶ」といいながら、案を出させる

う意見が出ました。渡辺さんはいかがでしょう。

のは矛盾があるのではないかという議論があります。そ

渡辺◦私はその意見には賛成ではないですね。やはり

の一文が若い人にとっては足かせになっているのではな

A1 図面 5 枚の方が費用も労力も段違いにかかりますか

いでしょうか。人を選ぶ＝実績で判断、つまり案を出し

ら、設計者の経済的、時間的負担は大きいと思います。

ても仕方がないという捉え方をする人もいるわけです。

プロポーザル方式は AIAのやり方などを参考にしてつ

■アメリカの RFQ 方式

❺
——

評価方式を変えることを市が了承

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

ほどの桜川市のように「公共施設の設計経験がある」と

くられていると思われます。ただ、アメリカの場合は、

RFQ 方式においてたとえば最初 100 社に資料提出を依

渡辺◦私は磯崎新アトリエで長くアメリカの仕事を担当

頼し、候補者を絞っていく場合、実績を見るわけですが、

していました。アメリカでは一時、コンペティションが

その「実績」の捉え方が日本と違うということを、繰り
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返しになりますが強調しておきたい。第一段階でその人

較的若い人でもやれるようになっています。日本の場合

の実績を知るために資料を取り寄せて、そこで 20 社な

も保険を導入するべきだと思うんですね。若くて経験が

ら 20 社に絞って面接をする。そこで 5 社ほどに絞って、

ないと雨漏りなどの失敗をする可能性もありますし、ど

第三段階として主催者側がお金を払ってプロポーザルや

うしても役所などの依頼する側も躊躇してしまいます。

デザイン・コンペをしてもらう、そういう仕組みなんで

でも保険でフォローできますよね。

す。

■コンペは匿名であるべきなのか

■設計 JV 事例
ヌーヴェル赤羽台

古市◦たとえば、シドニー・オペラハウスの話が今まで

経験のある事務所とのジョイント

も例であがっていますが、無名の新人が出てきてその人

古市◦例えば、若い人で経験がない場合は JVを組ませ

が 1 等をさらう、それがコンペの理想的な形であるとい

るという方法があります。そうするとある程度品質を保

う意見があります。日本の場合、二次審査で顔がわかっ

つことができますよね。

てしまうとそこに審査委員の感情や好みが入ってきてし

渡辺◦その方式は URの「ヌーヴェル赤羽台」B、C 工区

まうのではないか、コンペはあくまでも匿名でなければ

のプロポーザルで採用しました。少し経緯を説明します

ならないという意見もあります。

と、ADHは「東雲キャナルコート」第 5 街区のプロポー

渡辺◦ただその一方でデザイン・コンペティションの弊

ザルにワークステーションの高橋寛さん・晶子さんと

害についても考えなければならないのではないでしょう

ジョイントで応募し選定されたことがあります。設計共

か。シドニー・オペラハウスは、結果として 20 世紀に

同体（設計 JV）で設計したのはそのときが初めてでした

残る記念碑的な建築になりましたが、どうしてあれだけ

が、集合住宅というビルディングタイプは協働しやす

の工費と工期がかかったのか、ということがあります。

いことがわかりました。たとえば、東雲は 400 戸くらい

私もウッツォンの応募案には心引かれます。遅れて審査

あったので、プラン・バリエーションを出すときも 2 人

に加わったエーロ・サーリネンが落選案の中から拾い出

だけでやるよりも、4 人いると早いんですね。それでう

したというエピソードも神話的です。でも、よく言われ

まくいったものですから、
「ヌーヴェル赤羽台」A 工区 2

ることですが、ウッツォンのオリジナルの提案と ARUP

号棟のときは architecture WORKSHOP、ワークステー

がエンジニアとして関与して成立させた実現案にはさま

ション、ADHの 3 社で、3 社の頭文字を取った AWA 設

ざまな差異があります。まあ設計当初の案から実現まで

計共同体としてエントリーしました。設計者間の協働

にはどの建築作品にも紆余曲折があるわけですが。シド

はスムーズでしたが、URの建替えプロジェクト特有の

ニーは国家的な事業だから継続し完成することができた

「戻り入居」などの制度的な問題や PSの取り方やユニッ

のではないかと思いますが、本来の設計者であるウッ

トバスの設置ルールなど、技術的な問題の理解に手間

ツォンが辞任するという悲劇も起きてしまった……。

取ったことがありました。そのときに、1 号棟の設計者

建築家が自らのデザインに施工やコストをどこまで担

で、URの仕事を熟知している、みのべ建築設計事務所

保させられるのかは、たしかに困難な問題です。ただし

が適切なアドバイスをしてくださったので、だいぶ失地

発注側からすれば納期や費用は、言うまでもなく重大な

回復につながりました。

関心事で、そこに QSや PMや CMという職能の必然性
が出てきたのかもしれません。

ヌーヴェル赤羽台の B、C 工区のときに、A 工区に関
わったということで、東雲キャナルコートで山本理顕

とは言うものの、デザイン・コンペティションの可

さんがやられていたデザイン・ディレクター役を担当

能性を否定しているわけではありません。図面、模型、

することになりましたが、A 工区での苦い経験を生かし

パースなどで建築家の提案を十分に表現できるのがデザ

て UR 住宅の経験のない設計事務所が経験の多い設計事

イン・コンペティションであるとするなら、その場合に

務所とジョイントしてエントリーするプロポーザル方式

は第二段階のヒアリングなどは不要ではないかという議

を提案しました。私は審査には関わっていませんが、3

論もわかります。応募側の経済的負担は気がかりですが、

チーム選ばれて、1チーム目は古谷誠章さん（ナスカ）と

プロポーザル方式や RFQ 方式との選択肢として残して
おいて良いのではないでしょうか。

■経験のない建築家はなかなか参入しにくい
古市◦アメリカの場合、いきなり若い人が出てきて採用
されるということは難しいのでしょうか。
渡辺◦アメリカは大変な訴訟社会ですから、建築を巡る
トラブルで建築家が訴えられることは日常茶飯事です。
建築家は自分を守るために瑕疵保険に加入せざるを得な
いことになりますが、この保険料が半端ではない。その
ため、若い建築家は保険料を払えないから参入できない
ということがあり得るのです。
古市◦ヨーロッパの場合は保険料率が決まっていて、比
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ヌーヴェル赤羽台  A 工区 2 号棟（AWA 設計共同体）

提供：UR 都市機構

一歩踏み出して、公営住宅のあり方を考えてみるという

さんと赤松さんの CAtと市浦ハウジング & プランニング、

側面もありました。

3チーム目は山本・堀アーキテクツとみのべ建築設計事

公営住宅を管理する立場から、通常型の住宅団地に生

務所という組み合わせになりました。各チームが 250 ～

じがちなそういった問題を解決する糸口にならないかと

300 戸くらいの住棟の設計を担当しましたが、当時の福

いう期待もありました。

田康夫首相が「200 年住宅」を提唱された時期で、この

そこで県内事務所は単独応募も可能だが、県外事務所

赤羽台プロジェクトがそのモデル事業に選ばれるという

は県内事務所とジョイントするという、赤羽台とは少し

（名誉ある）
「事件」が起きました。200 年という超長期間

異なった JV 方式を提案しました。デザイン力のある設

に耐える構造基準、設備基準を検討するには絶好の機会

計事務所が地元の事務所とタイ・アップすることで、地

でしたが、基本設計から実施設計へと進行していたプロ

元にもノウハウを与え、将来的なメンテナンスにも備え

ジェクトとしてみれば構造設計、設備設計の全面見直し

たのです。

ということは、つまり住戸平面計画の見直しというよう
それをなんとか乗り切ることができたのは、2 つの設
計事務所によるジョイント体制だったのではないかと考
えています。JV 方式は今後若い人に参入してもらうの

中田捷夫先生、前橋工科大学の星和彦先生、あと群馬大
学の田中麻里先生、そして県の建築課長と住宅供給公社
の部長ということで過半数が専門委員でした。
結果的には山本理顕さんと県内のエムロード環境造形

にも大変いいやり方だと思います。

研究所のジョイントチームが選ばれました。匿名で行わ

古市◦若い人に限らず、たとえば今私は病院の設計をし

れた第一段階審査の結果、群馬県の事務所は単独でも応

ていますが、これは私一人ではできませんのでジョイン

募できましたが、1 社も残りませんでした。残ったとこ

トしています。

ろは全部、群馬県の事務所と東京の事務所とがジョイン

渡辺◦日本では、社内でパッケージとしてすべての職能

トしたところでした。

をもつというタテ社会的な考え方がまだ強いように思い

アメリカでは州によって建築の法律がちがうことが多

ますが、専門家同士の協働という方式、ジョイント方式

いので、プロポーザルにエントリーするときに地元の事

は前に述べたように欧米では、ごく一般的なものですか

務所とジョイントするのが通例となっています。ちなみ

ら、今後もっと展開した方が良いと思います。

に、元総社県営住宅は、実施設計がほとんど完了したこ

その関連として、設計会議についてひとこと述べさせ

❺
——

に、大変な作業が発生することになりました。

二段階方式で、審査委員は建築分野では私と、構造の

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

篠原聡子さん（空間研究所）と日東設計、2チーム目は小嶋

ろと思います。

ていただくと、東雲のときの「デザイン会議」が優れた

古市◦そのようなジョイントのやり方も一つの可能性で

方式だと思います。発注者、設計者、工事段階では施工

すね。

者などプロジェクトに関与するすべてのメンバーが同席
するなかでオープンに議論できる場をもつことは、さま

さまざまな協働の形

ざまな不測の事態への迅速な対応を可能にします。赤

渡辺◦群馬県沼田市では区画整理により町の中心部を再

羽台 B、C 工区でも「デザイン会議」を行っていたので、

開発しようとしていますが、時間が大変かかっていて、

先ほどの「200 年住宅」対応も乗り切れたのではないか

町の中心部がずっと工事中のようで、そのせいで中心市

と考えています。

街地衰退が加速しているような状態になっています。小
さなプロジェクトを手掛かりに、まちづくりをなんとか

■設計 JV 事例

加速化したいという要請が沼田市からありプロポーザル

群馬県元総社県営住宅

が立案されましたが、前橋工科大学の松井淳先生と私が

地域の事務所とのジョイント

専門委員で、あとは市の担当部長のかたたちでした。
「実

古市◦渡辺さんがご出身の群馬県で審査委員をされたプ

績主義」については、過去の実績の比重を低くして下さ

ロポーザルコンペがありますね。

り、ほとんど誰でもエントリーできるようになりました。

渡辺◦群馬県元総社県営住宅の建て替えのプロポーザル

プロポーザルの内容は生方たつゑさんという歌人の記

の審査委員をやりました。群馬県建築住宅課からは当初、

念文庫の新築と旧沼田貯蓄銀行を移築するというもので、

群馬県内の設計事務所限定でやってほしいという要請が

住宅規模のものです。今年の夏に実施しましたが、見学

ありました。県内企業を育成したいこと、プロポーザル

会から大変な参加人数になりました。二段階審査の結果、

を実施しても東京の設計事務所が多数エントリーして、

岸和郎さんの案が選ばれました。

県内の設計事務所には還元されないこと、つまりお金も

古市◦県レベルまでいってしまうと難しいかもしれませ

ノウハウも環流されず、結局地元には何も残らないこと

んが、市町村レベルですと比較的担当者のレベルで判断

になってしまうというのがその理由でした。

できることもありますね。

建築はある土地に建てられるものですし、建てた後の

渡辺◦沼田市の例でいうと、担当者のやる気でプロポー

メンテナンスを考えるならば、こういった「地元主義」

ザルまでできたという感じなのかも知れません。おそら

は理解できないことではありません。ただ元総社住宅に

く沼田市は初めてプロポーザルを実施したのではないで

は、通例の 4 階建てのフラット以外の可能性、敷地内を

しょうか。多数の設計事務所に関心を持ってもらって、

「ニワ」として捉えることで、居住者間に連帯感を生み

沼田市の中心部に可能性があるのではないかと、さまざ

出す仕組みはつくれないかなど、通常の建替え事業から

まな案を出してくれたことには大きな意味があります。
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市の担当課も感激していました。

出て一級建築士試験に合格し、設計事務所を 20 代、30

沼田市の場合、さらに、歴史的建造物について知識が

代でスタートする人がわかりやすい例ということになり

ある人、もしくは、そのような人と協働できる人、それ

ますが、人生半ばの歳になってそれまで勤務していた設

からここがまちづくりの起爆剤になってほしいので、ま

計事務所から独立する人もいます。ですから、私は、建

ちづくりをやれる人、もしくは、そのような人と組んで

築デザインの面白さのひとつには年齢に関係なく勝負で

もらいたいという条件がありました。岸さんの場合、歴

きるところにあるのではないかと考えています。

史的建造物に関しては、京都工芸繊維大学の石田潤一郎
先生とジョイントするということでした。

日本建築学会が主催する作品審査の委員を何年か務め
ました。全国の建築作品を多数の審査員で毎年審査する
のですが、審査の過程でよく出る議論に、小住宅と大規

■是非が問われている二次審査

模建築物を同じ土俵で審査するのはおかしいという意見

渡辺◦先ほど二段階方式の弊害という話が出ましたが、

があります。確かに一理あるのですが、私は、建築には

私は審査はプロポーザルの提案内容で判断することにし

「作品性」というものがあり、それは建築の大小とは別

ています。それは匿名の第一段階も、数者が選出された

の自律した内容のもので、我々に感動を与える力を持っ

第二段階も変わりません。第二段階のヒアリングは、第

ている、その作品性を審査しているので、大きさでは測

一段階の提案内容の疑義を正すには有効と考えています。

（土俵の例えに従うなら）この審査は相撲の勝負
れないし、

古市◦審査委員に参加者と近い関係の人がいる場合、も

のようなもので、重量力士も小兵もフラットです、と答

ちろん公正に審査されていても、当選した場合その関係

えることにしています。

を疑われる場合があります。二次審査で名前が出るとそ

だから、年齢が上の人が仕事を皆取っているというの

ういうことが出てくる場合があり難しいですね。ですか

は、若い人の勘違いで、厳しくいえば、それは「作品性」

ら、二次審査については是非が問われていて、人によっ

のある提案ができていないということではないでしょう

ては二次審査は不要で一次で決めろという人もいるので

か。

す。

古市◦でも若い人と話をすると確かに仕事はないですよ。

渡辺◦私は審査委員の良識に任すしか方法はないと考え

私も 40 代に手が届く頃に独立しましたが、今の人は 20

ています。デザイン・コンペティションでもプロポーザ

代でいきなり独立してしまう人もいます。大手組 織事務

ル方式でも RFQ 方式でも同じです。デザイン・コンペ

所に就職する学生が多い一方、若くして独立してしまう人

ティションがもっとも匿名性が高く、RFQ 方式は当初

も多い。普通には仕事は全然取れない状況らしいのです。

から応募者が判明していますが、個々のプロジェクトの

渡辺◦一級建築士を国家登録された建築家とするなら、

目的に適うデザイン提案をいかにして見出すかが問われ

日本は建築家数が世界の中でも抜きん出て多い国ですし、

るので、この 3 方式のどれを選ぶか、専門委員を誰にす

規模の小さな設計事務所が多いのも特徴ですが、その背

るかが重要です。

景にあるのは小規模な住宅設計に建築家が関与するとい

それぞれの提案内容のポイントを一般審査委員に的確
に説明するのも専門委員の役割なので、専門委員は特に

う文化が根付いたからだと考えています。
これをアセットとして捉え、日本の都市再生につなげ

大切ですし、専門委員の眼力が問われます。しかし最終

られないでしょうか？ 都市は住居の集積ですから、多

的判断はあくまで審査委員全員の投票ですし、審査の過

数の住宅設計者が潜在している社会では、小規模なプロ

程には情は入りにくいものです。審査結果に審査委員が

ジェクトを都市内に多発させることが可能だからです。

審査されることは、審査に関わった経験のある人間はよ

私は日本の地方都市を変えていけるのは、地方にいる

くわかっています。

若い建築家ではないかと思っているんです。先ほどの沼

古市◦顔が見えた時点で、個人的な感情以外にも、この

田市のコンペでも地元の建築家に期待をしていたのです

人は実績がある、この人はないという判断も出てくるか

が……。“ 地方都市 ”は、まちに強力な提案をしてくれ

もしれません。

る人を必要としているわけで、それは年齢制限をつけて

渡辺◦それもやはり審査委員の考え方でしょう。実績が

プロポーザルやコンペをすることとは少しちがうと思い

十分であるからいいものができるというプロジェクトも

ます。応募年齢制限は先の群馬県の県内事務所制限のよ

あるし、提案内容によっては実績がなくても選ばれる可

うに「保護」という視点からの発想ですが、社会の要請

能性もあると思います。

とはズレが生じているように見える。今社会が欲してい
ることは、ユーザーである市民が納得して、発注者であ

■若い建築家は本当に不利なのか

る自治体が納得できるものを誰が作ってくれるかであっ

古市◦プロポーザル方式に対しては若い人が不満を持っ

て、それを提案してくれれば年齢は関係ないのではない

ていることが多いです。この特集は若い人に門戸を開き

でしょうか。

たいという使命感もあります。プロポーザル方式をこの

010
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ように改良すれば、若い人への道も開けてくる、という

■実績主義の問題点

お考えはありますか。

古 市 ◦ JIA で は 以 前 QBS（Qualification Based Selection）

渡辺◦その前に建築分野で「若い」とはどういうことか

を推奨していました。それは実績主義の最たるもので、

を確認しておく必要があるのではないでしょうか？ 建

一長一短かもしれませんが、渡辺さんはどのように思わ

築設計者として独立したてということであれば、大学を

れますか。
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■プロポーザル方式のもつ意味

り得るとは思います。MOCA（ロサンジェルス現代美術館）

古市◦これまでのお話をうかがうと、渡辺さんはプロ

の建築家選定プロセスは完全な実績主義で、建築家の作

ポーザル方式を設計者選定の方法として柔軟に捉えてい

品を複数の審査委員が見て回って建築家にも会って最終

らっしゃいますね。

選考をするというものでした。MOCAは私は設計当初
から関わっていましたが、問題だと思ったのは、人を選

国土交通省は、プロポーザル方式では「人を選ぶ」と
いっていますが、実際には案で選んでいます。

ぶ方法だと設計案が決まるのに非常に時間がかかるとい

渡辺◦人を選ぶのにどうして案を出させるのかという

うところです。MOCAの場合では美術館の建設委員会

矛盾が生じますね。人を選ぶだけであれば、先ほどの

の求めに応じて 30 案以上作らされたので疲労困憊しま

QBSのように面接だけすれば良いんです。

した。審査段階で案の方向性だけでも決められていたな

プロポーザルは人を選ぶのではなくて、やはり案を選
んでいると思います。

市の真壁伝承館の場合でも市民ワークショップなどの結

古市◦それなら人を選ぶなどとはいわずに、案を選ぶと

果いろいろな変更は出ましたが、ゼロからの出発ではあ

いえば良いんですよね。

りませんでした。

渡辺◦「人を選ぶ」という言い方があったとしたら、そ

だから、次にアメリカが取った方法は、RFQだった

れはその人の実績を測るという意味ではなく、二次審査

のでしょう。RFQ 方式については前にも述べましたが、

段階で、図面などの提案内容を明快に説明できる力、審

提出された設計事務所の作品集審査（クオリフィケーショ

査側の質問に的確に対応できる力をもっている人物を、

ン）のあと、何社かをインタビューし、さらにデザイン・

プレゼンテーションとその後の質疑応答の中で判断し、

プロポーザルを行う場合と、インタビューで決定する

評価できる「人を選ぶ」ということなのではないでしょ

QBS 方式とがあります。

うか。

クオリフィケーションといっても日本の実績審査のよ

今後はますます市民ワークショップや市民との検討委

うなものではなくて、その設計者や事務所の長所が出る

員会など、合意形成づくりの中で建築家の役割が問われ

ような作品をいくつか提出させる方法で、それをイーブ

る場合が増える方向にあるので、建築家はデザイン能力

ンに見ていくことが良いですよね。

だけでなくコミュニケーション能力も問われることにな

❺
——

ら、少なくともそこからスタートできるわけです。桜川

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

渡辺◦私は発注者の側の判断としてはそういうものもあ

る。コミュニケーション能力はインタビューをしないと

■審査委員が条件を変えていくことが重要

わかりません。だからプロポーザルで二段階にして案＋

古市◦日本ではそれが数値化されているんですよね。

人の審査をすることも意味があるのではないでしょうか。

渡辺◦建築デザインの審査に安易に数値を持ち込むこと

古市◦一次審査と二次審査の違いというのは、一次は

には反対ですから、審査委員をお引き受けする時に、必

ペーパーで案を出させる、二次審査は審査委員が人を選

ずその相談を行うことにしています。

ぶというよりもインタビューをしながらその案について

古市◦なかなかそうはいかない場合もあると思いますが、

もう少し突っ込んで聞きたいということですよね。

その渡辺さんの説得方法を教えていただけますか。

渡辺◦実績主義、採点方式など、現行の硬直化したプロ

渡辺◦例えば評価が、A. 市の要望の理解度（30）、B. 提

ポーザル方式に問題があるので、その運用を弾力化した

、C. 組織体制（20）としましょう。一見もっ
案内容（50）

り、JV 方式を採用したり、あるいは RFQ 方式を導入す

ともに見えますが、この A、B、Cというまったく異な

ることで十分可能性はあると考えています。

る価値基準をフラットに並べて単純に加算すること自体、

古市◦そうですね。プロポーザル方式を全否定するので

冷静に考えるなら、かなり危ない判断のように思えます。

はなくて、改良していけば良いわけですよね。

三歩譲って便宜的手段として認めたとしても、A. 理解
度と B. 提案内容とはオーバーラップする場合も多々あ
りますし、評価基準が曖昧で恣意的になりかねません。
時間は多少かかりますが、数値に頼るのではなく、そ

今日は充実した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。
（2011 年 11 月 18 日

於：法政大学デザイン工学部渡辺研究室）

聞き手：古市徹雄（『JIA MAGAZINE』編集長）

の提案の是非を個別的に議論していく方法の方が良い結
果につながることを説明するようにしています。実績主
義についていうなら、日本はアメリカのクオリフィケー
ションを導入しようとして、あまりに杓子定規に考えす
ぎてしまったのではないでしょうか。クオリフィケー
ションに建築家の特徴や長所を見るという方法をもっと
取り入れるべきだと思います。
私は減点主義は止めましょうといつも言うのです。減
点主義は無難な、可もなく不可もない提案に到達するこ
とが多い。もちろんそういう類の建築も社会には必要で
すが、ここで問題にしているのはそういう建築ではなく、
社会を変え、社会をリードする建築のことですから、減
点主義ではそういう提案は見つかりません。

渡辺真理（わたなべ まこと）

1977 年京都大学大学院修了、1979 年ハーバード大学デザイン学
部大学院修了、1981—87 年磯崎新アトリエ勤務、1987 年より設計
組織 ADH 代表（木下庸子氏と共同）
、1996 年より法政大学建築学
科教授。
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中国の建築コンペ事情
大野

勝（佐藤総合計画

【海外レポート】

取締役専務執行役員）

佐藤総合計画における中国でのコンペ作品
■中国への参入

The World Report

—中国の設計院との交流—

に向かって開かれ、展示空間を貫くスパインとして、ムーバブル
なプロムナードと、展示室の 120メートルの無柱空間を実現した
大スパン張弦梁構造などが特徴となっている。

佐藤総合計画の創設者・佐藤武夫は、戦前、まだ早稲田大学の
教授であった時期に、南京などの都市や建築の調査研究を行って
おり、中国に強い関心を持っていた。しかしながら、設計事務所
としては、永らく中国に関わりを持つ機会がめぐってこなかった。

■北京オリンピック公園マスタープランコンペ —水との交流—

2001 年 に は、 北 京 オ リ
ンピック公園のマスタープ

そのような中で、中国と関わりを持つきっかけは、15 年ほど前の、

ランの国際オープンコンペ

中国の設計院（事務所）との交流から始まった。中国の理工系大学

が開催されることになり、

のトップとされる著名大学建築設計院との相互交流などを通じて

中国国内外から 55 社がエ

初めて中国との関わりができたのだ。その設計院は、大規模な設

ントリーした。日本からも

計事務所が数多く存在する中国の中では規模的にはそれほどでは

数社が参加していたが、過

ないが、全員が同大出身の極めて優秀な設計組織として知られる。

半が海外組で占められるといった国際色豊かなコンペになり、魅

相互のスタッフの交流や合同研究などを通じて関係を深める中で、

力的かつ多彩な案が多数提出された。我々の提案は敷地全体を未

徐々に中国のプロジェクトに具体的に取り組む機会を持つように

来型エコシティと位置づけ、ハイテクな施設と自然が融合したス

なっていった。

ポーツ空間をつくるというものだった。真南に位置する故宮から

当初は都市のマスタープランといった都市的レベルの全体構想

の軸線を持つエコプロムナードに沿ってリーフ上の緑豊かな広場

を提案することから始まった。これらのプロジェクトは財政的な

や施設が配置され、蛇行する水（池）がその主軸に交わるという

裏づけなどリアリティに乏しく、企画提案レベルで留まることが

空間構成になっている。このアイデアは優秀案に選定されたもの

多かったが、一方、建築の設計コンペに徐々にではあるが参加す

の、惜しくも 2 位という結果に終わった。

る状況が生まれてきた。
■北京オリンピックメインスタジアムコンペ
■広州国際会議展覧中心（2002 年竣工） —飄—

—開放—

その後しばらくして、中

そのような中

心会場となるメインスタジ

で、1999 年に広

アムの国際指名コンペに招

州のコンベン

聘された。これはマスター

ションセンター

プランのコンペでの上位

の国際コンペに

入選が評価された結果かも

参加する機会が

しれない。国際的な設計事
務所 13 社が参加したこのコンペでは、我々は漂う「白い雲」をイ

めぐってきた。

メージしたような形態を有し、花のように開く独創的な可動屋根

このコンペは、
コンベンションセンターの実績がある中国国外の設計事務所 7 社
（レム・コールハース、ゲルカンなど）と、中国国内の設計事務所 5

を持つスタジアムを提案した。さらに、日常性、開放性を強く意
識したプログラムを独自に提案した。

社の計 12 社が指名された。強豪がひしめく中、幸いにも実施案

相互交流した設計院とコラボして総力戦で取り組んだが、優秀

として採用されて、我々が中国で設計、実現化した初めてのプロ

案 3 案の一つには選出されたものの、実施案は例の「鳥の巣」に

ジェクトとなった。さらには、大規模な公共施設として、日本の

さらわれた。

設計事務所が関わった初めてのケースともなり、当時話題になっ
た。中国での初めての経験であり、契約、設計、監理のすべてに

■天津オリンピックセンタースタジアム（2007 年竣工） —水滴—

わたって、日本では考えられないことが次から次に問題となり大

北京オリンピック施設の

変苦労したが、次に生かせる貴重な体験にもなったプロジェクト

コンペ後、しばらくして天

である。

津市から、サッカー会場と

この展示場は、広州交易会のメイン会場として計画され、全体

なる「天津オリンピックセ

計画で 100 万㎡程度（1 期は 30 万㎡）となる大規模な展示施設を主

ンタースタジアム」の国際

とする複合的プログラムを有していた。

指名コンペに参加要請が

形態の特色は、亜熱帯地方特有の地域性や、広州市の母なる川

あった。これには国内外か

「珠江」という水との関係性を読み解きながら、
「飄」のイメージか

ら 12 社が参加したが、このときの提案は、最終的に実施案とし

ら喚起される気の流れをデザインしている。内部空間では、珠江

て採用され、中国でのスポーツ施設として初めて実現したプロ
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ジェクトとなった。

られた豊かな中間

我々の提案は、水の都といわれる天津の都市性や、巨大な水辺

領域を建築化する

空間が広がる敷地特性を読み込む中から、水滴、すなわち「露珠」

こととし、全体に

をデザインコンセプトとした。都市に開かれたスタジアム周縁部

網目状の外皮が掛

には、アミューズメント空間や会議場などを包含した「漫歩廊」

かった形態をつく

と称するコンコースを設け、そこでの日常的市民開放性を強く意

りあげた。

図した空間構成を取っている。

合理的で一体的

ちなみに、天津スタジアムは合理的で一体的な構造システム

鉄骨フレームで覆われた外皮はその開口部が接地面に近づくにつ

の構築により、北京のメインスタジアムに比べて 3 分の 1 以下

れて大きくなり、内外の境界が曖昧になり、人と建築、そして自

（150kg ／㎡程度）の鉄骨量で実現化されており、徹底したローコ

スト化のスタジアムを追求した。それらの評価により、2009 年中
国建築学会賞を受賞した作品となった。

然が相互に浸透できるシステムとなっている。
その外皮の中間領域にはプロムナードとし、市民利用可能な日
常空間を設け、開放性と公園的パブリックスペースが周囲に展開
されている。いわば、都市に開かれた空間づくりをめざしたので

■瀋陽オリンピック・スポーツセンター・スタジアム
（2007 年竣工） —軸—

ある。その意味では開かれたスポーツ施設として新たなビルディ
ングタイプの創出をも追求したプロジェクトである。

2005 年 に は、
6 社が参加した
瀋陽のオリン
ピックスタジア
ムの国際コンペ
でも実施案とし
て採用され、天
津についで 2 つ目の北京オリンピック関連の会場を設計すること
となった。そのコンセプトは、かつて清朝の古都「奉天」として
栄えた瀋陽の中心に位置する故宮から計画地に伸びる歴史軸との
関係性と、工期短縮のために採用した鉄骨屋根の上部構造と下部
構造を同時施工するというテクニカルなアプローチが徹底された

■広州科学城科学技術者集合住宅（2010 年竣工） —親自然—
このプロジェクトも国際コンペでの当選案で、我々が中国で手

プロジェクトである。故宮からの軸線上に、2 本の巨大なキール

がけた初の集合住宅である。計画地周辺は「科学城」すなわちサ

アーチ ･ トラスがかかるスタジアムは、その工期短縮への課題解

イエンスパークの一画に位置する。この集合住宅は米国などから

決としての手法であると同時に、歴史と未来を結ぶ時空を超えた

の U ターン組を中心とした技術者および帰国子女などに科学城

交流のスパインと位置づけら

の発展に貢献してもらうことを目的に居住の場所を自治体が提供

れた軸がスタジアムに貫入す

するといったユニークで興味深いプログラムを有している。

ることも意図している。

建築的には、亜熱帯地方に位置することから、暑さと雨を制御

設計開始から竣工まで、わ

しながら、夏場に北から南に吹く卓越風を上手く利用することを

ずか 1 年半という大変なハイ

コンセプトとして、特徴的な形態を持つ高層棟にゆるやかに蛇行

ペースで進行させることがで

する低層棟が連続し、敷地内に風が通り抜けられるような空間構

きたプロジェクトでもあった。

成をとっている。強い日差しを防御するルーバーで覆われたファ
サードを持つ高層棟には積層する緑化テラス、低層棟には「風の

■深圳湾体育センター（2011 年竣工） —中間体—
今年夏に開催された深圳ユニバーシアード大会のメイン会場と

道」と呼ばれるピロティを設け、居室の延長ともなる中間領域的
な柔らかい居場所を設けながら、自然と共生する施設をめざして

して計画されたものである。2007 年の国際コンペで当選したこの

いる（なお、初歩設計（基本

スポーツセンターは、広州国際会議展覧中心に続き、中国華南地

設計）時に、施主の都合で敷

方で手がけた大規模な複合施設となっている。

地が変更になったが、基本的

計画地は亜熱帯特有の美しい海岸線とマングローブが密生する

コンセプトは変わらずに維持

自然が広がり、夏季の暑さは厳しいが、風が心地よく抜けると

され、完成した。パースはコ

いった地域性の中で、光、水、風といった自然と対話をする建築

。
ンペ時のもの）

のあり方を提案している。そのために、外部と内部が曖昧に区切
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急速に変貌する温州の街並み（2011 年 11 月）

中国コンペ事情—近年の動き
中国の建築状況が大きく変化する中で、
「公共」施設の設計コン

いまだ課題も残っているが、日本のプロポーザルに比べ、
「良い
提案（作品）」を求めるという当然のテーマに対しては、設計者に
とって刺激的なやり方だと思う。

ペに参加する機会を持って 10 年以上が過ぎた。現在でも、詳細
にはすべて分かりきったとはとても言えないが、その経験からお
ぼろげながら見えてきた中国のコンペ事情などを簡単に整理して

■デザイントレンド

—社会が変える—

建築は、すべてその置かれた政治経済の社会システムに包含さ
れているといえよう。その意味においては、社会の存在そのもの

みたい。

である。中国の建築コンペも、その時代の社会性を反映してい
■設計者選定

—コンペ方式の徹底—

た。すなわち、我々が中国に参入した 10 数年以上前には、コン

中国の設計者選定は、公共建築の場合はほぼすべて、民間施設

ぺにおいて中国の歴史様式を引用した建築や、シンボル性のみを

でも大規模なものの多くはコンペ方式によっている。一定規模以

追求した建築が求められる時代がまだ息づいていた。これはシン

上の公共建築の場合は国際コンペが義務付けられてもいる。コン

ボリックな形態を志向する社会システムがあった時代の残滓と

ペは当然、きっちりした図書が要求される。すなわち、A0 版 10

いっても良いかもしれない。我々が中国に参入した 21 世紀のは

枚程度の図面、CG パース、模型、説明書は必須、さらにはアニ

じめには、その脱却への予兆が表れ始めてきていたが、特に、近

メーション（動画）が求められる場合も多い。コンペの期間として

年の中国社会の流動化に伴って、過去の価値基準は確実に変化し

はおよそ 1 ヵ月半から 2 ヵ月程度である。

てきている。これは過去の国家プロジェクト級の施設において過

参加報酬としては、25 万～ 30 万元（約 300 万～ 360 万円）程度の

度にシンボル性を追求した挙句のコスト無視や都市景観との不調

フィーが参加事務所すべてに、それらの成果物の対価として支払

和、さらには運営での課題などが大きな社会問題になっているこ

われる。要求図書もかなりの量があるだけに、十分ではないとし

とも背景にある。場所性を無視したような、恣意性の高い、いわ

ても、リーズナブルな金額であろう。

ば「形のための形」の建築は、すでに今日の中国では受け入れら

コンペの審査は外部の建築専門家（国際コンペでは、その過半は
海外建築家である）が多数を占める審査委員会が行う。委員会は、

ヒアリングを経て提案を評価し、投票によって順位付きで 3 案程

れる状況が非常に狭まってきているのではないだろうか。確実に
デザインに対するパラダイムシフトが起こっているのである。
言うまでもなく、中国のコンペで勝ち抜く普遍的デザインなど

度の作品を優秀案として選出し、それを施主（人民政府のトップ）

あろうはずがないが、あえて言えば、
「独自性」を前提として、広

が最終的に「承認する」といったプロセスをとる。こうしたやり

大な中国の中でもそれぞれ特色のある「場所」に対する深い読み

方が中国の一般的な設計者選定方式である。

込みが重要になるのではないだろうか。その上で、環境への対応、

中国のコンペで、とかく話題になるのはその決定方法である。

構造的提案性などを付加した技術性の高いデザインの構築も強く

この審査の決定システムについては不透明で恣意的であると言わ

求められていこう。さらには、中国の社会システムが激しく変容

れることが多い。しかし、我々の経験では、日本で考えられてい

する現在、時代の流れに沿う形で、特に公共建築では、新たなプ

る以上にクリーン、かつクリアである。少なくとも、近年では確

ログラムを付加しながら、開かれた空間づくりといった問題も大

実にその公平性が担保されてきているといえよう。

きなテーマとなってこよう。その上で、日本人の美徳である「ま

過去には、その審査委員会の決定を覆して、政府のトップが恣

じめさ」をもって、デザイン力と技術力を駆使して、独自性のあ

意的に優秀案の中の下位の案を採用してしまうというようなこと

る、時代が求める建築とは何かを改めて問い直すことではないだ

もあったと聞く。しかし、一党独裁の国といえども、公平性の向

ろうか。

上や情報公開が進み、社会が激しく変化する現在の中国では、そ

いずれにしても、都市における文化創造のコアとしてのパブ

の独断専行を許容するような状況はもはや社会が認めなくなりつ

リック性の高い建築には、良好な社会構築に向けた「場所性」や

つある。専門家が決めた「総意」がすなわち当選案になるという

「開放性」を深く包含した「建築の力」への期待が大きく高まって

ことが多くなってきているのが、今日の中国のコンペの現状であ

いる時代を迎えているのが現在の中国の状況である。

ろう。
ちなみに、日本での設計者選定は、
「人を選ぶ」という建前で実

■コンペ後

—さらなるハードル—

施されるが、実際には「提案」への評価が大きな比重を占めてお

日本では想像しづらいが、コンペに勝利しても、設計契約を行

り、実態はコンペに近い、案を選ぶといえるようなプロポーザル

い、工事監理に至るまでには多くのハードルがあり、完成への

が主流になっている。

ゴールは遠い。コンペ当選は最初のハードルを超えたというレベ

この選定方法は、その建前からくるプレゼンテーションの不自

ルである。

由さ、手間が二重に掛かること、さらには無報酬に近いといった

設計契約での最初のハードルは、その時期が不確定なことであ

多くの課題が指摘されている。その評価基準の不明快さなどが加

る。なぜなら、コンペ当選時点では、設計工事予算が未定の場合

わり、フラストレーションが溜まる方法である。中国のコンペも、

も少なからずあり、日本式に、事業費を決めてからコンペを行う

014

●

JIA MAGAZINE 275

DECEMBER 2011

システムではなく、コンペの案を元に予算を後から取ってくると
いうシステムだからである。その予算が決まらなければ契約保留
になってしまう。また、市政府が原則的には直接契約できない立
場にあるので、建設や運営の代行者（民間デベロッパーや市の子会

温州の街並み

社、第 3セクターなど）が決定するまで、契約が保留されるといっ

た場面に出くわすこともある。
このハードルをクリアして、契約交渉に入ってもさらなる課題

営などのソフト面で、多くの課題が残されている。いわゆる「作
りっぱなし」で、後の運営に向けたフォローアップはなきに等し

が出てくる。契約のフォーマット自体がなきに等しいため、施主

い。何よりも計画段階での問題意識が圧倒的に低いのだ。例え

と設計者が、あらゆる項目にわたって一から詳細に詰める必要が

ば、スポーツ施設の場合などは、競技がない日の人気のない寒々

あるのだ。設計料はもちろんのこと、設計範囲、工事費のコント

しい状況は目を覆うばかりである。つまり、手前の門と塀で人を

ロール、提出図書の内容、支払い条件、法的問題など多岐にわた

シャットアウトしたり、日常的パブリックスペースが不足したり

るハードネゴシエーションが待っている。相手によっては莫大な

している例が多いのが実体である。無論、オーナー側の問題意識

エネルギーをそれに費やさねばならない局面も発生し、それらの

の低さが直接的な問題であるのは言うまでもないが、その閉鎖的

ハードルを越えてから、ようやくめでたく契約なのだ。

な運用状況を打破し、日常性を高める空間づくりの提案を建築家

設計フィーについては、工事費×料率で決まる、国が定めた規

の側からも発信していく必要があろう。都市に向けた開放性の演

準が一応あるが、その料率が日本に比べ高いとはいえない。一方

出や商業空間、市民が日常利用できる関連施設の導入など、パブ

の指標となる工事費についても、その安さ（現在は日本の 3 分の 1

リック性の高い空間づくりこそ、中国で、今後とも必要とされる

程度）もある。それでも、スケールメリットのあるプロジェクト

テーマでもあるし、結果的には空間の豊かさも創出され、デザイ

が圧倒的なので、結果的には比較的リーズナブルなフィーとなる

ン性も高まることが期待可能である。その意味でも、コンペ時に

場合も多いのが経験則である。

プログラムに追加や変更をしてまでも積極的に提案すべきと考え

また、近年では、方案深化＋初歩設計（基本設計）と施工図設計

る。

（実施設計）を当初から分離する方式も多く見られるようになった。

基本設計段階のフィーは実施設計段階のそれと比べて、日本ほど
大きな比率差はないので、基本設計のみでも、比較的リーズナブ
ルなフィーとなっている。

■今後の建設展望
現在、中国では都市化率が毎年 1％ほど増加しており、中国政
府の発表では、昨年末の時点で 47.5 ％、2015 年には 51 ％にも達
する勢いであり、新たな百万都市が出現している。政策的投資が

■コンペの今後の展望

—百花繚乱—

中国の沿岸部の大都市や内陸部の主要都市などの、公共建築の
コンペには、近年、海外の建築家も多く参入し始めている。中国

進む内陸側でも都市化が顕在化してきているが、やはり沿岸部の
大都市は更なる膨張が進み、巨大都市が形成されつつある。特に、
北京、上海、広州およびその周辺都市の成長は著しい。

に拠点を持ち、積極的にコンペに参加している建築家も多い。特

それらの都市の成長、成熟のプロセスにおいて、そのインフラ

に、国家プロジェクト級の国際コンペには欧米の著名建築家（ザ

整備へのポテンシャルは一層高まってきている。公共施設のニー

ハ・ハディドやレム・コールハース、ノーマン ･ フォスターなど）が参

ズは 4 兆元（約 50 兆円）にも及ぶ公共投資を背景に、高い水準にあ

入し、主要コンペの常連であるといった様相になっている。

り、特に、医療福祉分野については 3 年計画で 1 兆元（約 13 兆円）

一方、実力を着々と蓄えてきている中国の若手建築家も多数誕
生している。彼らは欧米の一流大学への留学や著名設計事務所で

もの投資が進行中という。しかし、民間投資に基盤を置く住宅建
設に一時の勢いは見られない。

の実務を経て、近年ぞくぞくと中国に帰国し、中国国内の設計事

さらには、グローバル化による国際金融システムの不安定化の

務所でのコア ･ メンバーとして活躍中である。これらの中国の建

波を受け、国内では地域格差、過度な市場経済化なども大きな課

築家も、国内の数々のコンペで実績を重ね、そのノウハウを着実

題として指摘され、バブルの崩壊を予測する論調も目立つように

に自己のものにし、虎視眈々とコンペ受注の機会を狙うという状

なっている。その意味で、今後の中国の建設投資は予断を許さな

況も生まれてきている。

い状況にあると言えよう。

今後、中国でのコンペは「百花繚乱」のごとく、国内外の実力

しかし、やや希望的かつ楽観的な観測を述べれば、中長期トレ

ある建築家との激しい競争にさらされることになろう。特に、沿

ンドの中ではこれらを克服するだけのポテンシャルは持っている

岸部の巨大都市でのコンペでは、それが顕在化すると思われる。

のではないだろうか。少なくとも、建設投資の中でも公共施設へ
の投資はある程度の水準で展開していくのではないだろうか。な

■中国建築の一課題

—運営軽視—

中国でのコンペに対しては、関係性が高いと思われる運営の問

ぜならば、中国におけるの「公共」への潜在的ニーズが日本に比
べても大変高いものがあるのだから。

題について若干コメントしておきたい。中国の公共施設では、運
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支部便り
関東甲信越支部

関東甲信越支部のUIA2011東京大会参加報告
9 月 25 日〜 10 月 1 日に開催された UIA2011 東京大会のさまざまなイベントに、多くの関東甲信越支部のメンバーが参加
しました。長い準備期間を経て、開催に至った経緯やそれぞれのイベントの当日の様子をお届けします。

UIA2011 東京大会を振り返って
6 年前の UIA2005イスタンブール大会で開催が決まって以来、

26 日の開会式典は天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、28 日の基

ずっと携わってきた UIA2011 東京大会が無事終了した。建築業

調講演で講演予定のブータン王国ティンレー首相は予定を早めて

界として初めて連合体として準備活動を行った UIA2011 東京大

25 日に来日され、来賓として開会式典に出席された。式典には

会日本組織委員会 (JOB)の皆さん、全国の JIA 支部から推進委員

ホテルオークラ石草流井出草華家元による生花が舞台に花を添え

として活動された皆さん、街歩きツアープログラムの企画運営な

た。式典に続き寶生流高橋憲正先生が舞を披露され、世界から集

ど海外からいらっしゃる人へのおもてなしを直に担当された地域

まった建築家に日本の伝統美を印象づけた。式典の後、両陛下が

会の皆さん、大会当日ボランティアとして会場運営や接遇を担当

別室にて、来賓並びに世界の建築家約 80 名と一人一人お話しを

された皆さん、そして大会に参加し大会成を盛り上げた大勢の皆

交わされた。建築 5 会から会長が出席され、JIA からは正副会長

さん、本当にご苦労さまでした。何らかの形でこの大会に参加し

並びに 10 支部支部長が出席し両陛下と個別にお話しを交わした。

た建築家仲間は、自己の職能活動に対する大きな成果を実感して
いることと思う。ここで大会成功までの軌跡を振り返ってみよう。

26、27 日に開催された 5 つのテーマセッションは聴衆がホー
ル A を埋め尽くし、大きな成果を収めた。

27、28 日にはクリスト氏やブータン国王首相ティンレー氏が
●開催までの道のり

基調講演を行った。ティンレー首相のスピーチが終わると、ホー

2006 年春、JIA 本部準備委員会並びに日本組織委員会 (JOB)

ルでは聴衆が感動して総立ちのまま大きな拍手が起きた。一万人

設立より前に、ホスト支部である関東甲信越支部に設立された

の建築家展やアーキニアリング展など、一般市民に建築を印象づ

UIA 東京大会準備委員会の委員長に任命され、長い準備活動が

けるイベントは一般紙にも紹介された。

29 日、30 日、1 日は UIA 総会が開催された。国際フォーラム

始まった。

2006 年夏に JOB が設立され、2008 年 UIA トリノ大会直前ま

ホール B7 で加盟国 124 ヵ国からの約 500 名の代表団が議論する

でを目処に第１次早期登録運動が開始された。UIA2011 東京大

様は壮観だった。総会の最後には新役員の選出が行われ、最終日

会については内容が具体的に明らかにならないまま、言ってみれ

の 1 日は UIA 新会長選挙と、6 年後の開催立候補国シンガポール、

ば商品を持たされない営業マンという状況での広報活動、参加登

ソウル、メキシコによるプレゼンテーションの後、投票が行われ、

録推進活動を手探りで展開した。

2017 年 UIA 大会はソウルで開催することが決まった。

2007 年秋には冬柴国土交通大臣、石原東京都知事を迎え、300

夜は毎日のように宴席が設けられた。前半は全国 JIA 会員と

名に上る出席者の中でキックオフパーティーが会費制で催された。

の懇親を重ねたが、28 日以降、様々な国のレセプションパー

2008 年 6 月には UIA2008 トリノ大会が開催された。参加者

ティーがフォーラムやホテル、各国大使館などで開催され、パー

9,000 名以上という大規模な大会となり、国際大会の雰囲気を現

ティーのハシゴを重ねた。様々な国際色豊かなパーティーに参加

実のものとして感じた。

2009 年、なかなか UIA 東京大会への理解が深まらない中、

できたことは総会出席と同じように、貴重な経験となった。大
会は最終的に 110 ヵ国の建築家が参加した大会となったが、加

JIA そして特に関東甲信越支部が大会準備に大きな役割を担うた

盟国 124 ヵ国であることから、世界中から非常に注目された大

め、芦原会長と共に関東甲信越支部支部長選挙へ立候補した。

会であったことが見て取れる。登録者数は 5,100 名を数え、海

2010 年、大会準備委員会を大会推進委員会と改め、支部推進

外 1,900 名、日本から 3,200 名（うち、JIA は約 2,200 名）、東京

委員長を長野地域会の赤羽代表にお願いした。UIA 大会プログ

フォーラムホール A 公開プログラムへの一般参加者 7,000 名超、

ラムやツアー企画に JIA が積極的に関与し JOB への要望を実現

各種プログラムへの一般参加者は数万人規模となり、海外からの

していった。

評価も高く、大成功の大会だったと思う。

2011 年、最後の詰めを進める中、東日本大震災が起きた。JIA
理事会をはじめ地域会からの意見や UIA 本部との協議で一時は

●この大会をスタート地点にして

実現が危ぶまれたが 6 月初めにシンガポールで開催された UIA

日を追うごとに盛り上がりが増してくるのを感じたが、約 1

理事会で正式に UIA 東京大会開催が確認され、加盟国 124 ヵ国

割が当日登録であったのも特筆すべきだと思う。JOB を中心と

による協力体制が宣言された。秒読み体制となった 9 月はほと

して建築団体が協力して成し遂げた国際大会だが、本当の意味で

んど毎日、大会準備の打合せに終始した。

各団体が連帯するのはこれからだろう。特に若手建築家にとって
魅力的な国際市場との連携もこれからが本番だ。

●いよいよ開催へ

災害を通して地域コミュニティーにおける専門家の重要性を訴

9 月 25 日夕刻のウェルカムネットワーキングパーティーを皮
切りに大会が始まったが、六本木ヒルズタワーの 53 階美術館、
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えたこの大会だが、その成果を実現していくのも
これからだ。UIA 東京大会をスタート地点として、

52 階展望フロア、51 階ヒルズクラブのバンケットを借り切り、

一人一人が輝く 2050 年の建築家像を作り上げて

約 2,000 名の入場者を迎え大変な賑わいの前夜祭となった。

いきたいと思う。 （関東甲信越支部長 上浪 寛）
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UIA2011 東京大会では、徒歩、バス、地下鉄などの公共輸送機関を利用して、

街歩き

歩いて建築や街を見て回るという趣旨のイベント「街歩き」が、東京の地域会の主催で実施されました。
ここでは 9 月 29 日に行われた 4 つのコースを紹介します。

渋谷地域会主催

（9：00 〜 15：30）

「渋谷探索トレッキング
Shibuya Discovery Trekking 」

城東地域会主催

（9：00 〜 17：00）

「江戸巡り」

UIA2011 東京大会への地域会企画参加を決めた 2010 年 4 月から、

「江戸巡り」は自分達の地域を知ることと、エネルギー問題の解

実際にコースを歩いた経験をもとにしてコースの見直しや問題点の

決事例としての江戸文化を学ぶことにありました。雷門からスカイ

解消を進め、その後も 2011 年 2 月の明治神宮で調査参詣や、6 月

ツリーまで向学心を満たす１日になったと思います。

の UIA プレイベントであるリトアニア日本建築家展に来日していた

6 区にまたがる城東地域は、下町

リトアニアの建築家 10 名を案内してツアーコースの一部を歩いた

と呼ばれる町民文化エリアに重なり

経験も大いに生かされました。東日本大震災の影響で UIA 開催が危

ます。深川江戸資料館では、燃えて

ぶまれた時期もありましたが、チラシや参加者向けガイドの作成な

灰になってもまだ売買されて使い切

ど、着々と準備を進めて当日を迎えました。

るという極めてシステマチックで究

コースは表参道駅から表参道ヒルズ、竹下通り、明治神宮、代々

極的な生活の中でも四季を楽しみ、

木体育館、公園通り、渋谷駅界隈、

コミュニティーの治安を守っていたということを改めて実践的に学

朝倉邸、代官山ヒルサイドテラスを

びました。同じ時期の世界の大都市パリやロンドンと比べて、精度

巡る６時間半に及ぶ街歩きです。参

の高いエネルギーの消化方法は、識字率で群を抜いて秀でていた江

加者は 14 ヵ国 23 名。天候にも恵ま

戸人の知恵に支えられていたように思います。

れ事故もなく、ツアー最終地の槇総

一方、東京松屋での実技披露は、江戸唐紙のようにその美しさと

合計画事務所では槇文彦地域会顧問

華やかさの演出が美の探求として今も根付いて伝えられていること、

が案内して下さるサプライズもあり、最後にはお互いに連絡先を交

そしてその伝統の継承に若い跡継ぎが確実に既に育っていることも、

換するなど、参加者・スタッフ全員が笑顔でツアーを終えることが

私たちの心を満たすことであったと思います。

できました。これも入念な準備あっての大成功だと考えています。

おしまいは、すでにひと気の無くなった夕闇の迫る清澄庭園。庭

また、ツアー中の写真を参加者がダウンロードできるような工夫

園に浮かぶ木々の影と池の水面に落ちる光のゆらめき。池に張り出

もしています。数名の参加者からはお礼のメールも頂いています。

した四阿（涼亭）では、時折、魚の跳ねる水音が響き、町民文化の

今回のツアーは渋谷区内をより深く知る契機と捉えており、今後

エネルギーとは異なる禅の世界を見ていただくことができました。

の地域会活動で、さらに街歩きコースを開拓してホームページに公

自国も含めて 8 ヵ国からの参加者 15 名に通訳ボランティアの方も

開していく予定です。

含めて 27 名、心地よいお別れができたと思います。

（竹中一則

レーモンド設計事務所・渋谷地域会事務局）

中央地域会主催

（13：00 〜 17：00）

（左

知子

左知子建築設計事務所・城東地域会）

千代田地域会主催

（13：00 〜 17：00）

「神田を歩く」〜江戸、近代、現代の
多彩な日本文化に出会う 4 時間のツアー〜

「中央の街」
コースは、1. 銀座地区、2. 築地地区、3. 佃島地区という、バラエ

「神田を歩く」は、神田明神・湯島聖堂・ニコライ堂の三つの宗

ティーに富んだ中央区を代表する地区を選定した。それぞれの地区

教建築と「神田の家」
（昭和の材木商の店舗・住宅）を見学しつつ、

は、以前にも中央地域会として独自に街歩きを実施した経験があり、

神保町の古書店街や「オタク」文化花盛りの秋葉原電気街を歩き、

その折の経験をふまえながらツアーコースを作成した。

江戸・近代の伝統と現代文化のミックスした神田を見てもらおうと

銀座地区は、表通り以外に、
「裏路地」を巡るコースを歩き、意外
な銀座の持つ一面を紹介した。築地では本願寺と魚河岸（場外市場）

いうもの。
ゲ ス ト 9 名（フ ラ ン ス・ 日 本 各 ２、

を巡ったが、開催がどうしても午後であったために、おも立った店

北アフリカ・ナイジェリア・オース

は閉店しており、その雰囲気を知ってもらうにとどまった。

トリア・オランダ・フィリピン各 1）、

また、最後は中央区の運営する

地 域 会 ５ 名・ 通 訳 1 名 で、 東 京 国 際

「江戸バス」を利用して佃島に渡り、

フォーラムを出発し山手線で秋葉原

古い下町の町並みと同時に、新しい

の街へ。雑踏を通り抜け、神田明神

ウォーターフロント開発を紹介し

へ。震災後の昭和９年に復興された SRC 造の社殿を見学。
「神田の

た。地域会現代表が、町会長をして

家」で、座敷に座り、茶の湯の所作や伝統木造建築の住まいの感覚

いる関係で、そのコミュニティーの

を体験的に味わってもらったあと、明神前の天野屋で「甘酒休憩」。

運営等についても紹介できた。最後

それから、関東大震災後に RC 造で建て直した湯島聖堂・大成殿、

は希望者を募り、
「もんじゃ」を食す懇親会を開催。

RCと鉄骨で補強改修したニコライ堂を見学。

中央区は様々なガイドブックにも紹介されているが、地元の建築

3 つの宗教建築を見る中で、八百万の神々を信じる神道の「神」

家ならではの視点で紹介することを基本としたツアーは、参加者に

とはどういうものか、クリスマスに教会に行き、神社で初詣をし、

好評であったと思う。ただ、実際の参加者は外国人 2 人、日本人 2

仏教で葬式を行う日本の宗教風俗と文化の混交が話題になりました。

人、その他地域会メンバーが 8 名という少々寂しいもので（参加申

湯島聖堂では、韓国の女性建築家が、韓国では儒教は広範に受け入

し込みはその倍以上あったが）、事前の PRをもう少し徹底する必要

れられている哲学だと、説明してくれました。

性が感じられた。ともあれ、参加者も主催者も和気あいあいと交流
ができ、得難い経験ができた。
（杉浦栄一

杉浦栄一建築設計事務所・中央地域会）

駿河台の学生街を通って、神保町古書店街へ。南洋堂で建築図書
を物色し、本日のツアーは無事終了しました。
（市川達夫

伊藤建築設計事務所・千代田地域会幹事）
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関東甲信越支部

国際シンポジウム「危機を機会に！」 災害復興・グローカルデザインを考える
（9 月 27 日

東京国際フォーラム ホール D1）

このシンポジウムは 100 人を超す参加者の中で開催された。

設計を通して、マトリックスという考え方から生まれる多様な表

コーディネーター（筆者）からはグローカルデザインの３つの視

現を紹介した。松原弘典氏はコンゴでの学校プロジェクトと共に

点として①ヴァナキュラー性、②環境共生、③利用者参加が提示

グローカルについて３つの「無い建築」（最終形が無い、押し付け

された。基調講演は長島孝一氏。グローカルアプローチが生まれ

無い、精度が無い）を説明した。

た歴史的背景と共に、グローバルは強いが故にローカルが排除さ

香港のツアン・トーマス氏は中国の作品づくりの経験を通して、
地域とアートの関係性、アートが人を繋げることを話した。

れないようにする必要があるとした。
次にパネラーとして、新居千秋氏は住民参加のプロセスを経て

コメンテーターとして、

完成した大船渡リアスホールが避難所として使われた時に、住民

哲学者で立教大学教授の内

が既に身近な施設として意識していたこと、有機的形状が各家族

山節氏は「近代の問題点は
素人が排除されてきたこと

の居場所を作っていたことを紹介した。
韓国のチョー・ミンシック氏は上海万博での韓国パビリオンの

であり、復興デザインの中
で、素人の力を取り入れて
いくことが重要である、専

撮影：石川智香子

門家は素人と自然との関係

性についての代弁者でなければならない」と指摘した。
ディスカッションで浮き彫りになったのは、近代の敗北を前提
としてグローカルデザインを捉えた場合、ローカルを重視するが
ために内向きになることになる恐れがある問題点である。ローカ
ルを突き詰めるとグローバルに繋がることを視座に入れて活動す
ることが大切であると議論された。
（連

撮影：石川智香子

世界住宅会議
（9 月 22 日～ 10 月 11 日

デザイン部会長）

家って何だろう？
新宿パークタワー内、OZONE プラザ、ギャラリー 3、アトリウム （子ども空間ワークショップ

「世界住宅会議」は、一般市民に向けたプログラムであり、2 件
の展示会とワークショップになります。

9 月 25 日））

② 「建築家の住宅模型展」
北海道から九州までの建築

“ 市民の住宅・建物・街並みに関する意識、知識の底上げ ”、

家（63 名）が、 建 て 主 と 一

“ 建築家職能の普及 ”を目的として、主催の関東甲信越支部住宅

緒に創りあげた住まいを

部会のみならず、全国の JIA 会員、各地域会と共に協働しました。

模型とパネルで展示しまし

（鈴木）

た。来場者は、日本地図を

来場者数：延べ 8,141 名

モチーフとした基壇になら

メディアでの紹介：TV…“NHK 首都圏ニュース（9 月 22 日 15 時

んだ模型を一生懸命覗き込

～）
”、新聞…『読売新聞』
、WEB…
“All About”
“MSN 産経・MSN

んでいました。“ 家 ” っていろいろあるんだなぁと興味深く考え

産経フォト”

る機会になれたのではないかと思います。

① 「世界の家・街並み展」

③ 「子供空間ワークショップ」

世界 17 ヵ国、国内 14 地域

地域や学年の異なる小学生

の家や街並みを紹介するパ

が共同作業を通して建築空

ネ ル と、 震 災 で 注 目 さ れ

間の楽しさを体験しました。

た「応急仮設住宅」に関す

その喜びの表情よりこの

るパネル、模型の展示を行

ワークショップの成功を実

（宮島）

い、一般市民に向けて情報

感し、また各地域会の蓄積

を 発 信 し ま し た。“ 家 ”を

されたノウハウと協力のも

改めて見つめ直す良い機会

とに実施できたことにも重要な意味を持っていると感じます。関

になったのではないかと感じています。
「世界住宅会議」実行メンバー
飯沼竹一、市村宏文、大川宗治、河辺
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（湯浅）

近、桜本將樹、下田

係者の方々に感謝いたします。

仁、鈴木利美、高橋隆博、中澤克秀、松永

（桜本）

基、宮島

亨、湯浅

剛

九州支部
福岡会

福岡会と韓国光州廣域市建築士会の交流
11 月 2 日、光州・福岡建築交流展が韓国・光州市で行われ、九州支部福岡会のメンバー 4 名が光州市を訪問しました。
この交流展は光州、福岡交互に開催され、すでに今回で 12 回を数えます。今号では、これまでの福岡会と光州建築士会
の交流について、紹介します。

2011 光州訪問を終えて
1996 ～ 1999 年の JIA 福岡会会長時に２年間の
準備期間を経て友好交流がスタートした。
日韓 2000 年の交流の歴史から見れば交流 10
余年は蟻の一穴かもしれないが、当時の日韓の政
治・経済は大変厳しい状況で建築家はその波に翻
弄されながらも国を越えての建築文化に貢献した
い熱い精神が交流決定の引き金になった。
日本と韓国は隣国であるばかりでなく、歴史や
文化の上でどの国よりも深く関わり交わり合って

市長を囲んで

建築展

きた。両会員の交流を通じて絆を深め両会員の資質のレベルアッ

前へ前へと歩む情熱だけは喪わずにきたことを誇りに、これか

プに努めてきた歴史でもあり、福光（福岡・光州）会員の信頼度

らの JIA のために微力ながらも尽くしたいとの念願は熱くなりこ

と両会の成熟度がそれを示している。

そ決して冷えることはないだろう。何故なら素晴らしい両会の仲

しかしここまでの交流が順風満帆であったわけでは必ずしもな

間がいるから。2011 年の福光建築交流展訪問も

い。言語、固有文化、仲間同士の思い違い等を乗り越えての今で

有意義に感動的に充実感を持って終えることが

ある。これまでに悔いがなかったといえば嘘になる。

できた。
感謝合掌。 （福岡会国際交流委員長 栗山政雄）

光州建築士会との交流 10 年の軌跡
●大きな歓迎を受けた今回の訪問

JIA 福岡会では、1999 年から光州建築士会（KIR）
とそれぞれ 1 年交代で自作の作品パネルを送り建
築展を開催し、その会場に出掛ける形で交流を進
めてきました。また同時期に開催される自治体主
催の建築関連事業や会員の大会などとも重ねるこ
とで、より多面的な交流ができるよう心がけてき
ました。平成 23 年度の光州市への訪問は、昨年
北九州市で開催された全国大会参加のお礼と、光

光州空港での出迎え

建築展前夜祭

州市が主催する大規模な建築フォーラムへの出席も兼ねての訪問
でした。市長出席の式典の公式パーティーへの来賓扱いでの出席
や、副市長と並んでの福岡会会長のテープカット参加などの栄誉
も賜ることになりました。
継続は力なりといいますが、単なる継続では惰性となり結果的
に煩わしくなって消滅してしまうことが多々ありますが、毎回こ
のようなアイデアが付加されていましたので尻すぼみにならず交
流が続けられたのではないかと思います。
また、言葉が通訳を介さなければ全くわからない中で、初回か
らこの事業の通訳の立場でご協力いただいた光州市の南教授と、
連絡係をしていただいた栗山会員の存在が、円滑に継続できた大

建築展テープカット
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九州支部
きな要因ではないかと思います。

プローチは釜山やソウルのように航空機で１時間足らずというわ

光州市の建築士はいわゆる世界の三大自由業としての地位と経

けにはいきません。いくつかの手段で乗り継がねばならず、必ず

済的保証を得ており、おもてなしに関しても貧乏所帯の日本側と

しも便利が良いとは言えません。しかしむしろ時間がかかること

は大違いで、多少肩身の狭い思いもしますが、光州の建築士の

によって途中で多くを見聞きでき、また思考する余裕が持て、互

方々はその辺の事情も良く理解してくれていて助かりました。

いにやみくもな文化の同化を防ぐ意味でも良いかもしれません。
ふるい

臨戦態勢にあるお国の事情もありますが、行政の都市や建築に

古くは長期間で多難な航海の中で海が篩の役割を果たし、仏法

対する理解や姿勢が、あるいはそれに従事する人への対応が日本

の内容、漢字の読み方、いす式の生活など従前の日本の生活や考

とは大分違うようです。日本では行政が設計者に対して少なから

え方にそぐわないものは切り捨てあるいは変容させて取り入れる

ず見下した姿勢が否めませんが、韓国では専門家への敬意と相談

など、取り入れるべき文化文明をよりわけていたように、現代で

するという姿勢が随所に見えます。

も同じことが言えるのではないかと思います。

●地域間交流の望ましい形

●光州フォーリープロジェクトを見学して

こうした交流も JIA

今回の一つの企画として海外の作家をも招聘して作られた 10

本部が国同士で交流す

個のフォーリーの見学がありました。印象としては前記の悪しき

るとなると、どうして

グローバル化の具現そのもので低調でした。安藤忠雄ばりの打ち

も儀礼的で形式に終始

放しの構築物（壁面に映像を写す予定だったのが、予算の問題か防

する形になることは否

湿上の問題か器具が付いておらず無残な上げ裏を表していた）や無

めません。しかし、福

国籍な板張りの塀などどこにも韓国の顔が見えず、また場所の読

岡市と光州市とは人口

みとりが不足で、廻りの商店とトラブルになり中断しているもの

も 140 万 人 と 120 万 人
と近く、より密接な交

海の家での海鮮料理による懇親会
ノルウェーの建築家も招待されていた

流が可能となりました。

など、100 個作る予定の事業の先行きに不安がもたれているよう
でした。先方からの依頼もあり、忌憚のない感想を述べて送りま
した。

名称はともあれ唯一オーソライズされている日本の建築資格を、
世界で通用する資格に移行することが JIA 本来の要諦ですが（大
学修士までの学習年限と実績評価の方法の二つの問題が大きい）こ

れに関する活動と、行政への働きかけ、及び UIAなど国単位での
交流に本部活動は限定し、あとの事業は支部単位ぐらいで行って
いくことが、こうした地域間交流の体験からも望ましいと考えま
す。
このような交流の中でしばしば「グローバル化」が言われます
が、どうもこのグローバルなる言葉は国の顔が見えない。強いて
見ようとすると、アメリカ化であったり先進国側の顔に同化し溶
融していくように思えます。むしろ学際という言葉があるように、
国際化の方がそれぞれの国を尊重しつつ際を拡張していく、ある
いは重ねていくニュアンスがあり、適切のように思えます。従来
日本が進めてきた発展モデルへ近づけていこうとする自己変革型
の国際化から範たるモデルなき時代においては、相互に入り組ん
だ関係の中で相互依存する型の国際化にならざるを得ません。
ローカルと合わせたグローカルなる造語もありますが、それぞ
れの問題を曖昧化することにおいては、グローバルと同根に思え
ます。
超大国に挟まれた両国は同じような国際環境に在り、歴史的に
も民族的にも文化的にも大変近い関係にあります。両国は過去の
悪しき記憶を乗り越えて共同して超大国に対峙することは不可欠
です。両国の知的技術的職業人として交わり、理解を深めていく
ことは、単に建築とういう範疇を超えて極めて大事なことであり、

光州市内フォーリー

それらの役割の幾ばくかを担っていることを福岡会会員は等しく
誇りに思っております。

お互いの情報交換とは単にデータ的なことのやり取りではあり

東京での UIA2011 東京大会にも光州市から 30 名ほどの方に参

ません。情報の情は心に青と書きます。青いとは若いとか新しい

加していただきました。帰りには富士山に登ってきたと喜んでお

という意味であり、若若しい新しい心を伝えあうことに意味があ

られました。我々も今後の接遇に当たっては、通りいっぺんの観

ります。我々はこの交流を熱情―パッションを

光案内ではなく、アイデアを出し合って日本ならでは、建築家な

持って続けていこうと思っています。

らではの場所を探してお迎えしようと思っています。
光州市は韓国の中でも少し内陸部に入っており、福岡からのア
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（福岡会 西岡 弘）

JIA 九州支部福岡会と韓国光州廣域市建築士会交流の歩み
1997 年 9 月、福岡で韓国釜山廣域市建築士会会長朴忠明氏の

推進をはかる交流協定書締結の申し入れがあった。以来約 1 年間、

仲立で光州廣域市建築士会会長尹翊相会長と会う場が設けられ

協定に向けての対応が役員会等が以下のとおり慎重に協議されて、

た。懇談の中で、21 世紀を目前に世界情勢が大きく変化するなか、

実質福岡—光州の交流がスタートした。

隣国日本で最も近い福岡の建築家（JIA 福岡会）と建築文化の交流

1997. 9. 9

光州

光州廣域市建築士会尹翊相会長から、釜山建築士会朴忠明会長を通じ福岡の建築家団
体の交流の申し込みを受ける。

1997. 9. 26

福岡

光州廣域市建築士会会員 17 名来福・福岡建築視察

1997. 9. 29

福岡

尹翊相会長、朴忠明会長と来福。福岡の 2 団体（JIA 福岡会、福岡建築士会）のうち、
1 団体と交流したい意向を受ける。JIA 福岡会栗山政雄会長、福岡県建築士会松田順吉
会長を交え懇談。数日後 JIA 福岡会に交流団体申し込みあり。

1997. 11. 18

光州

光州廣域市建築士会総会にて JIA 福岡会との交流意向が正式に決定との連絡を受ける。

1998. 8. 21

光州

光州・福岡 交流協議書協議（Shinyang Park Hotel）

1999. 4. 5

福岡

福岡・光州友好交流協定書締結（シーホークホテル）
第 1 回福岡・光州建築交流展（福岡市立美術館）

1999. 10. 27

光州

光州・福岡親善交流（無等 Park Hotel）
第 2 回光州・福岡建築交流展（光州市立美術館）

2000. 11. 16

福岡

福岡・光州 建築懇談会（松下電工 会議室）
建築紀行：ゴルフ（RKB 天拝コース 大観荘ホテル懇談会）

2001. 10. 18

福岡

第 3 回福岡・光州建築交流展（福岡アジア美術館）
シンポジウム：日本・韓国住宅 過去と現在（福岡市立美術館）
建築紀行：長崎

2002. 6. 12

光州

第 4 回光州・福岡建築交流展（光州学生教育文化会館）
建築紀行：順天（楽安邑城）

2003. 11. 4

福岡

第 5 回福岡・光州建築交流展（福岡県立美術館）
建築紀行：熊本

2004. 10. 25

光州

第 6 回光州・福岡建築交流展（光州広域市役所）
建築紀行：光州廣域市（毅濟美術館、楊林洞古宅）

2005. 10. 12

福岡

第 7 回福岡・光州建築交流展（イムズプラザ）
国際交流フォーラム  アジア都市—福岡・光州
建築紀行：熊本

2006. 10. 19

光州

第 8 回光州・福岡建築交流展（金大中 Center）
国際交流フォーラム  光州・福岡 都市変遷史
建築紀行：光州廣域市（国立アジア文化中心都市 弘報館）

2007. 11. 7

福岡

第 9 回福岡・光州建築交流展（イムズプラザ）
国際交流セミナー：博多駅開発（エルガーラホール）
国際交流パーティ：ディナークルーズ（ベイサイドプレイス）

2008. 11. 13

光州

第 10 回光州・福岡建築交流展（金大中 Center）
建築紀行：2012 年麗水市万国博覧会視察、呉麗水市長訪問を受け会談会食

2009. 9. 30

福岡・光州

福岡・光州交流 10 周年記念誌発刊

2010. 10. 7

福岡

JIA 全国大会 2010 九州
第 11 回福岡・光州建築交流展（北九州国際会議場）
北九州市役所 福・光公式訪問（北九州市役所）

光州

第 12 回光州・福岡建築交流展（金大中 Center）
建築紀行：光州フォーリープロジェクト
：来蘇寺
：新萬金防潮堤（4 万 ha の大規模干拓）

2011. 11. 2

1999 年

交流調印式

2008 年

麗水市万国博覧会視察

2010 年

北九州市公式訪問
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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㈯

ブータン王国首相ジグメ・ティンレー氏基調講演
「サスティナブルな幸福な社会のための建築」
（9 月 28 日

東京国際フォーラム

ホール A）

UIA2011 東京大会において、建築をはじめ、文化芸術や政治経済など各分野のオピニオン・リーダーの方々による
基調講演が行われました。
「DESIGN 2050」のもと、それぞれの知見に基づいて、建築・都市・世界の現在とこれか
らの行方を示唆する内容でした。今号ではその中でブータン王国首相ジグメ・ティンレー氏の講演を紹介します。
はじめに講演前日のシンポジウムに向けてのビデオメッセージを紹介し、建築家曽我部昌史氏にまとめていただ講演
の抄録と基調講演の全文（英文）も収録しました。

「2050 年の建築家」シンポジウムへのティンレー首相メッセージ
このメッセージは、基調講演の前日 9 月 27 日に開催した「「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」
に対してティンレー首相から頂戴したビデオメッセージです。シンポジウムの冒頭でお披露目されました。JIAの代表メンバー 3 名が首相の
滞在されていた帝国ホテルを訪問し、撮影させていただきました。

日本の惨事を世界は驚きと悲しみの目で見ました。これは天災

いくことです。そして、それを作る方法から廃棄する方法まで、

と同時に人災です。世界のあちこちでこのような自然災害と経済

全てが持続可能な社会を設計しなければなりません。この世界の

破綻などの人災とが発生しています。これらは、今の資本や物質

建築家が集まった席上で、この持続可能な社会を実現するために、

優先の生活様式が持続可能ではないという兆候です。パラダイム

最高の倫理基準、行動基準を建築家が合意し、採択する、すばら

シフトが必要です。

しいチャンスです。

建築や街を建設するには、我々の何が幸福なのか、何のため

建物や街に住む人々、家族、近隣住民、そして地域社会が最高

に生きているのか、良く考える必要があります。開発の目的は

の倫理基準に基づき相互交流し、関係を構築しながら公の空間が

GDP ではなく、真の幸福を追求するという人生の目的と合致さ

創造され、それら空間がさらに住民の交流を促進していくような

せなければなりません。

都市が、私の夢です。そのような空間において、人々が交流し、
相互に連携し、相互に依存することで、人々は真の幸福を追求し
発見するでしょう。

建築家がやらなければならないことは、人々の交流を活性化す
る社会空間を創造し、真の幸福を追求できる生活環境を整備して

「サスティナブルな幸福な社会のための建築」
講演抄録
建築家
国民総幸福量・GNHで知られるブータンの首相、ジグメ・ティ
ンレー氏による講演である。講演の様子や印象については、
『JIA

曽我部昌史（神奈川大学教授・みかんぐみ共同主宰）

（０）建築家に求められること。この先の社会
東日本大震災による災厄に直面している私たちへの励ましと応

MAGAZINE』274 号 11 月号の拙稿を参照していただくこととし、

援の言葉、そして、その悲劇的状況の中で浮かび上がる日本人の

ここでは、具体的な講演の内容を紹介したい。

利他的で思いやりに満ちた行動への賞賛から講演は始まった。
その後の話の流れは以下のようなものである。まず、
（１）建
築家に求められる職能と責任について確認があった。その上で、
（２）ここ数十年の経済成長型社会がもたらした様々な弊害につ
いて、建築家の職能と関係づけながら語られた。
（３）ブータンで
の真の幸福を目指して進められてきた様々な実践の紹介を経て、
（４）これからの建築家が配慮すべき事柄についての 16 の問いか
けへと続いた。そして最後に、この先の社会の姿を展望し講演を
結んだ。以下（１）から（４）の項目ごとに、講演内容を抄録する。
（１）建築家に求められる責任
建築家は、様々な役割の建物を建ちあげ、そのことを通して
人々の生活像をつくりあげる。いにしえの遺産より学ぶことや最
新の技術に関することなど、多様な知見をもとにした創造的で
魅力的な仕事であり、同時に、人々の生活、社会システム、文化、
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Design 2050 ―― Beyond Disasters, through Solidarity, towards Sustainability
運命、人類の自然との関わりなどを規定する、いわば、人類の歩
むべき道を定義づける中心的な役割をもった職能でもあると語る。
大きな魅力をもった誇りある職能であると同時に、そのことが引
き寄せる責任があるというわけである。
（２）経済成長型社会がもたらした世界の状況
物質主義的な社会の中で、際限ない欲望を満たすために経済成
長への道を邁進し、結果として、人類を支えてきた自然の仕組み
を破壊してきたのではないかと諭す。自然の資源は急激に消耗し、
気候変動がもたらす環境への影響は、とても複雑で厳しいものに
なってきている。その他、水循環の問題、洪水や嵐などの異常気
象、水位の上昇、疫病、生物多様性の減少など、具体的な事例を
交えながら地球にもたらされた切実な状況を説明し、もはや回復

「原発は危ない状態のまま放置されるかも知れない。電力消

し得ないかも知れない生態学的災害に直面しているのだと訴えた。

費量を低減する工夫をしているか？

私たちの社会生活の様子が惨憺たるものであることにも話は及ん

する効果的な方法を見いだせるか？」

だ。隣近所の様子を気遣うことのない街になってしまい、犯罪は
増え、たくさんの人々が失業の不安など様々なストレスにさらさ
れている。孤独、個人主義、自殺、鬱病といった生活上の問題か
ら、核兵器、紛争、搾取など世界が抱える社会的問題や、最近の

エネルギー危機に対抗

「環境保全への責任感を共有するような文化を創り出せる
か？」
「倫理的で持続可能性に寄与する建設のための規定をつくっ
たとして、それはみんなに受け入れられるだろうか？」

アメリカでの不況やヨーロッパの経済不安まで、話題は多彩に広

「自然破壊の進行を回避し、森を守り、環境回復に向かうよ

がった。そして、本来「富」は、困難な時を乗り越えるときのも

うな社会に転換するために、建設の方法や素材の選び方を変

のではないのか。今こそ私たちは生活観を変革するために行動し

えることができるか？」

なければならないと強調した。会場の全員が、GNPや GDPを指

「みんなが平等に、僅かな資源や空間を分かち合いながら暮

標とした発展がもたらした問題の切実さを、身にしみて感じるこ

らす。そういう生活像を想起させる建築をつくれるか？」

ととなった。

「隣接する農地から食料の供給を受け、あるいは家々の近く
で小規模に耕作する方法を確立することで、その輸送距離を

（３）ブータンでの実践
今年、国連で「幸福：発展のための包括的かつ持続可能な方法」

減らすことはできるか？」
「都市に住む人たちの数は、現在 70 億人、そして 2050 年に

という宣言が、全会一致、無投票で採択されたそうである。これ

は 90 億人となる世界人口の半数を超える。その都市のデザ

で、加盟国は同じ目標を共有したことになる。幸福の追求によっ

インにおいて、家を持つものと持たざるものの格差を縮小で

て今日の様々な困難を乗り越え、本当の社会的な発展に向かって

きるか？」

いこうというわけである。その考え方のもととなったのが、70 年

「車の所有が制限され、公共交通の活用が進むような道路と

代よりブータンで進められている GNH・国民総幸福量に基づく

基準がデザインできれば、温室効果ガスの排出を無くせるか

試みである。具体的には、前国王が重要視していた、持続性のあ

も知れない。さらには、職場と住居地の近接化が進み、徒歩

る社会経済的発展、山地での生態系の保全、文化振興、良き統治

通勤が好まれるようになる。そんな社会をつくれるか？」

という４つの柱をもとに、所得の分配、教育、健康、時間の使い

「この先の都市は、暖かな包容力に包まれていて、そして

方、心理的幸福、地域の活力、文化的多様性、環境回復、良き統

人々の長所を引き出すような、安心感や親近感に溢れたもの

治の９つの分野を指標として、幸福の達成をめざすというもので、

になるか？」

この考え方が世界的な注目を集め始めた。世界はまさに、持続可

「都市や建築は、ずっと将来にわたって、若きを愛し老いを

能な人類の進歩と真の文明社会をめざし、包括的で調和のとれた

気づかうような、善良で理知的で思いやりのある人々のため

発展のパラダイムに向かっているに違いない。

のものでありつづけられるか？」
「万人の利益のためになるような、間違いのない選択をして

（４）この先の建築家のために
最後に、建築家が社会や生活を規定する職能であることを再確

いるか。人類滅亡に陥るような過ちを犯そうとしてはいない
か？」

認した上で、以下のような 16 の問いかけがあった。
「幸福を追求するにあたって、建築家に求められる役割はど
んなものか？」

以上のような 16 の問いかけを経て、この先の社会の展望へと
話は続いた。大きな災厄に直面している私たちの現状を振り返る。

「あなたのつくる建築は、どんな物語を語り継ぐのか？」

この体験を通して、建築家としても一人の人間としても多くのこ

「都市には、人々の交流や地域の活力を高めるような魅力的

とを学ぶことは間違いない。結束のもと被災を乗り越え、持続性

な空間があるか。そしてそれらによって、調和のある社会が
実現しているといえるか？」
「自然環境の危機的な状況を回避できるような、新しい建築
の倫理が生み出されているか？」
「環境についての様々なアイデアや先人の知見を取り入れる
ことで、持続可能性を促進することができているか？」
※ p.022 〜 p.024 の写真は ©UIA2011 TOKYO Japan Organizing Board (JOB)

の高い、より幸せな世界へと向かうだろうと語った。
被災している状況があるからこそ、多くのことを知り学ぶ機会
を得たと受け止め、この先のあるべき社会の状況に接近する建築
や建築家像の創出を目指せるのではないか。幸福をキーワードに、
再び、建築の役割や意義を考え直してみよう。多くの聴衆が、そ
ういう気持ちを抱いたのではないだろうか。
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Architecture for a Sustainable and Happy Society
JIGMIY THINLEY (Prime Minister of Bhutan)
9 月 28 日、UIA2011 東京大会におけるブータン王国首相、ジグメ・ティンレー氏の基調講演「サスティナブルな幸福な社会のための建築」
の全文（英語）を、ここに掲載します。

I am deeply honored to be invited to speak at this important
gathering of architects from around the world here in the
capital of this nation that the world has known and respects as
a great culture, an innovative and industrious people and as a
harmonious society.
Your invitation has given me and the Bhutanese people the
opportunity to visit the Japanese people and to express our
heartfelt solidarity with them at a time when the nation is still
recovering from the shock and pain of having endured one of
the most devastating disasters the world has ever seen. Only
Japan could have endured the deadly and unprecedented
combination of the severest earthquake, leviathan tsunami
and the consequences of nuclear power plants accident in
the way that it did with calm and for titude. Never theless,
death and destruction were immeasurable: 20,000 dead or
missing, and 40,000 displaced. We can only begin to imagine
the psychological and emotional trauma caused by the loss
of family, friends, neighbors, home and way of life. Yet, the
Japanese were magnificent in the way they set an example
to the whole world on how to face and endure calamities and
endure grief with dignity and resolve.
The government, the community, families and individuals
demonstrated how a highly civilized and disciplined society can
deal with suffering and great destruction. They demonstrated
how rescue and recovery can be methodical and orderly even
where it is natural and obvious for chaos and confusion to
prevail. Dumb struck, confounded and filled with helpless
anguish by the horror of the images that streamed across
television screens and splashed all over the newspapers, the
world not only grieved but admired the Japanese victims and
the nation as a whole as they responded with magnificent
courage, selflessness, active compassion and resilience.
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And what we saw and still witness today is the narrative
of a world that is grateful to Japan for how it has cared for
others and shared its wealth as it continues even under such
circumstances. It is a world of children, men and women playing
for and supporting the recovery and reconstruction process in
big and small ways. The Japanese Prime Minister, Noda in his
moving speech at the UN General Assembly last week spoke
of his appreciation for the extraordinary show of solidarity and
sympathy.
Yes, the world mourns for Japan and is inspired by Japan at
the same time. You have taught us what it means to be a true
civilization when tested by the most terrible of circumstances.
Once again, you have shown us that the Japanese spirit is
indomitable and that you have the will and the genius to
succeed where others fail. You will rise from this and any other
crisis just as you did from the ashes of atomic bombs. Our
prayers are with you and we salute you.
Mr. chairman, ladies and gentlemen,
I have always been fascinated by architecture and the creative
world in which the architects live. Enjoying what I believe to
be the most engaging profession, you determine how we live
and will live in the spaces that you create and alter. You do
so with grace and with audacity as well. Just as your ancient
predecessors have created wonders with so little, you design
and build with the facility of technology and with great edifices
of the past to inspire you. You build dwelling places in cities,
suburbia and rural areas. You build institutions, commercial
centres and industrial structures. You employ your genius and
exercise creative freedom and boldness to appease the egos
of the rich and ostentatious on one hand while answering the
call to meet the need for most basic and affordable shelter for
the humble. You often satisfy your thirst for fame as well and
there are monuments that celebrate your greatness. You create

with natural materials; with concrete, steel and glass; and you
have caused the development of new composites that lend
themselves to the flexibility and durability that your imaginative
structures must have and the customers demand.
It is almost always the grand structures and edifices that
withstand the ravishes of time and the elements or their
remnants that tell us the stories of great civilizations of the
past. These are the works of great architects whose columns,
cornices and walls are often embellished with artistic wonders.
They seldom fail to cause awe and reverence. It is the architects
who create living spaces, choose the materials and build the
str uctures, arranging them in ways that enable access to
services. Through their works, they define life, social systems,
culture, destiny and how man relates to nature.
Architects are at the heart of what makes and interprets
human experience. They are the ultimate narrators of human
story.
And we know that manʼs stor y is one of change, of hope,
dreams, of destruction and of renewal. But of late, the changes
that we are experiencing are more about the unfortunate result
of our callous and foolish actions. Our dogged pursuit of change
for the better through material wealth at any cost has brought
the world to a state when its own survival has become as issue.
By striving for continuous economic growth to satisfy our
insatiable hunger forever more, we have destroyed much of the
natural life support system and what remains may not last very
long at this pace.
Ever so often we are setting off alarm bells that warn us of
the finite and increasingly fragile nature of the world abuse.
Natural resources are depleting rapidly. Climate is changing
and impacting on the ecosystem in far more complex and
irrevocable ways than we can exaggerate. Our snow-crested
mountains are losing their cover and the glaciers of the world
are withdrawing and disappearing to alter, and gradually
halt forever, the perennial flow of our river systems. Our
hydrology is changing and we are experiencing freak weather
behavior. Floods, hurricanes, storms and cyclones occur with
increasing fury and frequency even in places where these were
never heard of. Farmers can no longer rely on their ancient
knowledge and suf fer the consequences of drought, crop
failure, loss of ancestral land to rising sea and salinization. Earth
quakes, tsunamis, GLOFs, land & mud slides destroy lives and
property in such horrific ways and to such extent that even
where they are most unlikely, people are terrorized by their
spectres.
Just as numbing are the scenes of emaciated cattle dying
on grassless pastures and raging fires engulfing homes and
expansive forests. And then, there is the fear of epidemics of
new diseases before their cures are found. The ice continents
are melting, sea level is rising, marine life diminishing, and the
ozone depletion continue. The very air we breathe is turning
poisonous. Biodiversity is on the decline and with the extinction
of each specie, plant, insect or animal, man inches closer to its
own extinction. We are heading for an ecological disaster from
which none may recover.
Socially, we are disintegrating. We are failing to live together
as family, friends and community and as one kind. Cities and
buildings have become places that make strangers of even
the closest neighbors; crime is on the rise, dependence on

drugs and psychotropic substances is a common risk for the
increasing proportion of people struggling against relational
failures, job insecurity and the stresses of having to meet
deadlines, production targets while forced to compete for
tenure, reward and status. Prisons everywhere are overflowing
and our legal systems clogged by the deluge of people who
fail to live on the right side of law. People are unable to cope
on their own in herds where selfishness, loss of decency
and the zeal for individualism are tearing apar t families
and communities, and fraying the tattered fabric of society.
Loneliness, depression and suicides are the price that we pay
and longer lives for many are prolongation of indignity on the
remote fringes of society.
On the political and security front, the world continues to
fragment into dangerous entities with many holding destructive
powers of the kind that even the largest of armies of the past
would never dream possible. We have no idea who and how
many possess nuclear weapons in this belligerent, divided
world. The race for control of scarce resources is escalating and
not only for control of scarce resources is escalating and not
only for precious and strategic minerals and oil.
Communities, cities and nations will seek to gain control
over sources and distribution of water. Upper riparian countries
will exercise waterpower making interminable struggles and
conflicts inevitable. Democracy is the watchword today. But
even as democracy flourishes in form and by declaration, more
people are helpless against the brutality of tyrants and corrupt
governments than in the recent past. What sadly flourishes
in truth is inequality, deprivation and conflict. Even in socalled mature democracies, one cannot find inspiration. Good
governance is rare.
All these are happening because of our pursuit of material
prosperity – because we think that development is all about
GDP / GNP growth. The irony is that in the past seven decades
that we have sought economic growth with little concern for
ecological, social and other costs, little or no additional wealth
has in fact, been created. Much of what we think we have is
illusor y – nothing durable and least dependable in troubled
times. When the housing bubble burst and America spiraled
into a recession, the American people realized how unreal their
wealth was as they lost their homes, jobs, nest eggs and sanity.
Likewise, even in Japan the nation that attained the highest of
what is possible under the GDP model, many are experiencing
unemployment, poverty and homelessness for the first time.
And today, when this country is struck by the worst imaginable
catastrophe, it is the old and real wealth of Japanese culture and
social values that have come to the rescue.
Wealth is what you create for difficult times, to tide you over
periods of want, to keep you dry and warm in times of cold and
your stomach filled even when famine strikes. It is to provide for
your needs during the winter of want, so that you can age and
die in grace and dignity amid care and comfort. What otherwise
is the function of wealth?
What makes for even greater irony is that society is no longer
master of the means that it has created for the realization of
its ill-conceived dream? The market is not within our control.
Instead, it has enslaved us through the lure of consumerism
– by taking control over greed, our biggest weakness. We are
victims of the vagrant forces of the market. And as we become
more subservient, it becomes more authoritarian.
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We do not know on what foundations our financial or
economic architecture stand. Nobody knows and nobody
understands even though, of late, more and more of those who
swore by it speak of its fundamental flaws. But nobody is in
charge. We huddle every now and then and come out with the
same old solution: add more fuel to cause even bigger flames of
havoc.
We can only guess what the market forces hold for us.
Witness the recession in the US from which they do not know
whether they are exiting or into which they are sinking deeper.
The Europeans can only guess helplessly about the possibility
that the unseen forces are leading them into major financial and
economic crises. Likewise, the same forces may be conspiring
to slow the emerging economies of China, India and Brazil. As
for the rest of the world, especially the developing countries,
what seems quite certain is that many will not even achieve the
eight-millennium development goals (MDGs) that are essential
to ensuring minimum sur vival standards essential for these
countries to actually pursue serious development by rising out
of extreme poverty.
What will the fortunes of Japan, the US or China be in ten
years, five, one or even in the next quarter? What will be the
fate of the Euro-zone? Nobody knows. Nobody dares explicitly
to suggest a more predictable and manageable alternative. And
nobody is to be trusted. It is scary at best and ludicrous in truth.
It is a sorry state indeed, in which we find ourselves at this time
and age of great scientific achievements and intellectual wealth.

Under the guidance of the former King, His Majesty Jigme
Singye Wangchuck, who conceived the approach in the early
1970ʼs, my country has been pursuing balanced development
giving equal importance to:
1.
2.
3.
4.

Ladies and gentlemen,
Bhutan has always believed that all the worldʼs problems
are interrelated and that any solution must be holistic and
integrated in approach and content. Piece meal solutions only
serve to aggravate. We have stated, time and again, that such a
solution can be undertaken and devised only if all nations were
to subscribe to and be bound by the realization of the truth and
be committed to a collective vision – one that is based on an
understanding and acceptance of the ultimate human desire and
the direction for the advancement of civilization.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

My delegation is of the firm belief that happiness or wellbeing
●

Since the early 70 ʼ s, Bhutan ʼ s development process has
been under taken within the framework of a development
paradigm that we refer to as GNH. It is based on the belief
that development must ser ve a purpose rather than be an
endless process for continued economic growth that simply
cannot be sustained by a world with limited natural resources
within a delicate eco-system. As a development paradigm, it
is founded on the belief that happiness is the state of being
that every individual or society seeks, and that the purpose of
development must, therefore, be to create condition that enable
its pursuit. It is based further on the conviction that such a
state of being can be achieved when the needs of both the body
and mind are met equally without one gaining at the cost of the
other. Material prosperity must not come at the cost of spiritual
impoverishment.

Where are we heading? What will become of us tomorrow
when we know so little about today? How is it that we choose it
to be so? Are we prepared to jeopardize not only the survival of
future generations but our own now for the sake of having more
of what we do not need today? We need to act now. We need to
change. We need to change the architecture of human society
and its economy. We desperately need to alter our way of life
and rethink our values. But going backward is not an option
while we cannot move forward along the same path. We need to
take possession of our intelligence and use it to find a way out
and forward rather than accept the doom that awaits us along
with all else that the fragile earth holds and sustains.

I am happy to announce that the United Nations, this
year, adopted with unanimity and without a vote the
resolution, “ Happiness: a holistic and sustainable approach
to development. ” Through this resolution, member states
accepted a universal goal while acknowledging the limitations
of our conventional development processes. It commits our
nations to creating the necessary political, social and economic
conditions to enable pursuit of happiness by citizens within a
peaceful and stable environment.
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in the manner that it is promoted in my country against a welldeveloped set of indices would be a natural progression from
the MDGs that aim at establishing the minimum conditions for
human survival by the year 2015. Happiness is, unarguably, a
universal value that binds the rich and the poor, the developed
and the developing and articulates the ultimate purpose of
life. It is about making true societal progress in ways that are
meaningful, joyful and lasting.
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Equitable and sustainable socio-economic development,
Conservation of our fragile mountain ecosystem,
Promotion of culture and
Provision of good governance.

No quantitative indicators were used. However, popular
interest from outside have led to extensive collaborative
research with partners all over the world to create a set of
indices. The result is an elaboration of the four GNH pillars that
I just mentioned into nine domains each of which has an equal
and critical role in shaping and conditioning happiness.
These are:
income distribution,
educational attainment,
health condition,
time use and management,
psychological wellbeing,
community vitality,
cultural diversity,
ecological resilience and
good governance.

Like the precise dimensions of architecture, each of these
happiness dimensions is measured with precision through
a set of 72 variables or indices. All government policies and
programmes are now subject to what we call a GNH screening
process by the high level GNH Commission chaired by the
Prime Minister. Those that are GNH negative are rejected
although or can be reconsidered only when the negative factors
are removed or mitigating measures incorporated.
In this regard, I am happy to report that my government, in
collaboration with the UNDP, the Earth Institute of Columbia
University, leading scientists and thinkers on the science and

economics of happiness are working in concert to prepare for
the panel discussion stipulated by the UN resolution. Proposed
to be held in New York in the spring of 2012 before the Rio+20
summit, it will be the endeavor of this meeting to present to the
member states a set of policy recommendations to create the
nine conditions for happiness through development processes
to be undertaken in harmonious collaboration with each other
as bound by the shared sense of purpose. I believe the stage
is set for a holistic and harmonious development paradigm
that will put human society on a path to sustainable human
advancement and true civilization.
Going back to my recognition of architects as unacknowledged
masters who define society, I see you in fact as wizards who, on
their drawing boards circumscribe not so much the spaces they
create but design life as they wish to see lived. What would you
as such, have your architecture narrate to future generations?
What would your narrative be? I have not had the opportunity
to study architecture seriously and before such an august
gathering of luminaries in the field, I dare not pretend to have
useful ideas to share. However, what I can do and am qualified
as one whose life is conditioned by your creations is to ask
some of the questions that often haunt me.

9.

10.

11.

12.

13.
1. What should the role of architects be in this new architecture of human development in pursuit of happiness?
What can and will you do in respect of each of the nine
domains?
2. What stories should the timeless monuments of your
creation tell through their structures, materials, scale and
aesthetics?
3. What will future generations understand from the cities you
build of the way in which we lived as individuals, family,
community and as nations? Could they infer that ours was a
harmonious society as facilitated by the convivial spaces you
created for maximizing social interaction and community
vitality?
4. What would they say about our care for the natural
environment? Would future generations elevate us as one
that cared and turned the course of humanity from the brink
of extinction to being mindful of intergenerational equity –
largely through new ethics in architecture?
5. Would your buildings incorporate all the great and
truly green ideas that are on the fringes of mainstream
architecture? Will they show signs of the ancient wisdom
you imbedded with due humility? Would they convey how,
with sensitivity and responsibility beyond clients and self,
you promoted sustainability?
6. Will they have something good to tell of the escalating
energy crisis and the ingenuity with which we minimized
dependence on artificial light and energy? This could be a
favorite question especially as one major source, i.e.; nuclear
power may have been abandoned as unsafe well before
2050.
7. What will you have posterity say about the features and
conveniences you create to save and recycle water, heat and
cool spaces as well as manage waste – of how your design
created a culture of environmental responsibility? Would
you have it said that ours was the generation that reversed
the endurance levels of people to minimize dependence
on artificial climate and made dwellers more healthy and
resilient?
8. Is it possible that an understanding or a code of ethics you
may establish for voluntar y adherence by all architects
to a minimum set of norms and standards for ethical

14.

15.

16.

and sustainable construction in this globalized world be
appreciated?
Would you give cause to conclude that ours was the generation that reversed the onslaught against our natural life
support system and saved the forests and helped revitalize
ecology through fundamental changes in building methods
and materials?
Will you have the buildings tell the story of how we came
to live within reason and affordability not on the basis of
individual capacity but on the basis of equitable access
to scarce natural resources and space and based on the
understanding that all human beings need equal but far
lesser space than the affluent are used to?
Is it possible that your edifices might give cause to believe
that it was during the year 2011 – 2050 that cities were
built or reorganized with the idea of reducing food miles
by linking them to adjoining farm lands and by ingeniously
enabling cultivation of a minimum of vegetables and fruit
beside apartment windows and on roof tops?
Would our generation have designed cities and urban areas,
how to more than half of the 7 billion people now and the
9billion by 2050 that narrowed gaps between the haves and
have-nots of homes?
What would posterity say if by design of streets and through
regulation, ownership of private vehicles made no sense and
convenient public transportation emitted no greenhouse
gases? What if localization of work place and home were
facilitated through integrated clusters and walking becomes
the preferred choice to go to work and return home?
Will the cities you extend, restructure or build be of the
kind that will be less daunting so that they do not bring
out the darker and baser survival instincts as opposed to
offering a sense of security and belonging to be absorbed by
the warmth of their embrace and bring out the best in the
human being?
What narrative will you cast in the walls and columns of
cities and monuments you raise, of the life we have lived and
aspired for? What will the story of your broken cornices
and crumbling walls being a thousand years? Will they
speak of a good, sensible and caring generation who loved
the young and cared for the old?
Will our progenies and theirs look to our generation as the
one that had the luxury of choice and did not fail to seize
it for the good of all sentient beings? Or, will you bear the
guilt of having contributed to the demise of the human race,
leaving none to read the narrative?

Ladies and Gentlemen,
How very appropriate it is that the congress chose to hold
the conference this year in Tokyo. What greater honor could
be bestowed on this great profession of architects than the
gracious presence of their Imperial Majesties the Emperor
and Empress? There are lessons to be learned from the Japan
of today. There are profound lessons to be learned from the
tragedy brought on the multiple disasters. I have no doubt
that we are all deeply enriched by this unique experience and
opportunity as professionals and as human individuals. May
we all return from the disaster and this great countr y with
solidarity toward a sustainable and happier world?
I thank you for your kind attention and wish you abiding
happiness.
TASHI DELEK (“Blessings and good luck,” in Tibetan),
THANK YOU.
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JIA NEWS
「建築家のあかりコンペ 2011」

The Architectural Lighting Design Competition 2011
JIA が大光電機と共催する「建築家のあかりコンペ」が今年度も開催
ました。今回は UIA2011 東京大会に合わせて国際コンペとして開催さ
れ、26 ヵ国、106 作品の応募がありました。

UIA 大会の会期中 9 月 26 日に東京国際フォーラムにて公開審査が行
われ、盛会のもと 1 次審査を通過した 8 名の応募者がプレゼンテーショ
ンを行いました。（『JIA MAGAZINE』274 号 p.026 で既報）
建築家のあかりコンペ 2011 審査委員
審査委員長：内藤
審

査

廣氏（建築家）

員：内原智史氏（ライティングデザイナー）
永山祐子氏（建築家）
マーク・ダイサム氏（建築家）
前芝辰二氏（大光電機株式会社 代表取締役社長）

審査委員長の内藤廣氏を中心に記念撮影

氏名

審査委員長

内藤

LEDという新しい技術は、どのような新しい形の照明を生み出して
いくのだろう。それがテーマだ。もとより、LEDは省エネルギー商品
として脚光を浴びている。しかし、LEDの特徴はそれだけではない。
コンパクトで軽量、発熱量も小さい。これらの技術的な長所をどのよ
うに表現し、人々の暮らしに届けることができるのかが問われた。総
じて、技術そのものに迫るよりも、3.11 の災害に対するナイーブな思
いが色濃く投影されているように感じられた。
最優秀になったヨンホ・シンさんの作品は、普段は普通の街灯だが、
街灯に気球を仕込んでおいて、災害時にそれが道標になるように工夫
されている。ソーラーを仕込んでいるから自立型の照明で、地震を感
知して自動的に稼働するようになっている。一生懸命、慣れない日本
語でプレゼンテーションする姿が印象的だった。ほのぼのとした灯り
がともる様は、被災地を思いやる彼の気持ちの表れに違いない。
マリヤ・マルティノビッチさんのヒョウタン型の照明。残念ながら
直接プレゼンテーションが聞けなかったが、ビデオによるプレゼンで
意図はよく理解できた。ヒョウタンが動くことで発電し、その電力で
光ることになっている。地震の時に光るということなのだろう。また、
海に浮かべておけば、波に揺られて光る。これはオプション。現実的
かどうかは別にして、器具のフォルムが美しかった。
今井勝英さんの「ヒカリノカケラ」の作品も気になった。チョコレー
トを割るように光の板を割れるようになっている。光の板を割りなが
ら、人にあげるのだという。割られた破片も光っている。光を人に分
けてあげる。新しい発想だ。コンパクトな LEDでしかできないアイデ
アだろう。小さな欠片を手にしたが、個人的には好きな案だった。
LEDによる照明の可能性は、まだその戸口に立っているに過ぎない。
これから多くのアイデアが投下されることによって世の中を変えてい
くだろう。その可能性の一端を見たような気がした。楽しい審査だっ
た。

作品名

所属

居住地

結果

光の蕾 Light bud

shindesignworks

韓国

最優秀賞

藤野高志

発泡灯

生物建築舎

日本

優秀賞

Marija Martinovic

motus

Buck

セルビア

優秀賞

今井勝英

ヒカリノカケラ

I.M.A.

日本

佳作賞

杉田

宗

光の支え

杉田三郎建築設計事務所

日本

佳作賞

鷹野

敦

Light of the future, light of hope

Aalto University

フィンランド

佳作賞

“Illumination the light, Illumination the
geometry shadow”

東急リニューアル

日本

DAIKO 賞

2011 年度「登録建築家」認定申請受付を開始します。
認定申請受付期間：2011 年 12 月 19 日〜 2012 年 1 月 31 日

詳細につきましては「建築家資格制度ホームページ」
http://www.the-japan-institute-of-architects.com/
をご覧ください。
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廣

Yong-Ho Shin

桑田康之

最優秀「光の蕾 Light bud」

■審査講評

DECEMBER 2011

本部便り
●新人賞公開審査会開催
10 月 29 日建築家会館大ホールにて本年度の JIA 新人賞公開審査会

●五会会長会議開催
11 月 7 日建築学会にて五会会長会議が行われました。（五会とは、

が開催されました。この審査会は一次の書類審査を通過した作品によ

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、

るもので、公開審査を通過した作品は現地審査、最終審査会を経て受

日本建設業連合会、日本建築学会）

賞作品が決定されます。通過作品は下記の通り。

これには芦原会長が出席し、UIA2011 東京大会終了後の五会共同

「森のピロティ」 長谷川豪（長谷川豪建築設計事務所）

活動について意見を述べ、ほかに議題として各会から UIA2011 東京

「ヨコハマアパートメント」

大会に関する報告や震災復興に関するシンポジウムの開催報告などが

西田

司、中川エリカ（オンデザインパートナーズ）

ありました。

「日本大学理工学部船橋キャンパス新サークル棟」
山中新太郎（日本大学）
「フラワーショップ H」 乾久美子（乾久美子建築設計事務所）

●建築基本法シンポジウム開催
11 月 8 日衆議院第一議員会館にて建築基本法シンポジウム「建築

「Nowhere but Sajima」 吉村靖孝（吉村靖孝建築設計事務所）

基本法の必要性と東日本大震災からの復興」が開催されました。

受賞作品の発表は、2012 年 2 月 5 日㈰に開催される優秀建築選公開

シンポジウムは建築基本法制定準備会の主催によるもので、会長の

審査終了後に予定されている JIA 各賞受賞作品発表会で行われる予定

神田順氏、衆議院議員の馬淵澄夫氏が講演、JIA 会員でもある黒木正

です。

郎氏が建築基本法が目指すものについて説明しました。

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

今月号は前会長出江寛さんのプロポーザル方式に関するご意見を頂きました。
当初厳しい表現に編集内部で表現の修正案をお願い致しましたが、できるだ
け原文に近い形で載せたいとの意向を尊重して掲載しています。JIA 内部には
様々な意見があるという視点からの掲載です。
建築家の渡辺真理さんには審査する立場、審査される立場からインタビュー
をさせていただきました。多くの JIA の建築家の意見は一発で決定するコン
ペを推奨される方が多いのですが、渡辺さんはむしろ現行のプロポーザル方式
を推奨される立場から様々な意見を頂きました。しかしプロポーザル方式でも
人を選ぶのではなく、案を選ぶべきであるというご意見でした。
先日韓国、ベトナムに講演に行ってきましたが、若い建築家達が活躍する様
子を見ると同時に、国の活力を感じました。やはり若い建築家が主体となって
活動することが、将来の建築文化を作り上げていく上では重要なことと思われ
ました。
実績や建築士の数を重視するようなプロポーザル方式は、関係する人々が前
向きに議論をし、改良していくことが日本の建築の未来に活力を与える意味で
も急務であると思われました。『JIA MAGAZINE』のプロポーザル方式を考え
るという年間テーマもそれなりに内容が詰まってきたのではないでしょうか。
今後は現実的な進め方等を考え、誌面を充実させていきたいと思います。

■ 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/

訂正とお詫び
11 月号に以下の誤りがありました。
「戦後日本の建築デザインコンペ」
p. 004 右段 6 行目
（誤）大谷幸夫（連合設計）
→（正）大谷幸夫（設計連合）
訂正してお詫び申し上げます。
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NPO 建築家教育推進機構と㈱日建学院が共同開催する

▪ 講習のお申し込みは
● 一級建築士講習会の実施は㈱日建学院が行います。
講習のお申し込み、お問い合わせは㈱日建学院「建築士定期講習本部事務局」まで
お願いします。
Tel：03-3988-6432（受付時間：土日・祝日・年末年始を除く 10：00 ～ 17：00）
● 講習のお申し込みは JIAのホームページからもできます。
http://www.jia.or.jp/kyoikusuishinkikou/index.html

▪ 講習の特徴は
● 毎月、全国 47 都道府県の 86 会場で実施
● 優れた講師陣による講習
● 衛星放送に載せて、全国一斉、均一な内容の映像講義
詳しくは『JIA MAGAZINE』273 号（10 月号）に同封しました
講習案内（右図）をご覧ください。

NPO 建築家教育推進機構の建築家教育推進活動
● JIA 本部及び支部に建築家教育助成金を提供しています。
● JIAの部会・委員会が開催するセミナーをユーストリームにて配信してい
ます。自宅・事務所にいながら、東京で開催されるセミナーをパソコンで
見ることができます。ユ―ストリームのアドレスは下記です。
http://www.ustream.tv/channel/jia-kksk
● 見学会、セミナーを開催する主催者に助成金を提供しています。

JIA 館

あなたの受講料が建築家の教育推進に役立ちます

JIA 会員及び JIA 会員が所属する設計事務所所員の方が、NPO 建築家教
育推進機構／日建学院が主催する一級建築士講習会を受講した受講料の
25％が建築家の教育推進に役立てられています。
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一級建築士定期講習の受講をお願いします。

MAGAZINE

建築士事務所に所属する建築士の方は
3 年度ごとに建築士定期講習を受ける必要があります。
まだ受講されていない方は、2012 年 3 月までに

JIA

受講はお済みですか？

建築家 architects

一級建築士定期講習

UIA2011 東京大会で開催された
国際シンポジウム「危機を機会に」
災害復興・グローカルデザインを
考える（右写真）も NPO 建築家教
育推進機構がユ―ストリーム配信
を行いました。
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