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JIA建築家賠償責任保険
〈最近の事故事例から〉
建物の概要
・ 完成後の用途
・構 造
・ 工事費用

店舗・共同住宅
SRC 3 階建
2 億円

事故の概要
・ 竣工後 2 年 6ヵ月
・ 扉ガラスが床に擦り、施錠ができなくなった。調整後、使用していたが再発、扉ガラス割れ
床の損傷

事故の原因
・ 扉ガラスの荷重がフロアヒンジの荷重量の許容値を超えていることが判明。
設計者の主導でヒンジを選定したが、十分な検討を怠ったもの。

支払保険金
・ 350 万円
・ 損害額 460 万円（補修費総額）
・ 施工者も本来当然するべき過程におけるチェックを怠ったため 20％の過失を認める。

■《保険金計算式》
460 万円（損害額）× 80％（設計者責任割合）× 95％
（縮小支払割合）≒ 350 万円

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/

ご加入申し込み時に保険料の試算・事故事例閲覧などご利用ください。
またご加入後に加入証明書の印刷などがカンタンにできます。
■毎月25日締め（2013 年 4 月1日までの短期契約）で中途加入できます。

【取 扱 代 理 店 】 株式会社建築家会館 〒150-0001  東京都渋谷区神宮前2-3-16
TEL：03-3401-6281

FAX：03-3401-8010

E - m a i l ： i n f o @ k e n c h i k u k a - k a i kan.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

建築家会館の本 4

『建築家の使命』
本間利雄 地域に生きる

建築家をとりまく環境は激動の時代にありますが、多くの優れた建築家がその人生を
建築にささげ、建築文化の向上に寄与してきた事実を記録として後世に伝えるため「建
築家会館の本」シリーズを企画刊行しております。
今回の本間利雄氏は、東北の山形に根付いた建築家として、山形のために何ができる
か常に考え、地道な積み重ねの中で建築を通して地域、まち、人と真摯に向き合い、
語りかけることで、ともに生きてきました。

本間利雄＋本間利雄の本をつくる会 編／企画・賛助：株式会社建築家会館
発行：建築ジャーナル 2012 年 1 月 30 日発行／ A5 判、127 頁 定価 1,800 円＋税
購入ご希望の方は、下記にご連絡ください。
（別途送料が掛かります）
建築ジャーナル：〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 3-2-1 共同ビル TEL：03-3861-8104

FAX：03-3861-8205
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「僕の名前はミケランジェロ。」ローマで陽気なタクシー運転手が話しかけてくる。
「親戚ってわけじゃないけど、あのミケランジェロがバチカンのピエタ像を作ったときに、
マリアのタスキのところに黙って自分の名前を刻み込んでいるのを知っているかい。」
「教会に雇われた職人のミケランジェロは巧妙に自分の名前を刻みこんで芸術家としての
誇りを示したかったのさ。」
目の前のタクシー運転手ミケランジェロも、すごい勢いでギヤーチェンジしながら狭い街
なかを疾走し運転手としての誇りを鼓舞している。
『パトロンたちのルネサンス』
（松本典昭著

NHK ブックス）によれば、ルネサンス当時の

芸術家たちは、教会や貴族に雇われた職人であり、その待遇や収入は大したものではなかっ
たようだ。ダビデを制作するときのミケランジェロの年俸は 72フィオリーノで、算術教師の
100フィオリーノより安いとの記録がある。
あのミケランジェロでも自分のクレジットを認めてもらうことや、正当な報酬を得ること
に苦労していたことを知ると、なぜか親近感がわいてきた。
数百年たった現在、世界中のだれもがミケランジェロの名前を知り、その作品はお金では
計れないほどの莫大な価値を持つに至ることを、誰が知っていたのだろうか。
●社団法人 日本建築家協会会長

芦原太郎

シリアに残るキリスト教聖地
シリアといえばイスラム教徒の国と思い
がちだが人口の 1 割以上がキリスト教徒で
ある。ダマスカス旧市街を歩くと、特に東
側地区に教会を示す十字架をそこかしこに
見つけることができる。その歴史は長く、
3 世紀末にローマ皇帝マクシミリアンに
よって殺され殉教したシリア人キリスト教
徒を記念してアポロ神殿があった場所に建
てられた。この教会は、世界最古のキリス
ト教会のひとつと言われている。
シリア・アンチレバノン山脈のダマスカ
スの北 50 数キロの荒涼とした標高 1,500
メートルほどの所に住民のほとんどがキリ
スト教徒というマアルーラという町があ
る。彼らは岩山渓谷に目立たぬようにひっ
そりと住み、イエス・キリストが話してい
たアラム語を現在でも使用している。まる
で長崎の隠れ切支丹を思わせる。
マアルーラには聖サルキス修道院と聖テ
クラ修道院という 2 つの重要な僧院（修道
院）がある。岩山が抉られたところにギリ
シャ・カトリック聖テクラ教会がある。暗
い教会内部は美しいイコンで埋め尽くされ
金色が映え、目のくらむ外界とは全く異な
る神秘的な雰囲気を作り出している。テク
ラという名前はパウロの弟子であった貴婦
人聖テクラにちなんでいる。
付近の山中には多くの修道院、女子修道
院、教会、神殿、聖域の跡があり、崩れ落
ちているものもあれば今なお建っているも
のもあるが、ここがかつてキリスト教に
とって重要な聖地であったことを物語って
いて、現在でもムスリムとキリスト教徒と
を問わず多くの巡礼者がマアルーラを訪れ
る。

（撮影：古市徹雄）

建築家

C O N T E N T S 278
特集

MARCH 2012

プロポーザル方式を考える⑧

002 国土交通省 澤木英二氏に聞く

国土交通省による
プロポーザル方式の改良の現状、
地方への浸透に課題

009 JIAが関わったコンペの好事例紹介

北九州市公園トイレ提案設計競技
九州支部北福岡会

012 海外レポート
ベトナム建築奮闘記
佐貫大輔

西澤俊理

017 支部便り

東海支部
017
第 28 回 JIA 東海支部設計競技
019
「素材を訪ねる旅」シリーズ 第 1 〜 5 弾
四国支部
020
東北の建築家に学ぶ防災シンポジウム

022 被災地で活動する建築家 vol.1
東日本大震災活動報告
森岡茂夫

024 2011 年度 JIA 各賞受賞作品
024
025
026

日本建築大賞
日本建築家協会賞
新人賞

028 JIA NEWS
028
029

理事会報告／本部便り
新規入会承認者／編集後記

a r c h i t e c t s

J

JIA MAGAZINE 278

I

A

The Japan Institute of Architects
JIA-kan,2-3-18 Jingumae,Shibuya-ku,
Tokyo 150-0001 Japan

MARCH 2012 ●

001

特集●プロポーザル方式を考える

今家・建築評論家・歴史家の方々にお話をうかがい、プロポーザル方式の問題点について考えてき
まで 7 回にわたって続けてきたシリーズ特集「プロポーザル方式を考える」では、様々な建築

ました。また、プロポーザルの成功例も紹介し、開かれたコンペを実施する方法を探ってきました。
今回は国土交通省大臣官房官庁営繕部長 澤木英二氏に、昨年改訂されたプロポーザル方式の評価方法
のガイドラインについてお話をうかがい、また私たちが直面しているプロポーザル方式の問題点に対
してのお考えもお聞きしました。澤木さんが丁寧に実直にお話をして下さったのが印象に残りました。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄・JIA 副会長 室伏次郎）


国土交通省による
プロポーザル方式の改良の現状、
地方への浸透に課題

❽
———

■発注側と受注側の意識の違い

設計事務所は大きく分けて大手の組織事務所系といわゆ

古市●日本建築家協会は現在会員が約 5,000 人おります。

るアトリエ系とがあります。そのアトリエ系の個人事務

「プロポーザル方式を考え
この『JIA MAGAZINE』では、

所がプロポーザル方式の実績条件によって、どうしても

る」というシリーズ特集をいろいろな方の意見を聞きな

登録の前段階で参加できないというケースが非常に多い

がらやってまいりました。入札方式ではなく、できるだ

のです。もちろん、病院のような非常に経験を要するよ

けプロポーザル方式で設計者選定をしていこうという国

うな建物もありますが、さほどの経験がなくても参加で

土交通省のご姿勢に対して、私たち建築家としては、た

きるケースがあることを、ぜひともご考慮をいただけな

いへん感謝をしております。また、276 号で掲載しまし

いかと思います。この点についてどう思われますでしょ

たが、昨年 6 月にプロポーザル方式の評価方法について、

うか。

ガイドラインの改定をされ、より技術提案を重視する内

澤木●基本的な考え方として、結局、発注側と受注側の

容になりました。これもまた一歩前進ではないかと、私

意識の違いなのだろうと思います。例えばモノを買う時

たちとしては評価しています。

は、できたモノを見て買えます。ところが、建築の場合、

しかし、まだ課題も多くあります。今、会員の中でも、

国土交通省 澤木英二氏に聞く
澤木英二国土交通省大臣官房官庁営繕部長
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最初は何も無いものを買おうとするわけです。その場合、

私たちが、一番よく言われるのは公平性と透明性です。

かどうかというのが一番大きな課題になってくる。業務

一組織が勝手に選んだのだというような選定のシステム

を委託する側としては、ある種の保険といったら言葉が

は、なかなか通用しません。だから、公募した上で設計

悪いですが、やはりそれなりのことを一度はやったこと

者選定をします。今はもう、ほとんど指名型のプロポー

のある人の方が安心ですよね。もし描いてもらった設計

ザルをやっていません。私どもは原則として公募型です。

図が、発注できないような設計図では困ってしまいます。

室伏●つまり設計者選定の透明性に関わる説明を要し、

また、何を作るのかわからないような人に、
「私に頼みな

その説明方法として実績というものがあって、それは担

さい」と言われて、発注者は頼みますでしょうか。

保のために必要だということなのですね。
澤木●ある程度のところまでは担保せざるを得ないと思

るにあたっては、発注者側としても、一定の品質のもの

います。これが無いと一般の方に、この人なら大丈夫で

ができるという、ある種の担保として、実績の評価が

すよということがわかりにくいのです。市町村には建築

入ってくるとご理解いただきたいと思っています。

の専門家がいない場合もあります。

古市●確かに設計を頼む場合、安心な人に頼みたいとい

古市●でも選定には審査員が入るわけですから。それで、

うのは、そのとおりだと思うのです。しかし、例えば

審査員が私は非常に大事だと思うのです。

我々が見て、この人だと明らかに安心だという建築家は

澤木●審査員も、実績のない人を本当に選べるのかとい

多いのですが、現状のプロポーザル方式の問題点は、過

うと、それで大丈夫だとは言い切れないのではないで

去の実績を必要以上に問うあまり、応募する以前に入口

しょうか。

のところで切られてしまうのが現実なのです。

古市●この人の実力であればというのは、建築家の目で

澤木●現実には、条件にピッタリあてはまる実績がある

その人の実績を見ればわかるのではないでしょうか。例

人はあまりいないでしょう。そういう場合は、類似業務

えば現状では多くの公共の実績を持っていても、同種の

という形で条件を緩和しています。最低限のハードルを

案件がないと門前払いになってしまう例が多いのが問題

設定させていただいて、その中でも、ある程度の実績を

だと思います。

お持ちで、結果に一定の品質が得られるであろうと予想
される方については、基礎点を付与しますという言い方

■プロポーザルなのかコンペなのか

をしています。ただし、同種業務の経験のある人のほう

室伏●プロポーザルにおいて案と並行して実績が評価さ

が評価は若干上げるというのが今の趣旨なのです。

れますが、そのときの比率の問題として、基礎点として

■実績は保険であるという考え方

❽
——

したがって設計のようにゼロからつくるものを発注す

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

設計者が希望に沿ったモノを設計してもらえる人である

の実績をどの程度のボリュームにして、案をどのように
評価するかということが、新しい文化となる建築を考え

古市●私の例でいいますと、私は学校をやった経験があ

ていく上で重要だと思うのです。

りませんので、公共の建物の設計経験は多くいい学校の

澤木●案というのは、設計の案ということでしょうか。

設計をする自信は十分にあるのですが、小学校・中学校

それはプロポーザルではなく完全にコンペですね。

のプロポーザルには、いつも参加できないのです。

室伏●コンペも、プロポーザルも、いろいろな仕分けが

澤木●類似業務をやっていませんか。

なされているのはよく承知しています。

古市●類似業務の評価は、今部長が言われたように点数

古市●建築はそれぞれの時代の社会的背景に応じていつ

が低く、そこですでに差がついてしまいます。

も変革を遂げてきました。その変革の歴史が建築の文化

澤木●確かに、おっしゃることはわからないではありま

を作り上げてきたと言えます。戦後日本でも世界でもそ

せん。基礎点が低くなってしまうということですよね。

ういった建築文化の大きな流れを作ってきたのはコンペ

ただ、私たちも、プロポーザルの基礎点のウエイトはで

です。

きるだけ抑えようとしていますが、まったく無くすとこ

澤木●設計者の選定方式については、コンペよりも特命

ろまでは難しいですね。結局、提案をしていただく部分

か、入札か、どちらかのほうが比較的多かったのではな

のウエイトをできるだけ大きくするというような考え方

いかなと私は思っています。おっしゃられるようなコン

で実施しています。

ペが本格的に行われ始めたというのは、そんなに古い時

古市●小さなアトリエ事務所にも優秀な人間は多くいま

代ではないと思います。一時期、確かにコンペが相当や

す。

られるような時期はありました。

澤木●それは、受注側からすると、確かにそういう言い

古市●プロポーザル方式が始まってから大きなコンペは

方をされるかもしれません。しかし、公共の税金を執行

減りましたね。それでも地方では大小にかかわらず話題

する側からすると、結果をきちんとしたものにしなけれ

になっているコンペもたくさん行われています。

ばならないという責任があります。

澤木●戦後建設省になってから６件くらいコンペを実施

ある設計者が能力も高くて、絶対いいのだと、ある首

したかと思いますが、基本的には国家的な記念性のある

長さんが選べば、方法としてそれはあり得ます。ただし、

ものなのです。もともと、建物というのは、第一に使い

それはその方が選挙で選ばれているわけです。私たちが

やすいというのが我々の基本的な思想で、その中で、仕

よく批判されるのは、結局、我々は選挙で選ばれてきて

事をするために建築があるというのが基本的な位置づけ

いないわけですから、少なくとも国民がそういったこと

です。ところが、コンペというのは、それよりも、最終

を認めるという状況ではないわけです。

的に形がどうなって、どう位置づけられるのかという部
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室伏次郎

分が大きなウエイトを占めてくるのですね。

あり、平面図ありなのです。そうなると、A3 でやるの

古市●そうでしょうか。コンペというのは総合評価で選

も A1 でやるのも、我々としては作業量は同じです。そ

ぶもので、実際には、選んだ案をベースにして、内部の

うすると、そういうやり方が本当に必要なのかという議

使い勝手を考慮しながら案は変わっていくものではない

論がよく出るのです。

でしょうか。

澤木●プロポーザルのイメージが、きっと、私は逆転し

澤木●でも、それをやりすぎるとコンペの意味がなく

ていると思うのです。今、A3 とか A1 と言われましたが、

なってしまうのではないでしょうか。コンペは、まさに

我々は A4 で実施しています。それは、初めの入口で設

形として提案されたものを評価して１等を決めるわけで

計案を徹底的に排除しましょうというところから始まっ

す。その案にあまり手を入れるということは、そもそも

ていますから。

それが１等になった理由を否定することに近いという感
じがします。

だと、どなたかから聞きました。設計図やスケッチ、エ

古市●我々建築家は、選ばれたものをちゃんとコンセプ

スキスなどを描いて物を思考するから国交省のプロポー

トを通しながら意見を入れていくことができるはずです。

ザルは非常にやりにくいと言われたことがあります。私

澤木●コンセプトという部分からいうと、それは思想的

が担当していた当時（平成 5・6 年）の懇談会では、絵を外

には比較的プロポーザルに近いですね。

すために文章を中心にしましょうという議論であったわ

古市●プロポーザルの要項には、
「案を選ぶのではない、

けです。

人を選ぶのである」という文章があります。

ほど絵を認めますね。皆さんは今、委員に建築の専門家

方と一緒に議論をしたときに、どちらにするのだといっ

を入れるように、ずっと言われているでしょう。だから、

て、
「案」ではなくて「人」だと決めた経緯があります。

絵を欲するのは建築家の皆様方だろうなという感じがし
ています。

もちろんプロポーザルで提案していただいた内容は守っ

室伏●そうすると、文章を補完する挿絵レベルというこ

ていただかなければいけないと思いますが、
「案を選ぶの

とになるのでしょうか。

ではない、人を選ぶのである」というのは、最終の図面

澤木●もともとイメージするものがわかるような、写真

としての案で選んでいるわけではないという意味だと私

のようなものですとか、こういうイメージですというも

は理解しています。当時、プロポーザルの名の下に、無

のは認めますというような言い方をしていたのですが、

償で適当に疑似コンペをやらせていたというような話が

今のお話だと、逆に、それを認めるべきというか、配慮

あったのです。だから逆に、案というものを、あの時は

すべきということですよね。そうすると、これはエスキ

徹底的に排除する枠組みで作りましょうということに

スコンペに流れていくのではないでしょうか。それも設

なって、
「案を選ぶのではない、人を選ぶのである」とい

計者を選ぶひとつの考え方だと思っていますが、私が一

う今の言葉が出てきたのです。だから、当時はあくまで、

番危惧するのは、エスキスコンペですと、きっと最終の

そのような悪習を排除するために、極端なところまで話

設計との乖離が生じ、選定の妥当性に疑問が生じる可能

を進めたところは確かにあります。しかし、当時プロ

性があると思うのです。

ポーザルを作った時の考え方は、まさに図面としての案

古市●その場合でも建築家はかなり詰めて提出していま

を外すということをお互いの理解の中で進めてきたわけ

す。例えば、私が今までプロポーザルで取った仕事では、

です。もちろんそのあとに、いろいろなやり方について

プロポーザル段階と完成の図面と、ほぼ変わりなくやっ

の議論が当然出てくるだろうとは思いますが。

ています。多くのプロポーザルなどで選ばれた案を見て

■提案は絵なのか文章なのか

●

私の経験からすると、建築専門の評価者が入れば入る

澤木●それは、JIAの方々も含めて懇談会を開き、皆様

ここでいう案というのは、設計案という意味なのです。

004

以前、建築の設計者は、文章を書くより絵で考えるの

も、ほとんど最初の考え方は生きています。
澤木●それはすばらしいことだと思います。

古市●もうひとつ表現の問題が、今プロポーザルでも大

古市●それは当然、ワークショップをやって市民の意見

きな問題になっています。プロポーザルは、具体的にス

を入れながら、つまり、どんな建築家も詰めて提案して

ケッチや平面を出してはいけない、文章が中心であると

いるのです、エスキスコンペの場合でもそうだと思いま

いいながらも、実際に当選したものを見ますと、パース

す。当然のことですが建築のコンセプトというのは文章
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ないと表現できないものなのです。

室伏●そうなのです。多くの建築家が参加しづらくなっ

澤木●エスキスをして、ある程度図面までできてから、

ている状況が生まれてきているのです。そこで次の段階

もう一回、文章に戻すという話を私も聞いたことがあり

の話をしなくてはいけないということで、今、うかがっ

ます。設計者は図面を描いて思考するのだからいくら文

ているのです。

章で出せと言われても、ある程度のイメージや形なりを

澤木●時代の流れに応じて多少直すべきだとか、いろい

考えた上でモノを作ってくると言われる方も確かにい

ろなやり方があるという話は確かにあると思います。

らっしゃいます。ただ、A4 の提案書の背景にどれだけ

もし、その上のステップへどういうふうに進めるのか

作業が入っていようが、それは応募者の判断に任せると

という議論があるのであれば、せっかく懇談会を設置し

いう形がプロポーザルだというのが私たちの思いなので

ているのですから、懇談会の場で議論をしていけばよい

す。逆に言えば、審査員に見抜く力量が要求されるので、

のではないでしょうか。

審査員はきついのですね。

古市●現在は、国交省の方と若い設計者を含めた、懇談

またヒアリングをやると一目瞭然でわかります。逆に

会みたいなものはやられていますか。

ヒアリングをやらないと出てきた文章のきれいさでは相

澤木●設計者個人との懇談会は実施していません。しか

手の力量はわかりませんね。文章の中身について、いっ

し団体がそういった方々の意見を踏まえて我々と対話さ

たいどのように考えてこういう提案が出てきているのか

れています。

を問わない限り、本当のところはわかりません。それを

古市●それはどのくらいのペースでやられていますか。

やろうと思うと、自分の力量が本当に問われます。

澤木●年に 1 回、全体の懇談会をやりまして、その間に

ただし地方公共団体では、カッチリとした組織を持た

意見交換会を 3 回程度やっています。過去には、特定の

れていないと、そういう評価をすることはちょっと厳し

課題を取り上げる必要がある場合に分科会も行っていま

いかという気はします。

す。だから今回の話題も、すぐにまとまるテーマではな

■設定から 20 年近く経ち状況も変化

うご提案があれば、議論することは可能だと思います。

澤木●設計者選定には人を選ぶ、設計案を選ぶ、いろい

室伏●意見交換会という形で考え方を聞くことはとても

ろな議論はあるにしても、いずれにしても、おそらくこ

大事ですので、機会があればぜひお願いしたいです。

れが絶対に正しい道というのは無いのです。やはり、そ

澤木●現時点では、抜本的な改定というところまで踏み

の時のいろいろな社会の動きの中で、次善といったら言

込む状況ではないというのが私のイメージですが、直し

葉が悪いかもしれませんが、プロポーザル方式はある程

ていくことはあるとは思っています。いろいろ積み上げ

度、今のところ社会的にも納得できる手法ではないで

ていって、今のシステムの中で、この辺だったら直せる

しょうか。

から、まず先に直しましょうかとか、そういうやり方に

古市●しかし多くの建築家は納得していません。

ならざるを得ないだろうと思いますが。

澤木●受け手側が納得される納得されないというのはあ

室伏●今は運用の段階ですものね。

るのだろうとは思います。しかし当初、プロポーザル方

澤木●プロポーザルを捨てて新しいシステムを作るとい

式を徹底しましょうと普及に努めていたのは JIAだった

う話ではないような気はします。

わけです。

❽
——

澤木●現実には、もう 20 年近く経ちますしね。

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

だけで表すものではなく、平面なり立・断面なり図面が

いとは思いますが、三会から「こういうテーマで」とい

ただ、社会が変われば、当然、適正なシステムという

室伏●コンペに対する批判的な目や、疑似コンペの状態

のは徐々に変わっていくのだろうと思いますから、それ

になっていることは決していいことではないという時代

は直していかなければいけないだろうし、直せるものは

の背景があって、プロポーザルの話を煮詰めていきまし

直していきます。ただし、我々は会計法というのを後ろ

たし、入札よりもプロポーザルのほうがいろいろな意味

に背負っているので、そこから逸脱することはできませ

でよろしいということでプロポーザルを推し進めたわけ

ん。

ですね。その大きな流れは納得できるのです。ただ、時

古市●もちろん当然時間をかけながら少しずつ改良を

間を経た今、ここに至っていろいろな問題が出てきたの

行っていければと思います。

です。
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■見直されているプロポーザルのガイドライン
澤木●地方公共団体が最終的にどういう設定をされてい

ただ、そのハードルをできるだけ下げようというのが

るかわかりませんが、国土交通省のプロポーザルの場合

今の考え方ですから、無茶なハードルが、もし我々の発

はほとんどが庁舎です。したがって実績も事務所建築の

注であるならば、お話をおうかがいして、直すべきもの

経験を問います。官と民では物事のやり方も違っている

は直したいと思います。

ところがあって、昔は庁舎という条件を入れていました

古市●部長はあくまでも国交省のお話をされていますが、

が、庁舎建築の経験を問うと、公共からの受注に限定さ

私たちは、国交省が与える全国への影響をお話ししたい

れてしまいますので、今は事務所建築の設計経験があれ

のです。国交省のモデルというのは非常に影響力が強く

ば良いということになっています。
ただし住宅と非住宅は大きく違います。一般の住宅の

る場合が多いのです。

全然違ってくるということもあります。

澤木●それは「国がこういうやり方をやっています。だ

今まで事務所建築の実績のない人から、初めての事務
はちょっと、公の税金を執行する立場としては躊躇して

から、これが一番いいのです」という方が説明しやすい
からでしょう。

しまいます。それができるのは、きっとコンペです。コ

■地方公共団体と国とのギャップ

ンペは設計する資格さえ持っていれば誰でも構いません。

澤木●国交省の条件はそんなに高いとは思っていません。

また我々も当初は建築事務所の実績を評価していまし
た。個人の担当者の評価と、事務所の評価が入っている

先ほど学校が例にあがりましたが、国交省で学校のプロ
ポーザルの事例は無いんです。

というのも、それはいざというときは総力戦でやれると

古市●地方公共団体で、例えば 2,000㎡の小さな集会所

いうある程度の保険として考えていたわけです。今は人

を造ろうというプロポーザルがあると、過去の実績を３

が相当流動化していますから、その論理はだんだん当て

つ挙げなさいなどというのがよく出てきます。もし建物

はまらなくなっていますが、少なくとも本人に実績があ

の種類は問わずに 1,000㎡以上の建築をやったことがあ

れば、絶対に事務所も実績を持ちますよね、というのが

る人ということなら十分に参加できるのですが、現状は、

もともとの考え方です。しかし今は、組織が流動化して

2,000㎡以上の建物の過去 5 年間の実績を 3 つ挙げなさい

いる現状を反映して、組織の実績は問わず、担当者の実

といわれると、もうそこで参加できなくなってしまいま

績しか問うていません。

す。

古市●それはいいですね。ただしそれは国土交通省が関

●

て、20 年前に旧建設省によって作られたプロポーザル方
式のガイドラインがいまだに地方自治体で使用されてい

設計といわゆる事務所建築の設計とは、持たせる性能も

所の設計を公共建築でやらせてくれと言われても、それ

006

す。

実際に、そういう条件がよく出るのですが、基本的に

わる場合ですね。

その事務所に当てはまるのは大手事務所になってしまい、

澤木●ただ私は、保険上のことを考えるとどうかと思っ

巨匠と言われる先生でも出せないケースもあります。若

ているのです。我々が頼むような仕事は、それなりの規

い人などは当然そのような実績がないわけですから、永

模の仕事です。そういった場合、最終的には総力戦で

遠に公共建築ができないということになってしまうので

やってもらうしかないという条件も出さざるを得ないわ

す。

けです。現実に仕事を進める中で、担当者だけでは難し

澤木●公共建築に限定させた条件というのは、おそらく

いという場合は、組織としてのバックアップが、発注者

かけていないと思います。そこまでかけてしまうと入口

としては保険として欲しいわけです。もちろん、設計さ

が、まさに排除になってしまいますから。

れる方が全能力を持って完全にフォローできるというの

古市●でも、現状はそうなっているのです。地方へ行き

ならば、我々も何の問題もありませんが、ゼロからモノ

ますと、無条件で参加できるプロポーザルは、まずほと

を作るときの保険のかけ方をどのようにしていくか、も

んどありません。過去の実績が条件となってきます。公

う 20 年近く経つ当時の思想は、何千万もしくは億とい

共建築の経験が豊かな建築家が入って首長さんなりを説

う国の税金を投入する以上、失敗はできないというのが

得して、条件を外しましょうという事例はありますが、

大前提にありました。したがって、それを回避するため

そこには数多くの若い建築家が数少ないチャンスと応募

に、いろいろな保険システムを考える必要があったので

します。
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特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

古市徹雄

題なのだと思います。

できるという条件にならった話なのでしょう。以前は実

澤木●ガイドラインを活用してプロポーザルを実施する

績が 1 つあれば事は足りて、要件を満たしますが、数が

には、適切な評価ができる方が必要ですし、現実にその

あれば評価が少しずつ増えていきます。多数経験してい

建物を何に使うか、使われる方の視点も要ると思ってい

るほうが経験値はプラスしますという、そういうやり方

ます。またそれ以外に、建築という分野においては、評

をしていました。国土交通省は今は 1 件で良いとしてい

価するためには建築を専門とする人間が絶対に必要であ

❽
——

澤木●以前の国土交通省の、実績を最高 3 つ出すことが

ます。確かに、例えば 100 点のうち基礎点が 70 点もあっ

ると思っています。

て、そのうち実績が 35 点だといわれると、それは大き

古市●ただ、小さな町とか村は相談するところがないと、

いかもしれませんが、今は 4 割もないのです。しかも、

どうしても国交省のガイドラインを参考にするしかない

実績の部分は 100 点のうち 10 点です。

わけです。

古市●このあいだ私が参加したのは、たしか、案が 60 点、

澤木●ガイドラインはある程度専門的な素養がないと、

実績とか、一級建築士の数とか、いろいろな条件が 40

単純に適用できるものではないと思っています。

点でして、我々のような事務所は最初から勝てないので
す。

我々も常日頃少し反省しなければいけないのは、マ
ニュアルができると金科玉条になってしまうのです。ど

現状のプロポーザルは、例えば、1,000 ㎡の集会所で

のようにして作られたのだという中身を知らずに、表面

も実績・経験が問われます。類似でも公共での実績を挙

だけをなぞって使うと、マニュアルというのは結構怖い

げなさいという例が多いですね。

ものです。一定のレベルを確保するためにマニュアルを

澤木●私は初めて聞きましたね。ちょっと具体的な事例

作るのですが、そこではいろいろ取捨選択がされている

を教えていただいたほうがいいですね。地方公共団体は

わけです。だから本当は、このマニュアルが、なぜこう

まだそういうケースがあるのですね。

いうふうに作られているのかよく理解した上で使ってい

古市●多いです。非常に緩い自治体でも、ある一定規模

ただくのが一番良いのでしょう。最低限のレベルを確保

以上の公共の実績があることを条件にしている場合がよ

するにはこれくらいをなぞっておいたら結果で失敗はあ

くあります。

まりしませんよ、というのがマニュアルというものなの

澤木●公共と民間では発注のやり方自体が根本的に違い

です。

ます。国交省は、会計制度とか、いろいろなもので縛ら

古市●ときどきプロポーザルの経験がないという地方公

れるので、証拠の書類の出し方から、民間でのやり方と

共団体から、プロポーザルコンペを開催したいが指導し

は全然違います。もし公共の実績を問われるとするなら

てほしいという相談が JIAに来ます。

ば、少なくとも公共の仕事のやり方をあなたは知ってい

澤木●審査員の推薦とかでしょうか。

ますよね、というのを問うている可能性はあります。た

古市●それもありますが、もうひとつは、最初からどう

だし、一度でも公共の経験があるかと問うた瞬間に、ま

いうふうにプロポーザルのシステムを組めばいいかとい

さに入口規制をやっているようなものなので、そういう

うことですね。JIAとしては最初のハードルの厳しいと

条件は出していないのが一般的だろうと私は理解してい

ころを少し和らげていき、またふさわしい審査員を推薦

たのですけれど。

するなりしてそれらのプロポーザルに協力をして、大体

室伏●部長にその事実を知っていただくことが、きょう

どこでもうまくいっているようです。選ぶ側にも責任は

のインタビューの意義だと思います。

問われますので、JIAとしてもかなり真剣に取り組んで

古市●現在の国交省のお考えが地方公共団体には全然浸

います。その結果、建築として魅力のある、将来の建築

透していないのですね。かつての実績主義のハードルが

文化に繋がっていくような案が選べる可能性も増し、そ

高いプロポーザル方式がそのまま生き残っているという

ういうプロポーザルコンペのお手伝いができるような受

感じですね。

け皿を作っていこうとしています。
澤木●いいことだと思います。

■ガイドライン活用には専門家が必要

プロポーザル方式の立ち上がりのころに、やり方がよ

古市●やはりかつての古い国交省のガイドラインがその

くわからなくて、よく地方公共団体の方から「どうやる

まま地方公共団体に応用されているのが、今、大きな問

のですか」と質問が来ていました。ただ当時は、まだプ
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ロポーザルはやはり手間がかかりますし、審査は大変で

澤木●情報自体は、きっと流れます。問題は、使うとい

すし、実際に取り入れる地方公共団体があまりありませ

うところへ踏み込むかどうかだと思います。

んでした。今まで使われていた指名入札をはじめとする

古市●我々からのアピールも必要ですね。国交省はこう

いろいろなシステムのほうがやりやすかったのでしょう。

いうやり方をされていますけれど、ご存じですかと聞く

今 20 年近くたってようやく、プロポーザル方式のシス

こともひとつの方法かもしれませんね。

テムが普及してきたなという感じがしています。

JIAの会員は興味を持って 1 月号に出た国交省のプロ

古市●そうですね。ただ普及してきたといっても、国交

ポーザル方式改訂の記事をよく読んでいます。ですから、

省が改革されてきた現状の指針と、古い方式を踏襲しな

逐次こういう記事を発信させていくことも必要だと思い

がら地方でやっていることにはかなりタイムラグがあり

ます。

まして、昔のかなり厳しい条件のものが今でも生きてい

澤木●今のご不満はすべて、発注者側が十分に理解せず

るようですね。そのタイムラグを解消するために、我々

に運用しているというところなのですね。そこへ、どう

JIAも努力をしていかないといけませんね。

皆様方が切り込んでいくかですね。

室伏●専門的な資質のある人がそれを運用することがで

古市●実は、私たちも、今までこの『JIA MAGAZINE』

きない場合は、当初のマニュアル通り入口で高い規制が

でずっと特集をやってきまして、最終的にはこれらを小

かかってしまいます。
したがって、どうすればいいのかを専門家に相談する

冊子にまとめてそれぞれの地域の会員の方々が役所へ
行ってお話ししたいと考えています。

べきである。その体制は、すでに実績として行われてい

澤木●まずは会員の方々に知っていただいた上で、会員

るように、例えば、私たち JIAの人間のような専門家が

の方々が発注者に対していろいろお話ししていくのが良

相談に乗るという形にしていけばいいわけですね。

いのかもしれませんね。その際、個人で行くのではなく

澤木●発注のやり方のご相談という立場でいろいろアド

団体としてご説明に行かれるのが一番いいような気はし

バイスをされるのは良いことだと思います。

ます。
現実に、私の時代からすると相当ハードルも下がって

■どのように地方公共団体に広めていくか

いるし、参加しやすい形になってきていると思います。

古市●きょうはいろいろとお話をおうかがいできまして

私は、少しハードルを下げすぎているのではないかとい

大変実りのあるものだったと思います。

う感じを持っているくらいです。私のような昔の人間か

国交省のほうはどんどん改良が進んでいるのですが、

らすると、ある程度保険は要るのではないかという感覚

どうも、それが地方のほうに浸透していないということ

だからです。ただ、今の時代は、できるだけ門戸を広げ

がよくわかってきました。

る、機会を広げるというのが基本的な流れですし、技術

国交省としては、地方公共団体に対してそういう通達

力のある組織が運用しているのであれば、間違いないか

は出していないのでしょうか。

なと思っています。

澤木●我々は地方公共団体に対する指導はできないので

古市●今日は国交省の方々ご努力されてきてプロポーザ

す。我々は、公共建築で国交省がやっていることについ

ル方式が少しずつ改訂されているというのが実感として

て、参考にするならどうぞという形でお知らせさせてい

よくわかりました。長時間にわたり、貴重なお時間を割

ただいています。

いていただき、実りあるお話をうかがいまして、ありが

私たちのやり方について、都道府県や政令市にはお知
らせしているのですが、基本的に直接市町村にはお知ら

とうございました。
（2012 年 1 月 27 日

国土交通省にて）

せしてはいません。文書や資料を参考送付する場合も、
都道府県を通して、所管の市町村にも、できれば送って
くださいという程度で送っていますから、その先をどう
取り扱っているかは、都道府県の判断になります。
古市●それがうまく地方公共団体のほうに流れていけば
いいのですけれども。

澤木英二（さわき えいじ）

国土交通省大臣官房官庁営繕部長
1953 年生まれ
1978 年 3 月 京都大学大学院修了
1978 年 4 月 建設省入省
大臣官房官庁営繕部建築課長補佐、中国地方整備局営繕部長、
大臣官房官庁営繕部整備課長、同計画課長、官房審議官などを
経て、2010 年 8 月より現職
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JIAが関わったコンペの好事例紹介
2010 年に JIAの協力で実施された北九州市主催の「北九州市公園トイレ提案設計競技」。
40 歳以下の若手建築家を対象に行われたこのコンペの企画から審査、そして審査後現在
に至るまでの経緯を紹介します。

北九州市公園トイレ
提案設計競技

九州支部北福岡会
全国大会開催予定地である北九州市に打診することとな

の小さなコンペの顛末記であり、この後より多くのコン

る。ここ十数年、北九州市は事業コンペ、PFI、プロポー

ペが企画されることを願い、まとめたものです。

ザルの実績はあるが、いわゆるコンペの実績がない。ま

❽
——

以下は、JIA 全国大会に合わせて企画された地方都市

た、コンペのための費用や人材等の問題もある。このた
■コンペ構想—若い建築家に参加してもらいたい

JIA 全国大会 2010 九州を多くの人々が参加できる場と
したい。

め、負担を大きく感じさせないようなコンペ企画案とし
て市と交渉することとした。それは、①建設を前提とし
最優秀案の提案書で実施設計を行う。②応募者は 40 歳

特に一般市民の方々と 40 歳以下の時代の若い建築家

以下の建築家が対象。③審査委員、審査過程をオープン

たちに多く参加してほしい。そのために JIAらしい企画

に（全国大会において最終公開審査）する。④他の制約はで

で何か仕掛けたい。それにはコンペがふさわしそうだ。

きるだけ少なくし広く案を求める。等々。

前年の U-40 六甲コンペの成功はそれを示していないか。

当然、コンペの企画・開催・運営そして建設まで、で

40 歳以下の建築家を対象に実施を前提としたコンペと

きるだけ JIA 北福岡会が協力・応援することを約束し、

して大会で公開審査を行えば、建築の多様な面白さや建

交渉がスタートする。初動期の感触はまずまず、視界良

築家の真摯さを人々に直接アピールする場になり、大会

好。間もなくコンペ対象物の選定に入るとの連絡があり

が盛り上がること受け合いだ。

順調に進むと思われた。ところが物ごとを決めるにはタ

バブル崩壊後、時代は新築数を減らす方向にシフトし

イミングが必要。対象物を決定するには、相談時期が遅

た。建築家が自分の考えを実作を通じて世に問う機会が

く今年度の計画にコンペに適した案件がないことがわか

確実に減ることになる。人によりこの時期を充電に充て、

り、新年を迎えるころには暗礁に乗り上げそうになった。

バーチャル的世界内で建築を構想することもできるだろ

行政が相手の場合、年度と予算等の壁があることを改め

うが、建築家は、人やモノと対峙し、建築を創ることで

て実感する。もう 2 ヵ月早くスタートしていればと悔や

鍛えられ大きく成長するものでもある。実作が減ること

まれた。

で、特に社会的信用を得る過程にある若い建築家が強く

振り返り考えれば行政内でもこの時期、コンペのリス

影響を受けることが心配である。彼らが次代の建築の質

クに対する不安も極限だったにちがいない。実際、今ま

を担っているのだ。コンペを行えば一度ではあるが彼ら

でのコンペでも、蜜月だった関係が、諸条件（特に実施）

に機会を与えることとなる。キャリアを求めて飢えてい

に伴い変質し決裂した例はいくらでもあるのだ。

る彼らは、その一度の機会に飛びつくに違いない。同じ
土俵で競うことにより他人との差異を確認することはと
ても重要なことである。
また主催者にも、集まった秀作の中から実施案を選択

■コンペ実施——年度が変わり一気に進行
機が熟し進みだしたのが 2010 年 4 月。概要が一気に
決まってゆく。最も注意した審査委員の選考に関しても、

することができるメリットがある。しかもリーズナブル

審査委員長、審査委員に JIAより推薦した会員の建築家

な費用で。通常、一つの小さなプロジェクトに対し、多

手塚貴晴さん、末廣香織さん（他 3 名の審査委員は行政

くの建築家が熱意をもって提案を出すようなことはあり

関係者）が決まり、コンセプト・要綱づくりを市と協働

えず、費用対効果は十分あるといえる。つまりコンペを

（コンペ概要は表を参照）
していただいた。

開催することは大会にふさわしい企画の一つとなり得る
はずだ。

JIA 全国大会 2010 九州―U-40コンペに込められた思い
は概ねこのようなものではあるまいか。

● 1 次審査
小規模かつ募集期間の短いコンペだったにもかかわら
ず、応募登録数 280、応募作品数 149 を数えた。彼らは
やはりこの種のものに飢えていた。2010 年 9 月 10 日の 1

■コンペ初動期——年度と予算の壁を実感

次審査は非公開。5 人の審査委員が投票で 149 作品から

企画草案時より温めていた企画であったが実現までの

10 作品を選ぶ。選考過程が公平に行われたことは事務

道のりは決して順調ではなかった。2009 年夏、準備委員

局としても、JIA 会員としても保証できる。落選案の中

会にて大会に合わせてのコンペ開催を探ることが決まる。

にも力作はいくつもあり応募者の真剣さが感じられ、こ

さっそく、準備委員会としては主催者探しに入り、まず

の企画の成功を確信した。
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最優秀 秘密のクリ園（設計：高橋彰子）

を用いた柔らかな外観、エコロジカルサニテーションの提案）、
（8 種類のトイレブースを縦につないだもの。
「展望トイレ」
エレヴェーター利用する 9 階建公衆トイレ）、
「段々のレスト
（斜面地を階段にして各トイレブースを分散的に
スペース」
配置したもの）、いずれもユニーク。優秀案（3 案）から最

優秀案選考への議論は特に熱を帯びた。
この日の印象として強く残っているのは手塚審査委員
長の進行。提案者・審査委員の意見に真摯に耳を傾け、
多様な視点からの議論を誘発し、協議の中から実施案と
してふさわしい案を絞り込んでゆく。会場も大きく盛り
上がる、大成功。委員長人選の重要性を実感した。協議
の結果、条件付き（工事費調整・協議）で高橋彰子案（「秘
●最終審査（公開審査）

2010 年 10 月 9 日は JIA 全国大会 2010 九州での公開審
査日。10 作品を設計者自らプレゼンテーション、その後

密のクリ園」）に決定し公開審査閉会。公開審査としても

大会のイベントとしても十分充実していたと自負してい
る。

審査委員と質疑応答。全員意欲満々、熱意がみなぎる。
「秘密のク
10 案の中から優秀案 3 案を選びだす。3 案は、

■コンペ後、それから——地元建築家の成長を期待したい

（特徴は、クリの木中心の中庭型プラン、耐候性鋼板
リ園」

ウィナー高橋さんは翌年 1 月に市と基本設計、続いて
同年 8 月に実施設計をコンペ案の特徴を損なわず完了。
工事発注が済み、年度末竣工の予定で現在施工中である。
最後に今回のコンペについて、大会誘致に積極的だっ
た北九州市はその成果を得ることにも積極的であり、

JIAとの協働、企画作り、審査委員の選出、審査過程の
透明化、公平な審査、選出案の実施等に、リスクを恐れ
ず主催者として真摯に努力された。そのスタンスは現在
までぶれてはいない。この意気込みの強さが今までの成
功への礎であったと思う。ただコンペの最終評価は産み
落とされたものが建築として、良質な社会的資産として
生き残れるものと確認するまでだから、いま少し時間が
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245

展望トイレに向かう人

展望トイレからの眺め

展望トイレ外観

展望トイレ
これはタワーのように、様々なトイレが積層した、展望トイレの提案です。
メゾネット

3500

EV

PS

9階

2900

5階

のぞむことができます。

トイレ

EV

PS

8階

石張りの
トイレ

EV

PS

3600

緑化トイレ

( 男性用
)
)

PS

EV

3階

テーブルの
あるトイレ

男性用

EV

A ʻ

PS

2階

A

EV

6階

多目的
トイレ

トイレ

緑化トイレ

緑化トイレ

テーブルの

テーブルの

あるトイレ

メゾネット

あるトイレ
階段

メゾネット

トイレ

トイレ

ギャラリー

石張りの

石張りの

トイレ

トイレ

トイレ

( 男性用 )

( 男性用 )

トイレ

男性用

多目的
トイレ

男性用

多目的

EV

トイレ

2000

B ʻ

PS

EV

Site plan S=1:500

3000
5000

1階

鳥瞰パース

ベンチのある

トイレ

ギャラリー

3000

B

ベンチのある

7階

トイレ

PS

展望トイレ

❽
——

いつもとは違う時間の過ごし方ができるトイレを目指しました。

屋上テラス

展望トイレ

EV

4階

再びエレベーターで地上へと戻っていく。

2800

PS

それぞれのトイレで思い思いの時間をすごし、

4000

ベンチのある

ギャラリー

高い所で遠くの風景をながめたりすることができます。

29400

広いトイレでゆっくり過ごしたり、ギャラリーで絵を見たり、

2100

EV

展望トイレでは、上の階にいくほど窓が大きくなり、明るく開放的な風景を

屋上テラス
展望トイレ

トイレ

PS

4700

エレベーターでむかいます。

2800

8 タイプのトイレには様々なトイレがあり、訪れた人は行きたいトイレに

Plan

A-Aʼ section

S=1:300

B-Bʼ section
S=1:300

優秀 展望トイレ
（設計：末光陽子）

061

優秀 段々のレストスペース
（設計：中西ひろむ）

かかる。
反省材料としては、とにかく期間が短く、広報やリス
ク対応への事前協議が十分でなかったこと。勢いでいっ
てしまった感がある。十分な前さばきの期間をとるべき
であった。また、最も啓発されてほしいと期待していた
地元の若手建築家の応募が少なく、最終審査の俎上にあ
げられたものがなかったことだ。コミニュティアーキテ
クトを目指すとしても、コンペに勝ちうるだけの力を日
常で養っていないと生き残れるはずはない。地方の小さ
なコンペにもかかわらず、全国よりこれだけの応募が
あった現実を見据え、今後力を養う必要があると思う。
北九州らしいテーマで全国に英知を求める企画が再びな
された時、建築家として大いに力を発揮してほしいと思
う。

■コンペ概要

用途・規模 北九州市小倉南区長野公園内の公衆便所
約 40㎡ 構造は自由
主催
北九州市
協力
日本建築家協会
審査委員
手塚貴晴氏（委員長）、末廣香織氏 他 3 名
（行政・地元関係者）
応募資格
平成 22 年 7 月 1 日時点で 40 歳以下であ
ること
一級建築士の資格取得者であること など
要項配布
平成 22 年 7 月 1 日㈭～８月 6 日㈮
提案図書
平面図、立面図、断面図（縮尺自由）、外
観スケッチなど設計意図のわかるものと
「趣旨」
「設計条件」に照らし合わせた事項
を A3 用紙 2 枚以内で作成
応募締切
8 月 31 日㈫
一次審査
9 月 10 日㈮
最終審査
10 月 9 日㈯ JIA 全国大会 2010 九州
会場にて公開審査
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ベトナム建築奮闘記
佐貫大輔

西澤俊理（設計事務所 S ＋ Na.

The World Report
【海外レポート】

ベトナム在住）

テト
執筆中の現在（2012 年 1 月 14 日）、ホーチミンは 25℃。通り過ぎ
る風が心地よい。ふと外に目をやれば、人々がソワソワした様
子で大好きな花を街中に飾りつけている。1 週間ほどで、待ちに
待ったテト（旧正月）がやってくるのだ。路上は若い人達を満載
したバイクで溢れ返り、通勤中の勤め人、若いカップルや家族連
れ、セオン（バイクタクシー）のおっさん達が等しく年末のあわ
ただしい空気感と共に新年を迎える喜びを享受している。

ホーチミンはサイゴン川を中心に発達した街で、市内に張り巡らされた運河
は現在でも多くの水上交通で賑わっている

た奥にある。毛細血管のよ

ベトナムはとにかく若い。そして陽
気。街を見ているだけで、こちらまで

うにホーチミン市内を縦横

幸せな気分になってくる。国のおかれ

に繋ぐ HEMは、大通りと

た状況が違うだけで、人々の目指して

違って交通量も少なく人々

いる豊かさや幸福といったものがこれ

の日常生活の基盤となっ

ほどまでに違ってくるものだろうか。

ており、設計事務所の立地

この国ではそれぞれの個人が、それぞ

としては申し分ない。事務

れの豊かさを楽しんでいて、それらは

所の広さは 70 ㎡で家賃は ビルや大規模な再開発計画が目下進行中で

私たちが日本で感じている豊かさとは

1250 万 ベ ト ナ ム ド ン。 日

どうも違うようなのだ。ベトナムに来 ホーチミンの日常の風景。公

本円に換算すると 5 万円ほ

て何度も思うことであるが、改めて では、バイクが人々の生活を
「豊かさとは何か」を考えさせられる。 支えている

どだから日本と比べれば安

共交通網が未整備のベトナム

サイゴン川の対岸からみた中心地。超高層
ある

価である。
ただし、外国人がベトナ
ムで会社を設立するのは容

ベトナムへ

易ではない。まず外国企業

平均年齢 27 歳。ベトナムは発展途上の若いエネルギーと、南

によるライセンス取得の基 朝の市場には新鮮な食材が溢れており、い

国特有のどこか間の抜けた伸びやかさと、共産党の厳しい統治と

準が非常に不透明で、私達

が入り混じった不思議な国だ。日本の平均年齢 55 歳と比べても

のように 3 ヵ月で認可が降

ずいぶん若い。国内総生産で見ると日本の 2％ほどで経済規模で

りる恵まれたケースもあれ

は比較にならないものの、南部に雄大で肥沃なメコンデルタを擁

ば、最悪の場合は 1 年以上

つでも活気に満ちている

し、魚介類、穀物、野菜、果物などの豊富な食糧に恵まれて人々

も待たされた上に認可が降

の生活は豊かである。そんなベトナムで設計事務所を設立してよ

りないというケースもあっ

うやく 6 ヵ月。ベトナムでなくてはならない大きな理由は特にな

て、その按配は政府のさじ

かった。ただ、日本にはない伸びやかな空気、そしてなんといっ

加減ひとつで決まる。その 事務所内観

ても将来の可能性を感じさせてくれたのが一番の理由だ。

他にも申請時に資本金 5 万ドルが必要とされることや、4 半期の

パートナーの一人である佐貫大輔は、東京理科大学小嶋研究室
在籍時よりスペースブロックハノイモデルやホーチミン建築大学

決算報告や月 1 回の会計報告が義務づけられること、また、激し
いインフレによる物価の高騰など、ハードルは低くない。

プロジェクト等でベトナムに関わる機会が多く、ベトナムあるい
は東南アジアでの新しい建築に可能性を感じたことが渡越の決め
手となった。またもう一人のパートナーである西澤俊理は、安藤

ローカライズド・アーキテクト

忠雄建築研究所勤務中、中国や台湾をはじめとするアジアのプロ

前述したとおり、ベトナムでの事務所開設にはある程度の困難

ジェクトの台頭を目のあたりにし、アジアでの建築に挑戦しよう

も伴うが、それでも多くのチャンスに恵まれている。もちろん外

と決意した。

国人であることも大きな要因の一つであるとはいえ、我々のよう

ともかくも出口の見えない日本の不況に危機感をつのらせてい

な開設して間もない、たかだか 5、6 名に満たないルーキーの事

た私たちは、2009 年に渡越。ベトナムの建築事情をより詳しく把

務所にも、3haや 10haといった大規模計画の話が持ち上がってく

握するためベトナム人の友人の設計事務所でパートナーとして約

るのだ。これらは急速なインフラ整備に伴う投資による部分が大

2 年間活動し、2011 年 9 月に設計事務所 S ＋ Na. を立ち上げた。

きいが、ベトナムに限らずラオスやカンボジアといった他のアセ

事務所は 1 区中心地の大通りから HEMと呼ばれる小道を入っ
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アン諸国でも同様に、都市開発に関しての異様な熱気を感じる。

施主は個人や企業を問わず様々だが、建築メディアが未発達な

も相当手を焼いているらしく、

この国では口コミで仕事の依頼を受ける場合が多い。公共や民間

建築家が風水師を買収して設

のプロポーザルコンペもあるにはあるが、ジュリープロセスが不

計しやすくする、といった話

透明であり、勝てたとしてもその後複雑な手続きを経るため、現

も聞くほどだ。

状ではかなりハードルが高い。またプロポーザルを行う機会が多

また、慢性的な電力供給不

いとはいえ、プロジェクトを最後まで持続させるのは非常に難し

足もあいまってエコデザイン

い。経済的な問題や政府の認可におけるトラブル、施主にダマさ

に対する関心も高く、熱帯の

れて絵を描かされるなんてことはしょっちゅうだ。
また、外国人にとって大きな障壁となるのが設計料の問題だ。

土地でありながらエアコンを

鮮やかなピンクのブーゲンビリアに彩ら
れたベトナムの住宅。ベトナム人は緑や
花が大好きだ

嫌うベトナム人は多い。その代わり、隙間さえあれば緑を植え、

現在のベトナムでの設計料の基準は、㎡当たりの計算でかなり高

水庭を張り、穴あきブロックを多用して自然通風を取り入れる。

くても概ね 500,000ベトナムドン。桁が多くて高いように感じる

日本のような高精度・高気密の家が期待できないベトナムの建設

かもしれないが、実は 2,000 円程度で、300㎡の住宅を設計しても

事情を考えれば、このような自然の力を利用した環境デザインは

設計料は 60 万円にしかならない。これは日本での設計料の 1/10

ある意味必然ではあるが、植物が日々の暮らしに息づいているよ

以下で、とてもじゃないが日本ベースでは仕事にならない。た

うな生活観は魅力的である。

だ、生活基盤をこちらに移せばベトナムの物価は日本の 1/5 から

気候条件の違いが設計に与える影響も大きい。6 ヵ月間の雨季

1/10 だから、規模の大きな仕事を日本のペースの 2 倍のスピード

の間毎日のように降るスコールは、文字通りバケツを引っくり返

で設計するという条件で、なんとか成立する。逆に言えば、こち

したような凄まじさで、当然雨仕舞は日本よりも強固なものにし

らに乗り込む覚悟さえあれば日本以上のスピードで建築が実践可

なくてはならない。逆に、熱帯地域であるホーチミンは北部に位

能なわけで、お金と時間という意味では正直厳しいけれどもチャ

置するハノイと比較して四季もなく、気温は 25 ～ 33℃と一年を

ンスという意味では大変魅力的である。実際私達の周りでも海外

通して安定しているため、外部に開かれた開放的な住環境が成立

に興味を持っている友人は多く、特に最近ではインターネットを

する。地震がほとんどないことも、構造計画や端部の納まりなど

利用して現地の情報を格段に収集しやすくなっているため、若い

に大きな自由度を与える。

人を中心にチャンスを求めて海外に拠点を構える建築家＝ローカ
ライズド・アーキテクトが今後増えていくのではないかと思う。

一般的にベトナムでは貧富の差が非常に大きく、共産党などの
ごく一部の超エリートやスーパーリッチが実際的にこの国を動か

設計プロセス

している。所得格差が小さく中産階級が社会のほとんどを占める
日本の社会構造とは大きく異なる。私たちのクライアントはどう

ベトナムではとにかく設計のスピードを要求される。依頼が

してもこの富裕層になりがちなのだが、最低 300㎡以上要求され

来て 3 ヵ月後には着工したいというような話はよくある話で、時

る彼らスーパーリッチの住宅の設計では、細やかな使われ方に重

には 1 ヵ月で設計を完了して欲しいというケースさえある。3 ヵ

点が置かれることはない。素材や眺望などといった「本当にリッ

月ではどう頑張っても実施設計までは終わらないため、基本設計

チな生活」が望まれ、デザインには強いアイデアをもとにした作

を終わらせた段階で概算を合わせ、いくぶん曖昧な施工契約を結

家性や主体性が求められるのだ。

んで工事が始まることになる。地盤の悪いホーチミンでは杭工事

こういったクライアントとの対話を重ねる中で、建築家の職能

と基礎工事に 2 ヵ月ほどかかり、その間を狙ってギリギリで実施

について改めて考えさせられることもしばしばだ。私たちはベト

設計を仕上げるといったタイトなスケジュールになる場合も多い。

ナムで日本のデザインのコピーをするのではなく、ローカライズ

このスピード感は現在の日本ではあまり考えられないことだし、

ド・アーキテクトとしてベトナムでしか実現できないようなデザ

バブル以降の日本で育った私たちからするとそれ自体が異質で面

インを目指しており、クライアントとの対話やこれらのテーマと

白い現象でもあるが、この状況に対してなにか能動的に仕掛ける

真正面から取り組んだその先に、ベトナムまたは熱帯ならではの

方法がないかと現在模索中である。

豊かさやデザインを見つけていきたいと考えている。

一方、設計のテーマとして中国同様必ず話題になるのが風水
（FengShui）で、これはかなりの難敵である。まず礼拝室の位置
が決まり、次に玄関と車庫の位置が決まる。ここまでなら何とな
く理解も譲歩もできるが、ここからが止まらない。階段室、台所、

施工精度 5cmの壁
ベトナムではまだまだアーキテクトの職業認知度が低く、現場

トイレ、PS、各室のベッドの位置、階段の段数、それから着工

監理という概念が希薄である。ローカルのアーキテクトは通常現

日や竣工日……。ベトナムでは、これらのシキタリを指導する風

場監理を行わず、施主自身が現場監理を行う場合もしばしばだ。

水師と呼ばれる専門職があり、クライアントに対する彼らの影響

というのも、施工発注の形式が施工者への一括発注以外に、コス

力は建築家とは比べ物にならない。これにはベトナム人建築家

トを軽減するために施主（あるいはその知人）が分離発注を独自

JIA MAGAZINE 278

MARCH 2012 ●

013

画像 @2012 GeoEye, Cnes/Spot Image, DegitalGlobe, 地図データ ©2012 Google

に行う場合があるからであ
る。つまり施主サイドが現
場監督を行うわけだ。
もちろん私たちの事務所
では現場監理も請け負うの
だが、現場のコントロール
は困難を極める。まずサッ
シュ金物や照明器具、仕上
げ建材といった資材が安定

タイル建材の小売店。通りごとに扱う建材
が異なる

的に供給されておらず、日
本のようにカタログやメー

ホーチミン市の航空写真。市内のほとんどを、間口４ｍのチューブハウスが
埋め尽くしている

カー打ち合わせでディテー
ルが決まらないため、すべ
て現場で調整しなくてはな

ホーチミン周

らない。施工者から提示さ

辺には大きく分

れるサンプルや機器にも限
界があるため、必要なモノ
は一つ一つ小さなショップ

テラゾー人研ぎの施工。日本の現場に比べ
大分のんびりしている

けて前述のアッ
パーミドルのた
めの「チューブハ

に足を運んでロットが揃っているかを確認しながら提示しなくて

ウ ス」
（Nha pho）、

はならない。施工の精度はお世辞にも高いとは言えない。外資

リッチ層のため

系の建設会社を除くローカルの施工会社では酷いケースで躯体

の「ヴィラ」
（Biet

の施工誤差が 5cmにもなる。現場監理では設計図書通りにでき

thu）、ハイエンド

ているかどうかではなく、また「新たに設計が始まる」わけであ

あるいは低所得者

る。

ホーチミン市の近郊では大規模な宅地開発が急ピッチ
で進行している

向けの「アパート

しかしながらベトナムでの建築設計は必ずしも悪いことばかり
でもない。例えば、現場変更の自由度の高さ。偶発的に見つけた

メント」
（Can ho chung cu）、中心部から離れた「田舎の一般住
宅」
（Nha Vuon）の 4 つの形式の住宅がある。

素材や、思いついた納まりを比較的簡単に試すことができる。標

中でも大量の住宅を供給する役割を担うチューブハウスは、ベ

準化とは真逆の方向ではあるが、ダイナミックに建築が決定され

トナムで最も一般化した住戸形式であり、増えゆく郊外の宅地開

る様は非常にエキサイティングだ。またミドルクラス以上（500

発も多くはこの形式で作られている。もともとはハノイ 36 通り

ドル /㎡［日本円で 13.2 万円 / 坪］）の建物であれば、安い人件費

などにも見られる伝統的な町屋スタイルだが、社会構造やライフ

によって単一の材料を大量に積み上げたり、日本では見られなく

スタイルの変化に伴いかなり厳しい居住環境となってしまってい

なったテラゾー人研ぎといったような細かい手の込んだ施工がで

る。

きる。これらは私たちの設計した「Stacking Green」にも生かさ

一つには地価の高騰による狭小化・高層化が問題であり、なか
には間口 4mで 8 層以上のものや、間口 3mのものまであって、低

れている。
緻密なディテールを積み上げていく日本で行う設計とは全く異

層階では自然光や通風を得ることが極めて難しくなる。また 4 層

なり、できることが極端に限られたベトナムでの設計ではあるが、

程度の標準的なチューブハウスでも、寝室が 5 室以上要求される

だからこそ、より本質的な空間のアイデアが問われていると感じ

のが普通である。全室バス、トイレ付きとなるため、短手方向の

ている。

間仕切り壁がたくさん必要となり、じめじめと薄暗く日中でも照
明を付けなくてはならないような住宅になってしまう。さらに

ホーチミン市の住宅問題

チューブハウスの効率化のために、政府によって完全に断面が指
定されている地区も存在する。

上空からホーチミン市を眺めてみると、放射状の街区の中が短

また他都市同様、ホーチミン市においてもアーバン・スプロー

冊状に細かく割られていることがわかる。これらはホーチミン市

ルが表面化している。上下水道や電気、公共交通機関などのイン

に町屋のような細長い形状の建物が密集していることを示してお

フラ整備が遅れているのにもかかわらず、投機的な土地購入がも

り、概ね各戸は 4m × 20mほどに分割されている。それぞれの建

たらす郊外の宅地開発が進んでおり、慢性的な交通渋滞、退屈な

物が外壁をもち、その外壁が隣家の外壁と接する（戸界壁共有で

住宅や均質な風景の量産、郊外の自然破壊などといった問題が引

はない）言わばチューブハウスの形状だ。

き起こされている。10 年 20 年後に確実に顕在化するこれらの問
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撮影：大木宏之

題にどう答えるのか、今まさに建築家が大きな社会的役割を担っ
ていると言えるであろう。

プロジェクト

エントランス外観。広場を囲むようS字状に蛇行して配置されている

広場を巻き込むように S 字
状に蛇行して配置されてい

部を紹介したい。

る。最大 5 階建て、延床面

撮影：大木宏之

様々な困難にぶつかりながらも、3 年あまりの間にいくつかの
プロジェクトに参加し竣工を迎えることができた。そのうちの一

積 6,000 ㎡と比較的大きい
■ Stacking Green

ながらもローコストでつく

＊

るだけオープンで広がりの
ある居住空間が求められた。
この住宅では短手方向の間

をレンガで埋め、モルタル
＋塗装とする、ベトナムで
は標準的な仕様で作られて

仕切り壁を最小限にするこ

いる。全体のサーキュレー

とで、心地よい風や柔らか

ションは二つの広場や周囲

い光が内部まで入り込むよ

の緑に接続しながら、緩や

うに設計した。

夜景

撮影：大木宏之

る必要があったため、コン
クリートラーメンフレーム

撮影：大木宏之

積み上げられた緑のプランターをファサードと建物背面に持つ
チューブハウスである。施主は 30 代の女性とその両親で、でき

かに全体が繋がれていく。

外観。ベトナムでの標準的な仕様で施工さ
れている

光 に照 らされ たプラ ン

現場打ちのプレキャストコ

ターは住宅内部のあらゆる

ンクリートルーバーを建物

場所から眺めることができ、

外周部に配置し、強烈な日差しから教室を守るシェードとなると

強い日差しを適度に和らげ

同時に、風が建物内部を通り抜ける「外の学校」となるよう意図

るシェードとして機能する。

している。

この緑のプランターは、至
る所に植栽がなされたホー
チミン市内の風景からのリ

Stacking Green外観。４ｍの間口いっぱい
に緑が溢れるよう意図した

また、内部壁面は近郊で
採れるグラニート・ストー
ン を 2cm 角 の 棒 状 に 加 工

Vo Trong Ngiha 設 計 の 上 海 Expo 2010 の ベ ト ナ ム 館 に
撮影：大木宏之

ファレンスである。

■ Vietnam Pavilion in Shanghai EXPO 2010 ＊

Associate Architectとして参加、万博当局が用意する間口 18m、
奥行き 50m、高さ 12mの鉄骨の骨組みに対するリノベーション
のプロジェクトであ
る。設営期間が半年

し、 一 つ 一 つ 職 人 の 手 に

ほどの仮設建築物で

よって積み重ねて作られて

あ る た め、 ロ ー エ

おり、手の込んだ特徴的な

ミッション・マテリ

インテリアとなっている。

内観。内壁は2cmのグラニート・ストーン
を積み重ねている

アルで比較的造作に
も優れた竹を外装、
内装の全面に使用し、Vietnam Pavilion in Shanghai Expo 2010外観。
施工期間、施工費用
の短縮に努めた。外

ローエミッションマテリアルである竹を外装、内
装全面に使用した

装は竹をウェーブ状
に編み込んだシェー
ドで四周を覆い、天
ダイアグラム。緑溢れるホーチミン市内の風景からのリファレンスである

■ Binh Duong School ＊
ホーチミン郊外のビンズン省で計画された小中一貫の私立学
校である。豊かな緑に囲まれた美しい敷地に対し、校舎が 2 つの
＊印はVo Trong Nghiaと共同設計

井の高い内部空間は
竹を束ねてそれ自体
が自立する柱と梁の
構造体で全体を構成
している。

内観。内部は竹を構造体としている
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■ ANH House

もパートナーとして共同し

ホ ー チ ミ ン 市 2 区 に 建 つ、

て い た Vo Trong Nghia 氏

チューブハウス型の個人住宅

は、東京大学修士課程を修

である。先述した通りベトナム

了し、ベトナムで設計事務

では一般に小さな住宅におい

所を主宰している。ベトナ
ムでは数少ないアトリエ系
のアーキテクトであり、竹

切る壁が多く、通風や採光を
考慮すると平面計画がかなり

の建築をはじめとした様々
な建築を発表している。ま Bamboo Dome（Vo Trong Nghia 設計、2007）

限定されてしまう。

た Nguyen Hoa Hiep 氏 は

そこで提案では、各フロア 5

ホーチミン建築大学を卒業

枚の「スラブ」のみを構成要素 模型写真。５枚のスラブのみを構成要
とし、部屋を分節するパーティ 素としている

後、独学で日本のディテー

ションの多くを可

多くの建築作品を生み出し

ルや海外の建築作品を学び、

動間仕切りとした。

ている。2 人ともまだ 30 代

開け放てば一つの
フロアをすべて一

半ばだが、いまやベトナム Lam Café（Nguyen Hoa Hiep 設計、2011）
の若手建築家として注目さ

体の空間として使

れる存在である。
その他にも、私達と同様にアメリカ、フランス、イタリア、ス

えるようになり、
自然通風とともに

ペインなどの欧米諸国の若手建築家がホーチミンで設計事務所を

吹き抜けやスラブ

開設する事例も増えており、先進国の景気動向を踏まえればこの

からの反射による

流れは今後も継続するものと思われる。

柔らかい光が室内
に降り注ぐように

断面図。分厚いスラブには南国の植物や家具の一部が
埋め込まれている

彼らと話をしていると、日本のみならず、シンガポールの

Kerry Hillや WOHA、インドの Mumbai Studioといったアジア

計画している。また、分厚いスラブには植栽や家具の一部を埋め

の他の国々の建築家への注目度も高い。熱帯地域の建築の新しい

込み、外のような開放的な空間となることを目指している。こ

可能性を、私たちを含む多くの建築家が感じているのだ。

れらはベトナムの伝統的な「床座の暮らし」に学んだものである。

2012 年 10 月竣工を目指して計画が竣工中である。

今後アセアン、あるいはアジアがより流動化していくなか、や
がて熱帯の建築が大きなムーブメントとなることを予感させる。
ベトナムは発展途上である。先進国とは比べものにならないほ

これらプロジェクトは全て、ローカルマテリアルを使って施工

ど、技術や生活の水準はいまだ低い。しかしそこには、貧しさは

している。設計・施工期間、コスト等もかなり流動的で困難な部

思いのほか感じられない。階層はあったとしても、多くの人が

分は多いが、それにも増して多くのプロジェクトが目に見えて

ハッピーに今を生きている。日本とは全く異なる環境の中だから

建っていくプロセスからは、やはり日本にはないエネルギーを実

こそ、
「豊かさとは何か」あるいは「建築に何が可能か」を改めて

感することができる。

考える契機になる。
現在カンボジア、ラオス、ミャンマーといった他の東南アジア

ベトナム建築のこれから
ベトナムでは、まだまだ日本や先進国の水準で設計を行う建
築家が少ない。大学等の教育機関では今のところエンジニアリ
ング教育に傾いており、建築家教育が行われているとは言い難
いし、建築の議論を行う場が圧倒的に少ない。また、建築専門の
雑誌メディアも学会誌を除き発行されていない。学生や会社のス
タッフは専ら Arch Daily 等の海外の建築情報サイトの写真や CG
を見るのみで、情報源がかなり少ない上に、流行に極端に偏りが
ちなのが実情だ。しかしながら、ベトナムで息吹く若い建築家た
ちも着実に増えているように感じる。事実、日本や欧米に留学・
あるいは修行した若いベトナム人設計者も戻りつつある。私たち
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諸国とのボーダーはますます希薄になっており、私たちの活動も
自然と広範囲にわたっていくであろう。その中でいかに豊かな建
築を作りうるか、熱帯の建築の新しい可能性を探るべく、奮闘す
る日々である。
佐貫大輔（さぬきだいすけ）

西澤俊理（にしざわしゅんり）

一 級 建 築 士。1975 年
富 山 県 生 ま れ。2004
年東京理科大学大学
院博士課程単位取得
退 学。 同 大 学 理 工 学
部建築学科小嶋一浩
研 究 室 助 教 を 経 て、
2009 年 渡 越。2011
年ベトナムにて設計
事 務 所 S+Na.を 共 同
主催。

一級建築士。1980 年
千葉県生まれ。2005
年東京大学大学院修
士課程修了。安藤忠
雄建築研究所勤務
を経て 2009 年渡越。
2011 年ベトナムにて
設 計 事 務 所 S+Na.を
共同主催。

撮影：大木宏之

ても沢山の緒室（主に寝室）が
要求されるため、内部を間仕

支部便り
東海支部

第 28 回 JIA 東海支部設計競技
第 28 回 JIA 東海支部設計競技の審査会が 2011 年 10 月 8 日、名
古屋市立大学北千種キャンパスで、表彰式とゲスト審査員保坂猛
さんによる記念講演会が 12 月 3 日、名古屋大学 ES 総合館 ES ホー
ルにて、それぞれ行われました。

■第 28 回 JIA 東海支部設計競技とこれから
ディスタンスのあるいえ／デイリーないえ ･ インナー・シティの
いえ／駆け込み寺／ “ 族 ”のいえ／幻想と市の幻覚のいえ／実家
／宿／音を感じるいえ／磐座
（いわくら）
／煉瓦／紙／木
（間伐材）
／やきもの／布／商店街に住まう／田舎に暮らす／場所の記憶／

■ JIA 東海支部設計競技
日本建築家協会東海支部の主催する「建築設計競技」は、今年
で 28 回を数えます。
このコンペのテーマの底に流れる思想は、街、あるいは住まい

住宅地に仕掛ける／もてなしの場～あなたの愛知万博～／境界空
間／身体（からだ）／雨／ニワ／奥／うちとそと／屋根と床／光
と風。

の空間のより豊かなあり方を求めるものです。この間、様々な状
況の変化（地球資源の有限性の顕在化や、情報伝達手段の革命的
な発達等）がもたらされ、建築や建築を考える価値観に大きな変
化が生じました。
「豊かさ」の基準も変わりつつあると感じられま
す。

26 回～ 30 回では、そんな変化の只中にある「住まい」に着目し、
“「風土」を見る ”というシリーズテーマのもとに真の豊かさのあ
り方を追求したいと考えています。
明日の豊かさにつなげるために、我々が置き去りにしてきたも
のを今一度掘り起こし、提案することを求めます。

第 1 ～ 28 回までのテーマ（課題）を列記してみた。この間、5 つ
のシリーズテーマのもと 28 もの課題が提示され、応募数も 100
作品程度から、200 ～ 300 を超えるものになり、その総数は 4,000
作品にせまるものとなっている。全国の建築を志す若者たちに、
その力を試す場として定着してきているのであろう。
この 28 年の間に、当初の応募者たちは、コンペを運営する立
場となり、プレゼンテーションは手書きからコンピューターを
使ったものへと変化してきた。そして社会情勢は大きく変貌し、
建築を取り巻く状況は厳しい時代を迎えている。
この設計競技もあと 2 年で 30 回を重ねることになる。今、そ
してこれからの時代に、この設計競技の意味やこれからの方向性
について、しっかり見つめ直す時が来ているように感じている。
（吉川代助）

■シリーズテーマ“「風土」を見る”
本コンペシリーズは、地域に固有な風土を見つめることで、
グローバルな視座をもつ住まいのあり方の提案を求めるものである。
建築において風土を見ることは、その土地の文化や環境を深く考察し、
歴史的なコンテクストを読み取り、材料や建築方法を選択することであろう。
それは、現代の考え方や技術を否定することではなく、
思考のよるべき柱として重要な役割を担うものだと考えている。
（奥野美樹）

抜粋して掲載（全文は Web サイトでご覧になれます。http://www.jia-tokai.org/）

審査風景

■第 28 回 課題『光と風』
住まいを考える時、光と風がもたらす現象は空間にとって大切な要素である。
光と風をイメージした時、心地良い種類の光と風とそうでない場合がある。それは
多くの自然現象に言えることだが、その地域の持つ特性や気候、風土を無視して快
適で安らぎのある住空間は成立しない。
光は闇によって生かされ、光が無ければ空間は認識できない。
自然の光であれ、人工の光であれ、光こそが空間に生命をもたらす。
風は空気の流れによって生まれ、空間に心地良さを与える。
空間は光と風の織り成す調和によって生かされ、生命と安らぎを与える。
本来これらをコントロールする事により空間の快適性を求めてきたはずだが、その
原理原則を逸脱した空間表現が多く見られる今、もう一度、光と風の持つ可能性を
新しい価値観で問い直し、生命と安らぎの有る住空間の提案を求める。
（道家秀男：審査委員長）

■審査委員（順不同・敬称略）
○道家秀男 （道家秀男建築設計事務所）
北川啓介 （名古屋工業大学）
久野紀光 （名古屋市立大学・テレデザイン）
笹野直之 （笹野空間設計）
恒川和久 （名古屋大学）
眞木啓彰 （MA 設計室）
村山恒久 （村山建築設計事務所）
◎保坂 猛 （保坂猛建築都市設計事務所）
（◎印：ゲスト審査委員

○：審査委員長）
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東海支部
入賞者 応募総数 203 点
学生の部（応募数 85 点）

＊印はグループ内の代表者、敬称略

一般の部（応募数 118 点）

■金賞

■金賞

「ハウスラウンジ」中田将太＊（三重大学）、岩月亮士（三重大学）
■銀賞

「光が落ち、風が流れることについて」塩入勇生（信州大学大学院）
■銀賞

「森の呼吸」川本達也（愛知工業大学）

「ほわほわ」小川裕子＊（三井ホーム株式会社）、臼井直之（香山壽夫建築研究所）

「影が教えてくれた」竹中祐人（千葉大学）

「限られた光と風／研ぎ澄まされる感覚」吉田泰洋（株式会社

竹中工務店）

■銅賞

■銅賞
「日常の深浅」神永侑子（愛知工業大学）
「寄り添う家」根本雅章＊（芝浦工業大学）、伊東広太郎（芝浦工業大学）

「“帯”の家」一瀬健人＊（神戸大学大学院）、野口理沙子（神戸大学大学院）
「ひだまりの家」久保一樹（信州大学大学院）

「flap house」斎須幸太郎（法政大学）
「光のかたち、風のかたち」大谷一成＊（京都府立大学大学院）、
＊
（神戸大学）
（神戸大学）
「Under the Eaves  —軒下に住まう—」山内翔太
、浅田翔大
豊崎竜也（京都工芸繊維大学大学院）
「ビル風と暮らす」立石翔也＊（名城大学）、平松勇気（名城大学）
■特別賞

「盲目の家」紺野真志（近畿大学大学院）
「Concord Pillar  —自然に呼応する柱状空間—」小松慧史（大東建託株式会社）

「からまりドマ」青山享央（名古屋工業大学）

■特別賞
「となりの光、むこうからの風」崔

学生の部 金賞

一般の部 金賞

審査を終えて
ゲスト審査員

恭輔（金沢工業大学）

審査の終盤、個人的に推す作品を絞るに至り、審査する側の
保坂

猛

評価のポイントが問われた。私の評価のポイントは「光と風」を、
人工的にコントロールしきることができない「大いなる自然」と

2005 年このコンペに応募したこと

して考え、そのようなものとどのように関わってチャレンジをし

がこのコンペとの出会いである。6 年

ているかという点を重視した。逆に言えば、光と風を人工的にコ

後の今回、審査員として参加する機

ントロールし、快適な建築を計画しようとするアプローチだけで

会を頂いた。そのような訳で個人的

は、現実的な問題に対する答え以上のものにはならないと感じた

に感慨深いものがあり、審査する前

のだ。かといって、アイデアコンペだから現実を忘れて奇抜な案

から楽しみであった。テーマが「光と

を出して欲しいという単純な話ではない。アイデアコンペであれ

風」という、建築の永遠のテーマのひとつであり、本気で取り組

実際に建てる建築であれ、建築は何らかのフィクションをフィク

むに値するすばらしいテーマだと思い、また私も応募したいと思

ショナルなままリアルな現実へと着地させることが可能である。

うほどであった。

現実的問題を超えて、フィクションとリアルの間を漂うようなバ

楽しみにしていた私の期待を超えて、集まった作品はレベルが

018

ランスでチャレンジしている案を強く押したいと考えた。

高かった。学生の部も、一般の部も全体的にレベルの高い作品が

審査は学生の部も、一般の部も白熱した。金賞、銀賞はほとん

多く、審査として与えられた時間をフルに使い集中して全部の案

ど甲乙なかったと思う。特に学生の部では、白熱した議論の末、

を読み込んだ。かなり疲れたが、本当に楽しい疲れであった。審

もう甲乙つけられないので、金賞は無しにしようという意見まで

査する側としては、すばらしい案を見逃してはならないという思

出た。最後の最後に、
「ハウスラウンジ」をあえて私が強く推させ

いで、注意深く、図面も文章も全て目を通した。そんなプロセス

てもらった。この案は、光や風は人工的にコントロールしきれな

で個人的にまず選んだ作品が学生の部で 22 作品、一般の部で 27

いものという視点を持ち、細い円筒型の建物を敷地のまん中に建

作品にのぼった。これらの作品についてもコメントしたいところ

て、その周りをハウスラウンジと呼び、屋外が生活の場に見える

だが誌面が足りないので省略するが、それぞれに光るものがあっ

のである。タイトルも含め、この案のもつ可能性と広がりを感じ

たと感じている。

た。

●
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愛知地域会

「素材を訪ねる旅」シリーズ

第１〜５弾

愛知地域会事業委員会の企画「素材を訪ねる旅」の意義は、

葭は毎年冬に刈り込み春に新芽が出る循環で水を浄化し、多生

実際に足を運び体験を通して素材を学ぶ。

態系保護を担っています。地球温暖化や、生態系保護の危機、伝

意識されなくなった物を再認識する。

統の継承が難しくなってきた現在だからこそ、地産・循環・天然

実際に扱っている職人さんを通して素材の魅力を探る。

素材として生活の場に取り入れていけるのでは、と意識が深まり

時代に流されない「素材」を見直すことの重要性を知る。

ました。

東海地区は素材の宝庫。年 3 ～ 4 回ペースでいろいろな素材を
巡り体験する企画を行っています。素材の生まれる場所に立ち会
い、製品になるまでの過程を知る、その上で建材としての扱い方

第 4 弾■「木材製材所＋五反田の家見学—西三河へ—」
建築において最も基本的で素

を理解し現場に生かすことができること、また製造者と使い手や

朴な素材のひとつである木材。

JIA 地域会とのコミュニケーションが生まれることで、新しいマ

工業製品隆盛の中、設計者も木

テリアルの展開に発展することができれば、と企画の想いは広が

材という日常の中にある様々な

ります。

可能性を持った素材から距離を

ただいま 6 弾目を企画中。これまでのシリーズの第 1 ～ 5 弾で
訪ねてきた場所を紹介します。

置いてしまったように思えま
す。地域に残る数少なくなった
製材所を訪ね、今一度木材の可

第 1 弾■「タイルの産地全国一の町—多治見・笠原へ—」

足助の製材所にて

能性を見直してみました。

岐阜県笠原町だけで日本のタ

オプションとして第 11 回 JIA 環境建築賞 最優秀賞を受賞した

イル製作の 70 ％を担っていま

「五反田の家」を見学。機械に頼らず、シンプルでゆたかな暮ら

す。乾式タイル、鋳込タイル、

しを営む住まい手と設計者佐々木敏彦氏と工務店の三者の話を伺

湿式タイル、釉薬の配合、型造

いました。

りと大手企業から家内工業と
第 5 弾■「製鐡所＋鍍金工場—東海市・春日井市へ—」

して営む 300 以上の工場が集ま
り、それぞれが琢磨して品質と
機能を持つタイルの製作に取り

焼成する前の湿式押出し形成タイル

組んでいます。
オートメーション化され量産を行う工場と、注文に応じて土か
らブレンドする手加工の工場という、製作の過程が異なる 2 工場
を巡り、タイルの可能性を探りました。

産業革命以降、産業の中核を
なす材料として存在している、
そんな身近に幅広く使われてい
る「鉄」という素材にスポット
をあてました。
新日本製鉄の広大な敷地で、
毎日名古屋～東京間を往復でき

第 2 弾■「天然塗料と石工を知る旅—岡崎市へ—」
宮内庁御用達のまじめに油を精製する会社が岡崎にあります。

るほどの長さ、700kmもの熱延

製鐵所での集合写真

された鉄が生産されています。東海工場だけでもそれだけの需要

食用油となる荏胡麻油に久米蔵と称する弁柄や松煙などの、昔な

があることに驚き、溶融亜鉛メッキ工場では、高温でもムラなく

がらの顔料を配合し、天然材料にこだわった建築塗料は、木の艶

ひずみなく納めるための注意点を教わり、メッキする技術には職

を引出し、外部に塗っても輸入塗料よりはるかに色あせしないこ

人技が必要なことを知りました。

とを知りました。
その後近郊で採掘される花崗岩の加工工場へ。ダイヤモンド
カッターで切る作業や、職人が根気よく小たたきをする姿を見た

百聞は一見にしかず。これまでは東海地域近郊の建築に密着し
た素材を訪ねてきました。

後、実際に石に触れ加工を体験してみると、固いが意外ともろく

多くの建材で建物が成り立っているのですが、このように素材

割れやすい部分があるなど、見ただけではわからない石の魅力を

を訪ねることで、その地域や歴史、素材の可能性とこれからの問

体感しました。

題点、労働する人たちの環境や思いなど、それぞれのストーリー
が見えてきます。

第 3 弾■「葭を見直す旅—近江八幡へ—」
すだれやよしず、夏建具の素材となる葭を訪ねに行きました。
葭の生息地である琵琶湖の西の湖に面する円山町は、葭と農業に
よる生活に密着した環境保護で、重要文化的景観の第一号に選定

その奥行きを垣間みることによって、建造物を粗末にできない
大切に扱う心を育んでいきます。
次回は左官をテーマに企画中。そして、瓦やガラス、断熱材
……とこれからも「素材を訪ねる旅」は進行中です。

された地域です。
水郷と葭原が続くのどかで風情ある場所。昔からくらべると範
囲は少なくなりましたが、今でも建築素材としての良質な葭が自
生しています。

川口亜稀子（愛知地域会事業委員会委員長）
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支部便り

四国支部

東北の建築家に学ぶ防災シンポジウム
1 月 13 日、東北から 3 人の建築家を招き、太平洋に面する徳島
み なみ

う工夫をする仮設住宅改善の必要性に語り手の想いがこもる。

県美 波 町で防災シンポジウムが行われた。翌日徳島市内に移動

気候や地域性を意識した木造仮設住宅は被災者にとって居住性

し、
「今、何を備え、何ができるのだろうか」をテーマに引き続き

に優れ温かく、地域の森林資源を活かすことに繋がり、様々な試

シンポジウムが行われた。後者の主催は日本建築家協会四国支部、

みがなされ始めたが、乾燥材確保の壁に当たる。木材のストック

徳島県建築士会、徳島県建築士事務所協会、日本建築学会徳島支

が維持できるような地域間連携や生産体制が模索されるべきだろ

所の四会の共催で、各会の特色を生かし協力し合おうと昨年から

う。地域が元気になる課題として、進展することを期待したい。

始めた取り組みの一つである。

さらに、震災時に建築士、建築家の役割を発揮できる場が不明
であり支援活動になかなか取り組めなかったこと、仮設住宅の候
補地が、いざとなると近隣住民の反対で、二転三転したことが報
告された。地域や人とのつながりが希薄になってしまった現実に、
計画者や建築家が日ごろから近隣や地域コミュニティと関わりを
もつことや、居住者や被災地を本拠地とする組織が、様々な専門
技術者と連携して復興まちづくりに取り組め、個々の地域に対応
できる柔軟な仕組みづくりが求められる。

■復興計画へ
海の恩恵を受け、海と繋がった暮らしをする宮城県のある地区
会場から質問を受け東北の建築家から学びながら、防災を考えるパネルディス
カッション

は、海から離れていても農業が主で海との関わりがなかった地区

■地元から

から水と親しんでいたことが、状況を理解し適切な判断に繋がっ

に比べ、津波による死者は少なかった。海辺に近くても、日ごろ

徳島大学の中野晋教授から南海地震、あるいは東南海、東海等

たのであろう。旧河道、池や湿地帯の跡地など、土地の歴史を紐

と連動地震が発生した時に予測される徳島の被災状況の説明があ

解くことや、日常の暮らしの中で地域の自然と関係をつくる大切

り、自助・共助・公助の要や専門家がそれぞれの能力を生かした

さを改めて思い知る。最後に、住むことは稼ぐことであり、生計

役割分担が求められると語った。シンポジウムの後半では、徳島

が成り立つことである、ということが復興に向けての言葉であっ

県建築士会の中村正則氏が地元町内でイベント交流や勉強会など

たのが印象に残る。

をしながら防災を意識したコミュニティ形成活動に取り組み、東
日本大震災の経験をつなげようとしていることを紹介した。

■先人の知恵を案内する

■被災地の苦悩

富田眞二さんが県南漁

前日は徳島地域会の

JIA 東北支部福島地域会の辺見美津男氏、阿部直人氏、宮城地

村のミセ作りの民家な

域会の渋谷尚氏による、誰しも想像もできなかった実体験からく

どを案内されたが、最

る報告は重く響いた。福島の山河に育てられ、川遊び、山歩きを

終 日 は、 福 島 の 建 築

してきたが、今はどれもできなくなり、子供は外で遊べない。地

家辺見さんと阿部さ

震、津波は自然に起因する災害であるが、原発事故は、生きるこ

ん、環境行動ラボの篠

とと普通に暮らせることの価値を根底から覆す、文明の敗北であ

節子さんを、司会を務

ると語り始めた。

めた内野輝明さんと一

大変な事態の中で、自らの暮らしは追い詰められながら地域に

緒に北方徳島を案内す

奉仕し、苦闘し職能を発揮されている。この時期に徳島に来られ

る。鳴門で海から渦潮

経験を伝えていただくことに恐縮する傍ら、東日本大震災の経験

を見た後、浜の中にあ

から新たな問題意識や世界観、行動意識をもつことができるのか、

る製塩業の民家・福永

問う機会をいただく。

家、大谷焼きの登り窯

鳴門の入浜の中に構えた塩つくり屋をもつ福永
家

を見て、吉野川流域に

■地域社会主体で取り組む復興まちづくりへ

020

移動する。

仮設住宅から災害復興支援住宅のステージを迎えるという。し

吉野川は四国三郎と

かし、プレファブの仮設住宅の癒されない居住空間と画一的な環

称され暴れ川で、洪水

境、それに伴うコミュニティの欠如等からくる孤独死や精神障害

が肥沃な土をもたら

など深刻な二次被害をもたらしている。断熱化はもちろんのこと、

し、近世では藍作が栄

デイサービスセンターを木造にしたり、無機的な配置ではなく、

え、生産量は国内の 9

玄関を向かい合わせにするなど、会話が生まれ、暮らしを支えあ

割を占めていた。人は

●
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こんもりした水害防備林で縁取られた吉野川。
岸は石組みの水制で護られている

田中家。洪水が寄せる側から高く積んだ基礎。藁葺きの屋根が母屋
1キロ以上続く第十堰の一部に松杭と青石組の堰が残る。水は透過し浄化され、
小さな稚魚がたくさん生息する

自然と豊かな関係をど
のようにつくってきた
のか、集落や民家、川
のつくりに見て取れ
る。大洪水から集落を
守りながら、肥沃な養
分を田畑にもたらす、
日本最大といわれる竹
林の水害防備林が吉野
川を縁どる。水が当た
る川岸には水のエネル

石組みが補修されたが、
表面に青石を貼り付け
たコンクリート塊に置
き換えられ、石組みの
価値を失う

大洪水に備えて、納屋の広い軒下、オブタに吊
られた船

ギーを抑制する石組みの水制があちこちにある。豊かな生態系が
あり美しい吉野川の風景をつくっている。
藍作りをしていた藍商人の民家、田中家を訪ねた。洪水に備え

にする建設省（当時）の計画に対し、公共施設の可否がテーマと
なる初の住民投票が徳島市で成立し、可動堰計画に NOを出した。

て、基礎を石垣のように高く積み上げ、母屋を中心に蔵、藍寝床

堰による水害は歴史上なく、生態系豊かで人が川に集え地域に愛

をはじめ様々な用途をもつ納屋群、長屋門などで囲んだ端正な民

され続けた青石組みの第十堰が、川と豊かな関係をつくる文化・

家である。大洪水に備えて、納屋のオブタという広い下屋には船

地域遺産として保全されていくことを望む。河道だけで扱うので

が吊られ、この屋敷が地区の避難場所になる。一度もなかったら

はなく、水循環を含めて、流域全体で考える総合治水を市民は求

しいが、さらに上回る大洪水には、藁葺きの母屋が切り離されて、

めている。

ノアの箱舟のように屋根がぷかぷか浮かび脱出することが想定さ
れていた。

震災後の復興計画が、近代化の中

250 年間続いてきた国内最大の洗い堰、吉野川第十堰を案内し

で埋もれてしまったこうした地域

た。2000 年、第十堰を取り壊し鉄とコンクリートの巨大な可動堰

の知恵を拾い上げ、持続的社会に向
けた地域計画として生かされてい
くことを期待する。

市民と徳島市の支援で、研究者・専門家グ
ループが作成した『吉野川可動堰計画に代
わる第十堰保全事業案と森林整備事業案の
研究成果報告書』

吉野川第十堰の上をとうとうと水が流れる。水の上を歩くと、大きな風景の
中で生きていることを身体で実感する

新居照和（JIA 四国支部／日本建築学会徳島支所長）
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新連載

被災地で活動する建築家

vol.1

この 3 月 11 日で、東北地方太平洋沖地震が発生してから１年が経過しました。被災地では、多くの JIA 会員が今なお
支援活動を続けています。この連載では復旧から復興へ、被災地では今、どういう支援活動が行われているのかリポー
トします。第 1 回目は JIA 災害復興支援本部委員森岡茂夫氏に、これまでの JIAの災害への取り組みや、東日本大震災に
おける JIAの活動の概要をまとめていただきました。

東日本大震災活動報告
JIA 災害復興支援本部 森岡茂夫

■ JIAの災害への取り組み

JIAが組織的に災害時の支援活動を行ったのは、阪神・淡路大
震災が始まりでした。行政からの支援要請に対応するために、本
部に兵庫県南部地震対策会議（委員長：村尾成文）を、近畿支部

副本部長：庫川尚益 JIA 災害対策委員会委員長
２. 東北支部に JIA 東北支部災害対策本部 を設置する。
本部長：水戸部裕行東北支部長
３. 関東甲信越支部に JIA 関東甲信越支部災害対策本部を設置す

に震災対策委員会を設置し、全国の会員に支援を呼びかけました。

る。

その後､ 兵庫県南部地震対策会議の提言を受けて、本部に JIA 都

本部長：上浪寛関東甲信越支部長

市災害特別委員会（委員長：池田武邦）を設置し、大地震が起き

４. 内閣府と国土交通省に、震度 6 弱以上の地震が発生した自治

るたびに調査・提言を行ってきたのです。特別委員会を本部の常

体に JIAは支援要請の準備があることの申し出を行う。

置委員会に変えるきっかけになったのは、2004 年 10 月に発生し

５. 建築関係 6 団体に対し、災害対策の連携を呼びかける。

た新潟県中越地震です。当初、新潟県建築士会の要請で支援活動

６. 東北支部と関東甲信越支部災害対策本部に、災害ファンドか

を始めました。その後、三島町（現在、長岡市）から住家被害度

ら 30 万円の初動活動費を支弁する。

調査の業務委託を行いたいと JIAに申し出があり、急きょ、常置

７. 災害対策の情報交換掲示板を設置する。

委員会を設置することが検討されました。そして、2005 年 2 月に
開催された第 140 回理事会において承認され、JIA 災害対策委員
会が常置委員会として設置されたのです。

本部と被災地に災害対策本部を設置した 3 月 12 日から、JIAの
支援活動は始まっています。各災害対策本部が行った主な支援活
動は以下の通りです。

■ JIA 災害行動マニュアル

JIA 災害対策委員会は次のような行動基準をもとに初動活動を

JIA 災害対策本部

開始します。

3 月 11 日： 被災地の JIA 会員の安否確認を開始。

１）国内において震度 6 弱以上の大地震が発生したとき、災害対

3 月 12 日： 緊急災害対策委員会を開催。JIA 災害対策本部を設置。

策委員は速やかに JIA 本部に集合し、直ちに JIA 災害対策本
部を設置する。
２）JIA 災害対策本部は下記のように組織する。
本部長：JIA 会長

東北支部と関東甲信越支部に被災地災害対策本部を設
置。

3 月 13 日： 内閣府と国土交通省、震度 6 弱以上の地震が発生した
自治体に文書を送付。

副本部長：JIA 災害対策委員会委員長

3 月 14 日：第２回緊急災害対策委員会を開催。

本部委員：JIA 災害対策委員会委員

3 月 18 日：栃木県、宇都宮市に支援の申し入れ。

３）災害対策本部は、ただちに被災地の会員の安否と被害状況を

3 月 23 日：東北支部に委員を派遣し、支援活動について協議。
3 月 24 日：宮城県、仙台市、名取市に支援の申し入れ。

確認する。
４）災害対策本部は被災地の支部・地域会と協議し、必要と認め
たとき被災地災害対策本部を設置する。
５）被災地災害対策本部を設置したとき、JIA 災害対策本部は災
害ファンドから初動経費 30 万円を被災地災害対策本部に支
弁する。

3 月 25 日：岩手県に支援の申し入れ。
3 月 28 日：災害支援ボランティアの募集を開始し、被災地にボラ
ンティアを派遣。

4 月 14 日：東京建築士会震災・防災対策特別委員会との共催で緊
急報告会を開催。

６）JIA 災害対策本部は地震発生 3 日以内に被災地に委員を派遣

5 月 13 日：JIA 声明「東日本大震災からの復興に向けて」を発表。

し、被災地災害対策本部及び行政と支援活動について協議を
行う。

東北支部災害対策本部

3 月 12 ～ 29 日：応急危険度判定 : 福島県新地町・伊達市・西郷
■東日本大震災の初期活動

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分頃、三陸沖を震源とする地震発
生。災害行動マニュアルにしたがって、直ちに災害対策委員会委
員は本部に集結しなければいけません。しかし、首都圏でも電車
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村・小野町・白河市・須賀川市・郡山市・大越町・会
津若松市・いわき市・鏡石町／延べ 68 名

3 月 15 ～ 21 日：応急危険度判定 : 宮城県仙台市泉区・青葉区・ 若
林区／延べ 89 名

は運行を停止し、電話もつながりにくくなったため、急きょ 12

3 月 15 ～ 16 日：応急危険度判定 : 宮城県大崎市／延べ 82 名

日に Web 会議を開催し、次のことを決定しました。

3 月 25 ～ 27 日：応急危険度判定 : 宮城県亘理町／延べ 811 名

１. JIA 災害対策本部を設置する。

4 月 1 ～ 30 日：被災住宅相談 : 宮城県仙台市／延べ 868 名

本部長：芦原太郎 JIA 会長

4 月 4 ～ 19 日：被害認定調査 : 宮城県名取市／延べ 822 名

●
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4 月 7・14・21・28 日：被災住宅相談 : 宮城県亘理町／延べ 4 名
4 月 13 ～ 30 日：応急危険度判定 : 宮城県女川町／延べ 30 名
4 月 15 日：応急危険度判定 : 宮城県東松島市／延べ 4 名
4 月 15 日：被災住宅相談 : 宮城県山元町／ 1 名
4 月 18 ～ 30 日：被災住宅相談 : 宮城県女川町／延べ 9 名
4 月 21 日：被災住宅相談 : 宮城県岩沼市／ 1 名
4 月 20 ～ 30 日：被災住宅相談 : 宮城県東松島市／延べ 11 名
被災した建物に宮城地域会が開設した石巻まちカフェ

関東甲信越支部災害対策本部

3 月 25 ～ 31 日：被災住宅相談・公共建築被災度調査：長野県栄
村／延べ 28 名

4 月 15 ～ 30 日：応急危険度判定：千葉県旭市／延べ 25 名
■あらたな取り組み

2005 年に本部の常置委員会として JIA 災害対策委員会が発足し
てから、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震、能登半島地震、新
潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震、駿河湾地震、東北地方太
平洋沖地震の大地震が発生し、そのたびに JIA 災害対策本部を設
置して支援活動を行ってきました。活動は、地震発生直後に開始
する応急危険度判定、罹災証明発行のための住家被害度調査、そ
して被災住宅相談など主として行政の要請によるもので、おもに
地震発生直後に行う被災者への支援活動でした。
しかし、東日本大震災の活動は今までと大きく様相が違ってい
ます。東北地方沿岸部は大津波により甚大な被害を被り、行政機
能が失われた自治体も多くありました。そのために、住民の安否
確認に追われて応急危険度判定が実施できない自治体もありまし
た。当然そのような自治体からは、建築関係団体に対して支援要
請もありませんでした。地震発生から 1 年が経過した今も、岩手
県から JIAに対して 1 度も支援要請はありません。
そんな中で、被災地では JIA 会員による今までになかった支援
活動が始まっています。例えば、行政から支援要請がなかった岩
手地域会は独自に、被害が大きかった沿岸部集落の調査を始めて
います。調査結果に基づいて、復興計画の基礎資料にしようとい
う試みです。

福島地域会がサポートした三春町の仮設住宅

宮城地域会では「石巻まちカフェ」を開設し、市民や専門家が
自由に情報交換できる場を提供しています。カフェでの交流を通
して得られた情報を、宮城地域会が参画している石巻市の復興基
本計画策定にも活かすことが期待されています。同じ石巻市の
北上町では、自らが津波の被害者になりながら佐々木文彦会員が
被災者の輪の中に入り、集団移転計画の提案を進めています。そ
のような試みは名取市や亘理町にも拡がっています。名取市では、
針生承一元支部長と栁澤陽子会員が、そして亘理町では渋谷尚副
支部長・宮城地域会長がコミュニティーアーキテクトとして積極
的に被災者支援活動を行っています。このように、東日本大震災
では、行政の支援要請による活動以外にもさまざまな活動が今も
続いています。
一方で、行政と密接に協働しながらあらたな活動を展開してい
るのが福島地域会です。阪神・淡路大震災以降、さまざまな問題
点が指摘されながら、制度の枠組に阻まれてなかなか改善されな
かった仮設住宅を、はじめは施工会社をサポートすることで配置
計画にかかわり、その後、設計提案にもかかわって大きな実績を
上げています。彼らが掲げた「被災者のために少しでも良い住環
境を」
「フクシマから仮設住宅の概念を変える」というテーマは、

JIAがこれから行おうとする支援活動の指標になるかも知れませ
ん。
岩手の集落調査や「まちカフェ」が目指すひととひとの絆、
「フ
クシマの仮設住宅」が目指す被災者へのまなざし、それらに立脚
してこそ JIAの復旧と復興の支援活動があるはずです。地震発生
から 1 年が経過した今も、建築家が市民社会から信頼を得るため
に、被災地ではさまざまな活動が行われています。
岩手地域会とJIA災害復興支援本部との合同視察

JIA MAGAZINE 278

MARCH 2012 ●

023

2011 年度 JIA 各賞受賞作品

2 月 5 日の記者発表にて、2011 年度の JIA 各
賞受賞作品が発表されました。
今月号では日本建築大賞・日本建築家協会賞、
新人賞をご紹介します。

日本建築大賞、日本建築家協会賞 審査委員：石堂

威、斎藤公男、三宅理一

日本建築大賞
■ ホキ美術館
設計者：日建設計 山梨知彦、中本太郎、鈴木
建築主：株式会社ホキ美術館
施工者：株式会社大林組

隆、矢野雅規、向野聡彦

撮影：野田東徳（雁光舎）

東側外観

撮影：藤井浩司（Nacasa & Partners Inc.）

ギャラリー 1
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日本建築家協会賞
■ 福良港津波防災ステーション
設計者：神戸大学大学院
滋賀県立大学
建築主：兵庫県
施工者：株式会社森長組

遠藤秀平
陶器浩一

撮影：遠藤秀平建築研究所

南東からの鳥瞰

エントランスホール見上げ

撮影：松村芳治

日本建築家協会賞
■ 杉浦邸 / 多面体

岐阜ひるがの

設計者：横河設計工房 横河
建築主：非公開
施工者：飛騨建設株式会社

杉浦邸外観

健

杉浦邸内観
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日本建築家協会賞
■ 豊島美術館
設計者：西沢立衛建築設計事務所 西沢立衛
建築主：財団法人 直島福武美術館財団
施工者：鹿島建設株式会社

撮影：西沢立衛建築設計事務所

内観

撮影：西沢立衛建築設計事務所

外観

新人賞 審査委員：高宮眞介、赤松佳珠子、千葉

学

新人賞
■ フラワーショップ H（日比谷花壇日比谷公園店） 

■ ヨコハマアパートメント

撮影：鳥村鋼一
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撮影：阿野太一

乾久美子

設計者：オンデザインパートナーズ

内観

外観

内観

乾久美子

撮影：加藤孝司

撮影：阿野太一

外観

設計者：乾久美子建築設計事務所

西田

司、中川エリカ

撮影：鳥村鋼一

西田 司

中川エリカ

新人賞
高宮眞介

審査委員

講評

赤松佳珠子

千葉

学

本年度の応募は 73 作品と多く、本賞

今年度はいつにもまして、建築と社会

今年初めて新人賞の審査をさせて頂い

の歴史の重みを感じながら審査に当たっ

との関係を考えさせられる年となった。

た。現地審査に残った作品はどれも極め

た。
「新人賞」という趣旨からすると、建

どんなに小さな建築であっても、様々

て質の高い建築ばかりで、改めてこの賞

築の場所性とかプログラムに対する着想

な環境、背景、社会と向き合うことにな

の歴史と重みを感じながらの審査となっ

の斬新さ、デザインの先見性などが優

る。

た。

先的に評価の対象になると考えられるが、
建築のクオリティや完成度も「新人賞」

それらをどう読み解き、答えることが
できるのか。

だからということで不問にされるべきで
はないと思う。またコンペやプロポーザ

今年特に印象深かったのは、建築家の
職能が従来の枠組みでは捉えきれない
くらい、拡張しているということである。

「都市と公園の境界線上でその文脈を

建築の企画に深く関与したり、あるいは

ルでなく、実在する建築の審査であり、

一気に引き受けた」と設計者が語る「フ

建築の完成後の使い方をプロデュースを

人を顕彰するという趣旨からすると、建

ラワーショップ H」は、そのどちらにも

したりという具合に、建築を社会に定着

築家の社会的視点や結果としての建築に

迎合せず対立もせずに建っている。石の

させるための努力が惜しみなく行われて

対する責任のとり方も問われることにな

質感を残しながら軽やかさを生む外壁が

いる作品が多く、建築が生み出される背
景も含めて興味深く見せて頂いた。

る。2 次審査を経た 5 作品はさすがにレ

凛とした静かな佇まいを生み出す。緻密

ベルが高く、審査委員の意見も分かれる

なディテールで構造や空調、雨水処理ま

と思われたが、現地審査のプロセスは 3

でを統合してみせる総合的な建築家の力

人の評価をほぼ同じような方向に導く結

量を感じた。

果になったと思う。

その中で、
「フラワーショップ H」は、
むしろオーセンティックな方法とアプ
ローチによってできていた作品である。

西田さんと中川さんによる「ヨコハマ

広場空間を 2 階の住人や地域の人たち

日比谷公園の一角、日生劇場や帝国ホ

アパートメント」は、そのプログラム的

が共有する「ヨコハマアパートメント」
。

テルの向かいという極めて恵まれた環

な提案において集合住宅のあり方に一石

理念はわかるけれど本当にうまくいっ

境（これは見方によっては、極めて難し

を投じる力作である。木造密集地のよ

ているのか、との思いは完全に払拭され

いコンテクストだが）において、いくつ

うにアパートが建ち並ぶコンテクストを

た。ここならではのラフな材料使い、ア

かの石貼りの建築が寄り添うようにして

うまく建築に取り込みながら、GL 部分

ドリブが効いたディテール、三角形のメ

建っている。その秩序と透明性は、この

に提案したプライベートとコモンとパブ

ガ柱と各住戸へ上がる鉄骨階段。それら

地のコンテクストを豊かに浮かび上がら

リックが干渉する半戸外的空間のデザイ

が、光や風や視線が通り抜けていく広場

せ、店舗といったプログラムを超えた空

ンは実に巧みである。一方、その実際の

と各住戸、そして地域との絶妙な距離感

間の美しさに結実していた。緻密なディ

使われ方に少しばかり疑いをもって現地

を生み出す。集まって住むことの新しい

テール、構造や設備との統合など、新人

審査に望んだが、若い人たちによってご

可能性を見せてくれた。

という名には似つかわしくない力溢れる

く自然に使われている様子は作者の意図
したとおりであり、疑義を払拭するのに
余りある風景であった。
乾さんの「フラワーショップ H」は、
建築のクオリティや完成度という意味で

建築であった。
雪景色の中、衝撃的な現れ方をした
「森のピロティ」
。抜群のプロポーション、

「ヨコハマアパートメント」は、1 階に

外の部屋のような魅力的なピロティ空間

巨大な共有のピロティ空間を持つアパー

は夏に再び訪れてみたい。

トで、そこを介して一緒に住むことの魅

は群を抜いていた。サービス部門を地階

学生の笑顔やアクティビティが溢れて

に集約することによって生み出された店

いた「日大サークル棟」は非常に丁寧に

ピロティの過剰とも思える天井高、あっ

舗の分棟化は見事で、その斬新な着想は

組み立てられた抜けのある明るい空間で、

けらかんとするほどの開放性、どこにで

秀逸である。花崗岩の門型の建築群の佇

元気をもらえる建築だった。

もありそうなありふれた素材、適材適所

力が最大限に追求されている作品である。

まいは、公園のパビリオン的であると同

「Nowhere but Sajima」は考え抜かれ

に変形されていくディテール、こうした

時に街並の都市建築的でもあり、公園と

たディテール、部屋ごとに替わる仕上げ、

ことのすべてが押し付けがましくない快

街並の境界という立地の場所性を巧みに

海の風景の切り取り方などに、設計者の

適さを提供していた。そしてその快適さ

捉えている。また、構造壁の厚さを極限

意志を見ることができた。

は、周辺木造密集地への確かな理解が

まで薄くすることによって、公園の樹下

あったからこそと思わせる、その土地な

のような爽快な空間が生み出され、作者

現地審査をするたびに、建築は体験し

らではの空気感を持っていた。さらに完

が意図した「快適なあいまいさ」を感得

なければわからないということを痛感す

成後の使い方にまで建築家がコミットし

できる作品であった。

る、いい意味で驚きの連続だった。

ていることで、集まって住むことの楽し
さは、確かなリアリティを獲得していた。

そんな中で今回の新人賞の受賞者は両
者とも、建築を作り上げていく強さと、

いずれの作品も、これからの時代を担

建築の置かれている社会的背景や都市を

う建築家の作品として、高く評価すべき

読み込む眼差しの確かさにおいて群を抜

ものであり、また今後を期待させるもの

いていた。

でもある。
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JIA NEWS
理事会報告
■ 2012 年 2 月 21 日

臨時理事会速報

ンサルタントによる整理も必要との判断である。公益法人化の申
請のため、コンサルタント契約を予定している旨報告があった。

●日

時：2012 年 2 月 21 日㈫

13 時 30 分〜 19 時 20 分

●場

所：建築家会館 1 階大ホール

【審議事項】

1.
2.

空席となっていた広報委員長に、鈴木利美広報委員が委嘱された。

2012 年度名誉会員選考委員会委員に、新たに齋藤孝彦、上浪寛、
岩村和夫の各会員が委嘱された。
委員長には、小倉善明委員が互選により就任することとなった。

3. 低価格入札問題において、東京都が改善策としてプロポーザルコ
ンペ方式の採用検討を始めた。
4. 資格制度についての周知一環として、理事会で議論が活発に行わ
れた。ある地域会より会長、委員会委員長に対して、回答を求め
る質問状があり、これも議論された。
5. デザイン・ビルドについて過去の経緯と現状の調査報告がなされ
た。併せて三春町問題についてのデザイン・ビルドの観点での考
察が報告・議論された。
【報告事項】

【協議事項】

1. 決算見込みと予算叩き台が議論された。
１） 決算は、会費値上げ、経費削減努力もあり、2011 年度は黒
字となる見込み。
２） 予算シミュレーションが示されたが、会費収入の動向によっ
ては厳しい収支状況も。
2. 規定類制定特別委員会報告では、会員・会費規定はほぼ要件が固
まりつつある旨報告があった。支部・地域会規定はようやく規定
書式でまとめられたが、双方とも第三者的にはわかりにくく、コ

1. 会費滞納撲滅キャンペーンの一環として、本誌 2 月号にＱ＆Ａ形
式の滞納の問題点理解の周知チラシが挿入された。全会員宛に封
入されたが、名誉会員、終身正会員、滞納の無い会員にも参考ま
でに同封した。
2. JIA 横浜大会の企画・開催募集要領が発表された。支部・地域会・
委員会等々のレベルでの積極的な応募参加が期待されている。
3. 総務委員会より、各支部事務局の課題中、おもに財務面での課題
の要約説明があった。

本部便り
●支部長会議開催
2 月 17、18 日の両日、金沢で支部長会議が開催されました。
全国の支部長が集合し、規約改定、会員・会費制度改定、地域会の
あり方について等、各支部の実情をもとに熱心な議論が交わされまし

●災害シンポジウム開催
3 月 8、9 日両日、せんだいメディアテークにて、本部と、東北支部
の協働による「東日本大震災復興支援活動報告に関するシンポジウム」
が開催されました。

た。また、建築家資格制度について建築士会との制度統合への議論も

シンポジウム 1 日目は「つながるボランティア」と題し、震災復興

行われ、現状で登録建築家の位置付けが各支部長の間でも差異がある

活動でさまざまな活躍をしたボランティア団体の共同について議論が

ことが認識され、今後も継続した協議が必要とされました。

交わされました。2 日目は「震災復興と建築家の役割」と題し、JIAが

金沢 21 世紀美術館の見学なども行われ、実り多い会となりました。

これまでに行ってきた支援活動を振り返って報告しました。

●リフレッシュセミナー開催
3 月 4 日～ 6 日の期間、熱海リフレッシュセンターで第 15 回リフ
レッシュセミナーが開催されました。
リフレッシュセミナーは全国の支部から会員が集い、毎回設定され
るテーマのもと建築会の諸問題について学習と討議を行い理解を深め
るものです。今年度のテーマは「木造建築」。播繁氏、内田祥哉氏に
よる講演の後、真剣なグループディスカッション・発表を行いました。

●建築社会システム検討会
2 月 27 日、建築五会の代表が建築基本法制定や、建築設計分野のあ
るべきビジョンを考えるために結集しました。今後、国交省の開催す
る「建築法体系勉強会」からの発表にも注目していきます。
また、昨年の UIA2011 東京大会の際に制定された建築・まちづく
り宣言を、さらに具体的にしていくことも提案されました。
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■新規入会承認者
東北支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
東海支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部

承認日：2012 年 2 月 21 日
宮城県
東京都
東京都
愛知県
大阪府
大阪府
兵庫県

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

安田直民
北條隆幸
吉田和弘
宇野勇治
桑原年弘
畠山文聡
石 憲明

㈲ SOYsource 建築設計事務所
㈱日建ハウジングシステム
㈱日建ハウジングシステム
宇野総合計画事務所
桑原年弘建築設計事務所
㈱ NTT ファシリティーズ関西事業本部建築事業部
seki. design

今月号では国土交通省の澤木営繕部長へのインタビューを掲載しています。
当時の旧建設省がプロポーザル方式を始めてからもう 20 年も経つそうです。
その間、旧建設省、国土交通省で様々な試み、改良が加えられてきた話をうか
がうことができました。と同時にこのプロポーザル方式を推進する目的は、未
だに行われている設計入札をなくすためであるという説明を聞き、賛同しまし
た。
プロポーザル方式は本来、国交省の建築設計者を選定するために作られたも
のです。国が作った方式ですので、それが地方自治体にも広く使われています。
もちろん、入札よりは遥かに理想的なのですが、国交省の改良された新しい
ヴァージョンが十分に地方まで伝わらず、所によっては 20 年前の必要以上な
実績重視が未だに生きていて『JIA MAGAZINE』が年間特集で指摘してきた問
題が起きているようです。
この年間特集は最終的には小冊子にまとめようと思っています。これを自治
体の方々に配布するなり、あるいは会員の方々がこれらをもって説明する等、
我々会員の努力も必要になると思います。いずれにしても国交省営繕部長に直
接お話をうかがうことができたことは、大きな収穫でした。

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

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

■東北支部
〒 980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町 17-21 北四ビル 3F
TEL 022-225-1120 FAX 022-213-2077
URL http://www.jia-tohoku.org/

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

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

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

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

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

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

■沖縄支部
〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-12-8 松尾ハウス 6F
TEL 098-941-1064 FAX 098-941-1079
URL http://www.jia-okinawa.org/
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2012 年 4 月 13 日（金）
＊昨年登録された事務所も必ず登録が必要です。

受入期間

2012 年 7 月 1 日（日）～ 2013 年 3 月 31 日（日）
学生の受け入れは、毎年 7 月 1 日～翌年 3 月 31 日までに行うものとします。

送付・問合せ先

JIA 研修制度事務局 E-mail：od@jia.or.jp
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 4 階
TEL：03-3408-7125 FAX：03-3408-7129

「JIA 大学院インターンシップ」
JIAでは 2012 年度の研修制度として「JIA オープンデスク」
参加登録を受け付けています。各制度の詳細につきましては JIA ホームページの案内をご
覧下さい。

http://www.jia.or.jp/boshuu/opendesk/
JIA オープンデスクとは、JIAの建築家がその事務所の門戸を開き、実際の制作活動に
接する場を学生に提供する制度。アルバイトとは異なり、原則的に無償ですが、建築を目
指す学生たちに実務に携わる建築事務所での業務から多くを学びとってもらうことを目的
としています。

JIAで行う大学院インターンシップとは、JIAでは建築士法の改正に伴い、建築士試験の
受験資格要件のうち、大学院におけるインターンシップが必須になったことを受け、その
場を提供すべく、2011 年からこの研修制度を行っています。この研修制度はご利用いただ

JIA 館

くにあたり、受け入れ事務所として「実践的な能力を培うことができる実習内容であるこ
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登録事務所募集
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建築家 architects

JIAオープンデスク2012

と」・「建築士（または建築設備士）が指導を行うこと」をご理解いただくことが前提となり
ます。また、長期間の研修となり、学校によって指導要領がことなるため、教育機関との
密接なやり取りが発生いたしますのでご了承の上、ぜひご参加ください。実務経験の審査
基準については上記ホームページをご覧下さい。
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