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建 築 家 の た め の 保険・中途加入のご案内
JIA 建築家賠償責任保険
高度な専門職業人である建築家の職能を側面から補完する保険です。
建築家が日本国内で行った設計等の業務ミスに起因し、その建築物に物理的「滅失もしくは損傷」が
発生し、建築物や他人に損害を与えたとき、法律上賠償しなければならない損害を補償します。

◦ JIA「ケンバイ」はインターネットで簡単にご加入手続きができます！
◦ 保険料の試算（自動計算）もできます。
◦「JIA 建築家賠償責任保険 事故事例集」を掲載しています。
補償内容等詳細はインターネットで

http://kenbai.jp/

JIA 所得補償保険（天災危険補償特約、精神障害拡張補償特約セット）
病気やケガで働けなくなったとき、月々の収入を最長１年間補償します。
個人の年間所得（給与所得、事業所得）の 1/12 の一定範囲内で月額保険金を選んで加入できます。
加入年齢は保険開始日現在 69 歳までの方。
（補償内容等詳細につきましては JIA ホームページをご覧ください）

JIA 傷害総合保険（天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約セット）
この保険は、ニーズの高いケガによる「入院・通院を重点的に補償」に加えて、個人賠償、携行品の
補償など総合的に補償した内容になっています。低廉な保険料で、事務所の福利厚生としてもご利用
ください。
加入年齢は保険開始日現在 69 歳までの方。
（補償内容等詳細につきましては JIA ホームページをご覧ください）

■毎月中途加入を受付けています
建築家賠償責任保険はインターネット加入で毎月25日締め、所得・傷害保険は毎月15日締めで、翌1日より保険開始となります。
※資料請求・詳細につきましては、下記代理店までお問合せください。

【取 扱 代 理 店 】株式会社建築家会館

〒150-0001  東京都渋谷区神宮前2-3-16
TEL：03-3401-6281 FAX：03-3401-8010
E-mail:info@kenchikuka-kaikan.jp

【引受保険会社】株式会社損害保険ジャパン

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

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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中央アジアを代表するイスラム建築の傑作
中央アジアのサマルカンドという名前は建
築に携わる人なら一度は耳にしたことがあ
るに違いない。このサマルカンドを象徴す
るのが表紙写真のレギスタン広場で、美し
い三つの建築群が中央の広場をコの字に囲
む。中央アジアを代表するイスラム建築の
傑作と言ってよい。
サマルカンドは 14 世紀にモンゴル部族の
末裔といわれるティムールによって建国さ
れた大帝国の首都であった。帝国は繁栄を
続け、中国の西からインド北部、トルコの
東まで支配するほどであった。ティムール
はこのレギスタン広場に屋根付きのバザー
ルを作ったが、ティムールの死後、1420
年孫のウルグ・ベク・マドラサによって広
場左のマドラサ
（イスラム教の教義や作法、
天文学・数学・哲学なども教えていた学校）
が建設され、1636 年にウルグ・ベク・マ
ドラサを模して広場の右側にシェル・ドル・
マドラサが建てられた。
現在の姿になったのは 17 世紀にヤラング
トシュ・バハドールによってティリャー・
コリー・モスクとマドラサが正面に建築さ
れた後で、このモスクはメイン・モスクと
しても使われた。これ以降、レギスタン広
場は、謁見式・閲兵・催し物が行われる国
家の象徴的空間となった。
三つの建築に共通する特徴はそれぞれの建
築正面に取り付けられたイワンである。イ
ワンとは建物の前室空間・玄関で正面の壁
には大きなポインテッド・アーチが開けら
れ人を誘い込むもので、イランのイスラム
建築群などにはよく見られるものである。
軸線上正面、左右正面に大きなイワンが
堂々と立ちはだかる空間は訪れる人を圧倒
する。
もう一つの特徴はドーム・外壁を覆う鮮や
かなタイルである。イランから始まったタ
イルは 14 世紀に完成期を迎え、ここサマ
ルカンドでも幾何学を複雑に組み合わせた
モザイクタイルが外壁を覆い、ドームをト
ルコブルーの絵付けタイルが覆う。派手な
色づかいだが中央アジアの真っ青な空には
よく映える。
（撮影：古市徹雄）
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特集●プロポーザル方式を考える

昨がったり寄稿していただいたりすることで、プロポーザル方式の実態や問題点を明らかにして改
年の 271 号（8 月号）より続けてきたこのシリーズ特集では、これまで様々なかたにお話をうか

善の方法を探ってきました。今号は最後のインタビューとして、現在国内外のコンペによって勝ち取っ
た多くの作品を手掛ける隈研吾氏にご登場いただき、日本の現状に対してのお考えやご自身のコンペ
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
の進め方などをうかがいました。

プロポーザルを改革して
建築界を活性化しよう
■保守的なプロポーザルの実態

うですが、それでも参加できないプロポーザルのほうが

古市●『JIA MAGAZINE』では、設計者の実績を重視し

多いですからね。

た応募条件を改善したいということで、この特集を続け

古市● 20 年前の発想でいうと、信頼できる人に頼むの

てきました。前号で、国土交通省の営繕部長にインタ

だということなのです。税金を使うのだから安全な建築

ビューしましたが、今のプロポーザルコンペのマニュア

をつくりたいという考え方です。その傾向は構造計算書

❾
———

ルは、20 年前国交省がまだ建設省の時代に作られたもの

偽装問題以降、より拍車がかかってきました。したがっ

で、その後、実績条件を減らすなど、内容を前向きに変

て、基本的にコンペはよっぽどモニュメンタルな建築を

えてきていることがわかりました。しかし、地方自治体

つくるとき以外は認めない。でも、建築は雨が漏らない

とはどうもタイムラグがあるようなのです。

ものをつくるのは当たり前、そのプラスαが必要なので

隈

●地方自治体では、その 20 年前のマニュアルがま

す。

だ生き続けているということなのですか。国土交通省か

隈

らは、何か通達が出ていないのでしょうか。

まったということでしょうか。

古市●それはどうも出せないらしいのです。おそらく、

古市●いろいろなプロポーザルで条件を厳しくしていま

隈さんほど実績のある建築家でも、参加できないプロ

すね。

ポーザルがあると思いますが、いかがでしょうか。

隈

隈

●私たちはアトリエ事務所ではかなり実績があるほ

●構造計算書偽装問題後にもっと保守的になってし

●今のルールだったら、若い人は絶対に参加できな

いですし、永久にチャンスがないですよね。
古市●そうなんです。まずそのことについて、隈さんの
見解をお話しいただけますか。
隈

●そもそも、ヨーロッパでは、コンペで建築をつく

るというのが基本です。コンペによって一番いい案を選
び、それによってその街の資産をつくっていく、それが
基本です。安全だとか水が漏らないというのは当たり前
の話で、それにプラスαのあるものをつくって初めてお
金が無駄にならないという考え方です。つまり、ただ雨
が漏らなくてクレームのないものは、資産でも何でもな

隈研吾氏に聞く

いということなのです。
それは、ヨーロッパはストックが既にあり、そのス
トックにプラスαするには、やはり価値のあるものなの
です。
日本は、戦後 60 年間で基本的なストックは手に入れ
たわけですから、これからあとは、たくさんつくらなく
てもいいけれど、ストックになり得るものをつくるべき
でしょう。そのためにはコンペによっていい案を選んで
いくべきである時代に、もう日本は来ているのですが、
もし構造計算書偽装問題後、現状の保守的な姿勢に入っ
ているのであれば、日本が行くべき方向と逆行している
といえますね。
隈研吾氏
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古市●構造計算書偽装問題がきっかけだとは一概には言

古市●そのとおりですね。

いうのは何をやっているのだという批判が相当あったわ

海外のコンペで重視される条件はどんなものがありま

けですね。そうすると、地方公共団体としても、あまり

すか。

経験のない人にはやらせたくないという本音があるので

隈

す。

算を守れる能力があるかということに関して、最初に提

●例えば、特にフランスのコンペなどを見ると、予

出書類の中で厳しく言われますね。日本でプロポーザル
方式が採用されるようになったひとつの理由は、コンペ

手と JVを組んでも構わないとか、方法はいくらでもあ

だと最初に決めていた予算の中に収まらないというのが

るはずです。

あって、それが発注者側に不安をもたらしてしまうのだ

隈

●そうですよね。日本のように、建築に対するク

❽
——

でも、もし不安があるのであれば、例えば保険を付け
るとか、あるいは非常に難しい、大きなものであれば大

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

えませんが、その問題が起こった時、役所の確認申請と

と思います。それは雨が漏るとかという以前の問題で、

レームが出ないように、一定のクオリティを確保する社

予算に収まらないと自分たちが責任をとらされるという

会的仕組みが整備されている国は他にないわけです。そ

恐怖があるわけです。それに関しては、建築家が予算を

れだけの仕組みを持っていながらコンペをしないという

しっかり守れる案を出して、審査員側も予算を守れるか

安全本位でいくということは、自動的にあるクオリティ

どうかをちゃんと判断できる能力があるということが大

を確保するという日本の持っている遺産を、自分で否定

事な気がしますね。

しているような気がしますね。

古市●そうですね。予算を守るというのは建築家として

古市●まさにそのとおりですね。今までこの特集のイン

は最低の義務で、そこは当然コンペとしては大事な要素

タビューを通して、コンペがひとつの時代の流れをつ

ですね。

くってきているということが、だんだんわかってきまし
た。現在の実績主義のプロポーザルでは、単純に安全な

■建築家、発注者がそれぞれ責任を果たす

ハコをつくっています。そうすると、時代の要求が入っ

隈

てくる機会がありません。ところがコンペの場合は、そ

を回復する。自分たちはちゃんと予算が守れる人間だと

ういう時代背景を反映した新しくてチャレンジングなも

いうことを回復していくと、今、逆方向に振れている循

のが出てくるわけです。

環が、もうちょっといい方向に逆転していって、健全な

隈

●最近の日本のプロポーザルシステムの、建前上、

●そこでまず、建築家側としても、自分たちの信頼

状態に戻れるのではないかなという気がします。けれど

絵を描いてはいけないというものは、結局は、社会性の

も今は完全に逆方向に、お互いにとって不幸なほうに、

ふりを装う大学生程度の作文で勝負しているという感じ

どんどん振れていっていますよね。

がします。実際の作品のクオリティがまったく保証され

古市●確かに、役所側の責任回避という話もありますが、

ないシステムですよね。

一方で、設計事務所側にも反省すべき点があるかもしれ
ません。例えば、コストが大幅に変わってしまうとか。

■海外のコンペの条件で重視されること

今までのコンペでも予算がオーバーした例もありますし、

古市●例えば、隈さんは海外でずいぶんコンペをやられ

それで、プロポーザル方式にして、大手に任せておけば

ていますが、海外では設計者の実績はどのくらい重視さ

予算はきっちり守ってくれるという安心感があるわけで

れますか。

しょう。

隈

●コンペによって、いろいろシステムが違いますし、

隈

●予算をオーバーするということは、デザイナーを

国によっても違いますが、2 段階コンペの場合には、あ

使いこなす能力が発注者にないとも考えられます。私た

る程度過去に何をやってきたかということは見られます

ちは海外で、デザイナーとしてはリスペクトしてもらえ

ね。ただ、日本のように、大きな事務所ほど実例数に比

ますが、予算やスケジュールが守れないやつは問題外だ

例して実績として高く見られるなんていう国は世界にあ

ぞというふうに迫られて、発注者側がそれだけの自信と

りません。

責任を持って攻めてくるわけです。デザイナーとしても、

古市●日本でいう実績というのは、何㎡を何個やったと

発注者側がダメな発注者だと思ったら、いくらだって言

いう数が揃えばいいのであって、作品の質を問わないの

います。だから、発注者側も設計者をコントロールでき

です。ところがヨーロッパの場合には、どういう考えで、

ないのはダメなわけなんです。

どういう建築をつくってきたか、むしろ質の問題を問わ

古市●プロポーザルやコンペにおいて発注者の代理とい

れるわけですね。

うのが審査員ですよね。発注者が自分ではできない場合

隈

●建築において量の問題を問う実績主義なんていう

のは、あり得ないですよね。

は審査員に任せる。だから、審査員にも責任はあります
よね。
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隈

●審査員と発注者が、もうちょっとお互いに鍛えて

いく必要がありますね。

ができましたよね。例えば、西武の堤義明さんというす
ごいワンマンオーナーがいて、建築家の使い分けが非常
にうまいかたでした。ここは村野藤吾にお願いしよう、

■建築に文化的価値を

ここは丹下健三だ、ここは黒川紀章だと自分で決めてい

古市●中国やヨーロッパなどの、海外での文化意識とい

く。建築がお金を生んでいくという考えからでしょうか。

うのはどうでしょうか。

そういうふうに建築家を使うオーナーが今は少なくなっ

隈

●もちろん、ヨーロッパはストックが既にあって、

ているのでしょうか。

あるクオリティに達したものしか、そのストックのプラ

隈

スαにならないというのが一種の社会的コンセンサスに

古市●逆に、中国のほうがそういう人がいるのではない

なっていますけれど、中国みたいに、まだストックが十

でしょうか。

分でないところでも、あるクオリティに達していないも

隈

のは、彼らの現実的な感覚でいって、お金を生まないゴ

かろうと董事 長 はオーナー的に振る舞っています。オー

ミでしかないという考えははっきりしています。だから、

ナー的に振る舞って、責任を自分でとるというのが中国

中国では今、建築というものにある文化的クオリティを

の経営者で、だから中国の経営に勢いがあるわけで、日

普通のディベロッパーですら求めるようになっています。

本は、オーナーさえもオーナー的でなくなっている感じ

古市●逆に、建築がお金を生むということでしょうか。

がします。

●日本にいなくなってしまいましたね。

●中国は、基本的には、オーナー企業であろうとな
とう じ ちょう

そういう利用方法もあるのだということですね。中国は、
どうもそういう感じがありますよね。
隈

●お金を生むということは、実は文化的価値がお金

プロポーザル方式が実績主義に傾いている一方で、建築

生まないということは、彼らははっきりしています。

家の審査員が頑張って条件のハードルを下げるケースも

古市●中国では、施主との交渉においてそういうことを

結構出てきています。例えば、隈さんは、審査員もやら

ストレートに言われるわけですね。単なるハコじゃ困る

れますね。プロポーザル方式の審査のあり方についてど

のだと言われることは、中国での仕事の体験の中で多い

う思われますか。

と思いますけれど、どうでしょうか。逆に日本の場合は

隈

隈

●中国人は、単なるハコをつくっても意味はないと

●審査によって、面接して審査をするときと、面接

なしで審査するときがあり、それによっても違いますね。
面接のときは、目の前にいるから、この人間がどういう

いうふうにわかっていますよね。あんなに現実的な人た

ものをやったかというのがどうしても頭に入ってくるし、

ちすらわかっているんです。逆に言えば、既得権が再生

面接なしの場合には、案に割と集中して選びます。でも

産されるというような日本のシステムは、もはや現実的

それはどっちもあっていいと思います。

な経済の世界にも乗っていないということです。経済感

古市●隈さんは、かつて審査員をやられたコンペやプロ

覚がない人が既得権を再生産しているだけ、そうやって

ポーザルで印象的なものはありますか。

どんどんシュリンクしていくという、今の日本にある病

隈

みたいなものですね。

す。やはり友だちが応募してきたりして、誰かを落とし

古市●日本で隈さんに頼む人で、中国人のように「建築

たりするのは嫌ですよね。また、自分の系列だけを応援

がお金を生むんだ」と考えている人は、まだ残っていま

していると言われるのも嫌ですから。

すか。

古市●この特集を始めてから、若い読者達から最近プロ

隈 ●日本では、ものすごく減っていると思います。

ポーザルやコンペにおいて、公平な審査が行われていな

古市●減っていますよね。大きな会社では、まずないで

いのではないのか、という不満を耳にすることがありま

しょうね。

す。

隈

●大会社の力がすごく弱くなっていると思います。

隈

●実は、あまり審査員をやるのは好きではないんで

●本当に案がいいのかもしれない場合でも、むしろ、

ある時までは、日本の大会社のサラリーマンは自信を

審査員は疑われるものを避けていかないと信頼は回復さ

持っていたのですが、今はサラリーマンが自信を失って

れないかもしれませんね。

いるような感じがしますね。

古市●審査員をやらないというのは、そういう意味では

古市●建築というのは、オーナーや施主と一緒につくる

非常に賢明かもしれませんね。審査員が襟を正さないと

のだという話がありますね。そのことは私は半分正しい

ダメですね。

と思います。昔はワンマンオーナーのほうが、いいもの
●

古市●日本のプロポーザル方式について話を戻しますが、

を生むのであって、例えば、雨が漏らないことがお金を

「単なるハコでいいんだよ」と言われちゃうのですよね。
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■コンペの進め方
古市●今度は、逆に、隈さんがコンペに応募する立場と
してお話を伺いたいと思います。隈さんは非常にコンペ
に強いですよね。その秘訣のようなものがありましたら
教えていただきたいのですが。この『JIA MAGAZINE』

❾
——

の読者も大変関心のあるところだと思います。例えば、
コンペの場合、いつも隈さんはどういうふうに進めてい
るのでしょうか。
隈

●進め方は、僕は割と「こんな感じのものがいいん

じゃないの」というようなことを言って、自分ではあま
り手を動かさないようにして、所員に手を動かさせてい
ます。みんなに案を出させて、そういうプロセスを経て
いくという感じですね。
古市●そうすると、可能性が広がってくるわけですね。
●自分が思いつかないような可能性が出てくるから、

隈

そのようにしていますね。

浅草文化観光センター

古市●だいたいそういう事務所はスタッフが伸びてくる
のですね。丹下健三先生も同じで、自分では絶対にス

にしろ勝つにしろ、案を出して応募するということが後

ケッチを描かないですし、とにかく何か作りなさいと

の糧になるので、そうやって負けを通じて強くなるとい

いって、最初にご自分の考えはしゃべらないのです。

う感じがします。

●ただ何か作りなさいとおっしゃるのですか。

隈

古市●同じ負けるにしても、納得して、これはしようが

古市●そうしたらみんな勝手に何か作りだして机の上に

ないなというポジティブな負け方もありますよね。

バーンと並ぶのです。すると、不思議なことに勤務年数

隈

が長い人ほど外されていきます。

れませんね。

●それが、プロポーザルに応募する意義なのかもし

●誰が描いたものか、丹下さんはわかっているので

隈

すか。

■コンペで勝ち取った作品について

古市●匿名でやるわけですが、おそらく丹下先生にはわ

古市●最近の作品に浅草文化観光センターがありますね。

かるのです。つまり、付き合いが長いと丹下先生の趣味

隈

がわかってしまいますから、そういうものしかできない

言葉でオリエンテーションしないで、所員に自由に出さ

のです。外していって、
「これ、誰？」というと、新入生

せました。実は、浅草の場合は、最初に屋根が重なった

とかの案が残っていきます。僕らがどう見てもひどい案

みたいなイメージが私の中にありました。でも、それを

で下手くそなんですが、やっぱり、その中にひとつおも

最初に言わないで、いろいろ自由に案を出させたものを

しろいアイディアがあるのですね。隈さんがおっしゃっ

見て、
「あっ、やっぱりこれは屋根のものが一番合ってい

たように、自分と違う発想が出てくるわけでしょう。

るんじゃないかな」と思ったので、最後に、私が「こう

ヒアリングになった場合の何か作戦みたいなものはあ
りますか。
●パワーポイントの作り方はしつこくやります。だ

隈

●あれもコンペです。この作品は最初、あまり私が

いう感じでいこうよ」と言ったわけです。僕のイメージ
があって、最後にそっちに強引に持っていくときと、自
分のイメージと全然違うほうにいくときと、両方のケー

いたいパワーポイントを大画面に映して、私が参加して

スがありますね。

何度も何度も直します。

古市●当初の隈さんの考えと違う方向でいって成功した

古市●それは大事ですね。事務所の勝率というのはどの

作品では、例えば、どういうものがありますか。

くらいなのでしょうか。

隈

●この前の十和田市の市民交流プラザのプロポーザ

●強いと言われても、そんなに飛び抜けた勝率では

ルは、僕は手がかりがない場所なのでなかなかイメージ

ないと思います。時々勝つだけでも、うんと勝ったよう

が湧かなくて、みんなで考えた中で、あまり見たことが

に見えますよね。

ない案があったから、これをやってみようということに

隈

もちろん、悔しかったこともありますが、負けるとい

なりました。コンペによってどうしても勝ちたいと力ん

うことが後につながっていくから、何もしないよりは、

でいる場合と、ダメもとで「新しい案を出してみようか」

負ける案を出すほうが後にプラスになりますね。負ける

という場合もあります。
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十和田市市民交流プラザ

古市●僕が隈さんのコンペ案の中ですごくおもしろいな

古市●海外のスタッフと日本人のスタッフの大きな違い

と思ったもので、スペインでやられたのがありますね。

はありますか。

●「グラナダ・パフォーミング・アーツ・センター」

隈

隈

●海外のスタッフは、コンペで勝って一旗揚げてや

の国際コンペですね。あのときは割と好きに所員に考え

ろうという野心がありますね。コンペをやらせると、
「よ

させました。敷地もグラナダの街の外れだから、あまり

し、俺、これで一発自分の案で取って、竣工までうまく

文脈もないし、そうしたら一人のドイツ人の女の子の考

いったらば、自分がチーフで最後までやれるぞ」という

えた案がすごくおもしろかったのです。蜂の巣みたいな

ようにポジティブに考えるのですが、日本人のスタッフ

やつで、やったことのない感じの新しさがあるから、ダ

はどちらかというと「コンペをやらされちゃった、徹夜

メもとでやってみようかといって。

しなきゃいけないな」というような感じがありますね。
古市●僕も同じように若い時は一旗揚げてやろうと考え

■コンペ参加でモチベーションを上げる

ていましたね。世代の違いもあるのかもしれませんね。

古市●どのようなプロポーザルやコンペなら応募してみ

隈

ようと思われますか。

に言えば、日本に興味を持って来る人のエネルギーをう

●それは、やっぱり審査員によりますね。

隈

●無理に日本人の若手を鼓舞するのではなくて、逆

まく生かしていったほうが事務所は活性化すると思いま

古市●それはおもしろいお話ですね。一番困るのは、審

す。

査員を発表していないコンペがありますよね。

古市●今、海外事務所はどこにありますか。

●審査員を発表していないコンペなんて、あり得な

隈

●パリと北京です。

隈

いと思います。

古市●実際に中国人の気質とか、フランス人の気質とか、

古市●年間のコンペというのはどのくらいの数をやりま

社員として雇ってみてどうでしょうか。

すか。

隈

●どのくらいでしょうか。ひと月に平均して 2 回ま

隈

●もちろん日本人ならスパッとコミュニケーション

が通じるからやりやすいですけれど、事務所全体の活性

ではいかないですね。1 年に 20 個くらいでしょうか。

化という点では、外国人スタッフが混じっているほうが

古市●だいたい 1 回のコンペに何人くらい参加するので

モチベーションが高くなって全体に生き生きしてきます

しょう。

ね。

●もちろんコンペの大きさによりますけれど、かな

隈

古市●隈さんがスタッフを採用される場合に、一番重視

り人数は参加します。コンペをやるとモチベーションが

するのはどういうところですか。

高まるみたいな感じがありますね。特に、海外から来て

隈

いる所員などは、例えば日本の仕事をやっていると結構

と話のバランスがとれているかというところを重視しま

めげてくるわけなんです。だから、そういう連中のモチ

す。

●即時設計をさせて自分で説明させるのですが、絵

ベーションを上げるために、
「ちょっとモチベーションの
下がる仕事が続いたな」と思うと、コンペをやらせてみ

■建築界の全員が意識を変えないといけない

たりします。

古市●最近、役所で言われることで、機能的なものを

古市●日本人と海外のスタッフの割合はどのくらいです

造ってほしい、意匠的なものは困るのだと時々耳にしま

か。

す。つまり単なるハコで良いということです。本来は、

隈
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す。税金でつくるからこそ、デザインの持つ、人の心を

という感じが強い気もします。自分たちが JIAに対して

豊かにする部分がものすごく大事ですよね。そこに来る

文句をつけてきて、もっと激しくやってくれというよう

人がワクワクするような建築が少なくなっていると思い

なことを言ってきてもいいですよね。

ます。むしろ個人住宅のほうが、施主がよっぽど建築を

隈

勉強しているような気がします。

の状況だと思って受け入れてしまっていて、それも歯が

隈

●確かに日本は、そういう意味で個人住宅にしか、

●日本の若手も、逆に、自分たちの状況を当たり前

ゆいですね。

ある建築的な価値をつくっていくシステムが残ってい

古市●そうですね。それに対して、何かガーンといくと

ないですね。ここ 20 年くらいで公共建築にちゃんとバ

いったところが欠けているのかもしれません。

リューを与えていくというシステムが急激に壊れてし

隈

まったように思います。建築文化というのは日本の文化

古市●それこそ、デモをするとか。

の中でも最も良質で世界的な競争力があるものだったに

隈

もかかわらず、この 20 年間で急激にそのシステムが壊

惨な状況だと思いますよ。

●異を唱えませんからね。
●そうですよね。そのくらいしてもいいくらいに悲

れていますよね。

そういう声が実際に高まってくれば、今の行政を動か

古市●難しい質問ですが、それに対しては、どういうふ

せるかもしれませんね。

うにすればいいでしょうか。

古市●そうなのですよね。若い人が、こういうコンペを

隈

●プロポーザルやコンペで、つまらない実績主義を

やってくれと役所へどんどん売り込みに行けばいいので

やめるだけでも、ずいぶん変わると思います。

すね。

古市●コンペが実績主義的なことをやっている限りは、

隈

日本の文化の可能性をかなり自分でせばめていますよね。

いけないし、それだけでなく、アトリエ事務所で今まで

隈

●どんどんシュリンクする循環に入ってしまいます

●若い人も変えていこうという意識を持たなければ

やってきた人たちも変えていこうという意識を持って、

よね。

全員が頑張らないといけないですね。審査のあり方も自

古市●地方自治体では、県などは自分でプロポーザルを

分たちが変えていこうという意識を持たないといけない。

主催するのですが、町村レベルですと「コンペ」を主催

審査のやり方が疑わしいなどと言われることは業界に

した経験がないわけです。そうすると、誰に相談してい

とって非常に不名誉なことなので、業界全体が襟を正す。

いかわからない。そういう場合たまに JIAに相談に来る

コンペを通じて業界全体を新しいレベルに持っていこう

のです。そこで JIAで、そういうコンペセンターを作っ

ということが必要だと思いますね。

たらどうかという話が出ています。

古市●今日はこの特集の最後のインタビューにふさわし

隈

●絶対にそれはやったほうがいいですね。JIAの機

能の中で中心的になっていいと思います。

❾
——

グラナダ・パフォーミング・
アーツ・センター

い様々な貴重なお話をうかがえました。ありがとうござ
いました。

古市●実際、磯崎新さんや伊東豊雄さんがよくプロポー

（2012 年 2 月 27 日

隈研吾建築都市設計事務所にて）

ザルの審査員をやられますが、ああいうかたが審査員に
いらっしゃると、おもしろい建築家や作品が出てきます。
プロポーザルを変えていくというのが、ひとつの大きな
きっかけになりますよね。
隈

●それを変えるだけで、流れはすごく変わりますよ。

古市●そうすると、プロポーザルがひとつの突破口に
なって、もうちょっと若い人が活性化してくるかもしれ
ません。ただ、若い人もなんとなく「やってちょうだい」

隈

研吾（くま けんご）

1954 年横浜生まれ。1979 年東京大学建築学科大学院修了。コロン
ビア大学客員研究員を経て、2001 年より慶應義塾大学教授。2009
年より東京大学教授。1997 年「森舞台 / 登米町伝統芸能伝承館」で
日本建築学会賞受賞、同年「水 / ガラス」でアメリカ建築家協会ベネ
ディクタス賞受賞。2002 年「那珂川町馬頭広重美術館」をはじめと
する木の建築でフィンランドよりスピリット・オブ・ネイチャー
国際木の建築賞受賞。2010 年「根津美術館」で毎日芸術賞受賞。近
作に根津美術館、梼原木橋ミュージアム。著書に『自然な建築』
（岩
波新書）
、
『負ける建築』
（岩波書店）
、
『新・ムラ論 TOKYO』
（集英社新
書）など、多数。
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被災地で活動する建築家

vol.2

石巻市北上での復興支援活動の現在と今後の展開
JIA 宮城地域会復興支援委員会副委員長 手島浩之

JIA 宮城地域会有志による石巻市北上でのこれまでの活動につ
いては、JIA 災害対策本部がまとめた『東日本大震災 JIA 活動報

こん

生である今弘章君である。
小室集落の合意成立を機に、新たなステップに踏み出した高台

告書』と、日本建築学会刊行『建築雑誌』2012 年 5 月号に寄稿した。

移転の専門家支援活動だが、WSの段階的獲得目標を改めて以下

それに重複しない内容として、高台移転についての専門家支援活

のように定めることにした。

動の展開と、そして新たに始まりつつある活動について触れたい
と思う。

1） 高台移転することに、皆で合意する。
（小室集落について
は獲得済み）

石巻市北上での私たちの活動は、佐々木文彦が当地で事務所と

2） 造成計画案に、皆で合意する。

自宅が被災したことを発端とし、いくつかの経緯を経て定着して

3）「誰がどこに住むか」の決め方を決める。

いったことはすでに別稿で述べた。当初から取り組んでいた高台

4） 誰がどこに住むかに、皆で合意する。
（ここまでが一般的

移転の専門家支援活動は、平成 23 年の暮れに小室集落の 15 戸（の
ちに被災を免れた 3 戸も合流することになり 18 戸となる）の住民
合意が成立したことを受けて、次のステップに踏み出しつつある。

1 月 31 日に支所担当者と、2 月 10 日には北海道大学環境社会
学宮内教授、法政大学西城戸准教授、特定非営利活動法人パル
シックを加えて、今後の高台移転支援活動について話し合いを

な防災集団移転に必要なステップ）
5） 自分の家、隣の家の建て方を調整して、お互いに住みやす
い近隣関係を皆で考えて、合意する。
6） 集会所、お祭り舞台、街路など、共用部分にについて、皆
で考える。
※ 3）、4）、5）、6）は入り乱れながら進んでいかざるを得ない。

持った。

2 月 17 日から 21 日にかけて、各集落の高台移転合意形成に向

3 月 20 日には、これらの準備をもとに住民 WSを行った。出て

けてのワークショップ（WS）が始まった。すでに住民合意の成立

きた意見の中心は、住宅の玄関と座敷の位置・方位に関するこだ

した小室集落の「第１回造成案検討 WS」は 18 日夜に仮設住宅集

わりの強さであり、すべてが風水的要素のみに縛られて決定され

会所にて行われた。これは移転計画案を作成する前の住民から

かねない雰囲気でもあった。その後 JIA 宮城有志北上チーム内部

の意見の吸い上げを目的とし、ヒアリングに徹した WSだったが、

で、住民の意思をどう咀嚼し、造成案に盛り込んでいくかを試行

印象に残ったのは、笑いにあふれた集会の雰囲気であった。冗談

錯誤しながら検討を行っている。

が飛び交い、それに皆が笑いで応えるという当たり前の光景だが、

この高台移転支援活動は、防災集団移転促進事業による造成案

私たちがずっと関わってきた合意成立以前の集会ではありえない

の検討・立案・住民合意、までを目標としているが、そこを足掛

光景だった。

かりにして各住戸の配置計画・間取りや、大まかなデザインの調

そののち 3 月 1 日、14 日と JIA 内部での検討会を重ねて、小室
集落移転案を作成した。今回の計画作成は、JIA 会員ではないが

整、集落全体の風景、共用部分の管理体制にまで踏み込んで取り
組みたいと考えている。

外部協力者として活動してくれている内山隆弘氏を中心として作

現在は、この小室集落移転計画を中心として、住民合意間近だ

業し、渡辺宏、佐々木文彦、大友彰、米村ふみ子、そして私が意

と思われる小指集落の移転案のラフスタディを行っているが、合

こ ざし

見を出した（最初からともに活動を行ってきた安田直民は JIAの

意形成に向けての各集落の住民 WSの動向を見極め、必要に応じ

別業務が多忙のため、あまり参加できず）。また、模型をまとめ

て計画案に着手する予定でいる。

てくれたのは、東北工業大学三年生の鈴木達也君と、宮城大学院

小指集落
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石巻北上の風景

移転候補地の高台から北上川上流を望む

震災後間もないころの北上地区

被災し、大破した北上総合支所

また、ここに至って、もうひとつの活動の兆しが見え始めてい
る。

なってしまったケースもある。
地域住民が主体となって地域のこと、自分たちの未来を考える

2 月 27 日に急遽、石巻市長の北上地区視察に、私と佐々木文彦

「
（仮称）石巻北上の未来を考える会」を設立し、皆で北上の将来

が立ち会うこととなった。この視察には、石巻市との包括協定を

を考え、実現してゆく仕組みを考える必要がある。被災者それぞ

結んでいる東北大学の小野田泰明教授が同行するとのことだった

れに生活再建の目処が立つ兆しが見えてきたこの時期に、北上全

が、北上で活動する JIA 会員も参加するようにとの話があったの

体の未来を考え直し、実現に移していく仕組みをつくるべきだと

だ。高台移転候補地や北上地区の中心部を構成する予定のエリア
などを視察し、視察後の会議で「北上地区の全体計画」を作成す
る必要があることが指摘され、石巻市長からも、今まで専門家支
援を行ってきた我々にその検討が要請された。

考える。
［組織］
基本的に、住民自らが、自分たちのことを、自分たちで考え、
決め、行動していくようにするべきであり、有識者・行政・専門

これについては、去年の 11 月 19 日にもある方面より「北上地

家などは、そのサポートに徹する。会の委員は各地区の代表者・

区の全体計画がない」との指摘を受けており、
「これまで活動して

若者・女性、各産業からも広く集める。サポートする専門家は、

きた JIAが取り組むべきではないか」との助言をもらっていたが、

まちづくり・建築の専門家・有識者をはじめ、地域医療・漁業・

即座に断った経緯がある。というのも、これは我々が震災直後か

景観などの専門家、JIAなどの建築実務者、弁護士、税理士、な

ら掲げてきた活動の方針に反するように思えたからである。震災

ど必要に応じて幅広く集める。ただし、求心力のあるリーダーが

直後から新聞やマスメディアには多くの復興プランが飛び交って

いない場合には、意見集約の仕組みに注意を払う必要がある。

いたし、建築家の誰もが自らの手で華々しい復興の絵を描きた
がっていたように思う。私たちの活動はそういった華々しい行為

話によると、北上の行政担当者の方でも、地域の全体像をとも

から距離を置き、住民の生活再建に必要な専門的スキルを、ただ

に思い描くことの必要性を切実に感じており、その準備に取り掛

無償に開け放つような行為をしようと考えていた。さらに言うと、

かろうとしていたとのことで、提案書はその中に集約されて実現

非常時にそういった無償の行為ができるからこそ、平常時に「自

することになりそうである。

我の露出」とも取れる「デザイン行為」が「公」を担う権利を得る

北上の住民たちが、自らで立ち上がるきっかけとして、自分た

のだとも考えた。ともかく、苦悶する被災者を尻目に華々しくマ

ちの地域の未来の全体像を大きく捉えて取り組んでいくことへの

スタープランを発表することは、我々の出発点に反することのよ

支援活動と、被災者の生活の根底を丹念に構築していく地道な支

うに思えたが、こうして震災後 1 年を経てみると、外部からのそ

援活動の両方を主軸にして、ていねいに息の長い活動を継続する

うした指摘は的を射ており、我々の大きな欠点であるとも思えて

ことができれば、
「建築家」という漠然とした呼び名が、この地域

きた。

にもきちんと根を下ろすことができるように思う。

JIA 宮城有志で話し合った結果、以下のような内容の提案書を
まとめ、3 月 20 日に支所担当者と北大環境社会学チームに提案し

気仙沼

岩手県

た。こうした仕組みであれば、我々が当初から掲げてきた姿勢を
堅持しながら、現状に合わせて活動を修正していけるのではない

川
北上

かと考えたのである。

北上

［趣旨］
今回の震災で被災したさまざまな地域を見渡しても、全体の大
きな計画の無い状況で、必要に迫られてバタバタとなし崩し的に

山形県

（たたき台）

宮城県

「
（仮称）石巻北上の未来を考える会」設立についての提案書

旧北
上川
石巻
牡鹿半島

仙台

計画を実現せざるを得ない現状がある。また、早急に全体計画を
つくり、実現しようとする行政側と、反発する住民という図式に
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UIA2011 東京大会の成果と今後の課題
UIA2011 東京大会日本組織委員会会長 小倉善明

■東京大会を終えて

UIA2011 東京大会は、初日の開会式に天皇皇后両陛下をお迎
えし、4 日間の会期を無事終了しました。海外から予定より多く
の参加者があり、また多くのプログラムが、メイン会場となった
東京国際フォーラム並びに周辺で開催され、成功裏に終えること
ができました。

とをも同時に考えさせられます。
「一丸となって」とは国際的に連
帯してという意味ではありますが、日本組織委員会を運営して我
が国の建築界において建築界が一丸となって、事にあたることの
重要さを認識させられました。大会を機会に、建築界の声を一つ
にして行政や市民に届けることができれば良いと痛感しました。
それは、大震災から 1 年を経て災害復興にあたり、建築界からの
声が届いていないのではないかと思うからです。
「新しい未来へ」は災害復興にあたってサスティナブル―持続
可能な未来へ、が本来の意味ではありますが、日本の建築界の未
来はどうなるのかという思いも併せ考えたく思います。海外市場
に目を向けることにより、建築界の停滞感を打ち破ることができ
ないでしょうか。
■被災地の復興に向けて
被災地の復興は、政府に復興庁が 2 月にできて、これから自治
体の人材支援を受けて本格的な復興計画を始める段階となりまし

UIA2011東京大会閉会式

昨年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、一時は大会開催自体
が危ぶまれました。その後、大会を予定通り実施する決断をした
ものの、準備のスケジュールも遅れました。無事大会が開催でき
るのか不安であった当時のことを考えると、大会の成功は夢のよ
うな結果です。
この裏には準備運営に携わった多くの方々の献身的な努力と、
多額の寄付や協賛金を出してくれた多くの企業、設計事務所、個
人がいます。UIAのコックス会長はじめ UIAの幹部たちの熱意に
助けられたことにも感謝しています。
大会が終了して早くも半年、東日本大震災からも１年が過ぎま
した。昨年のこの 2 つの大きな体験は今でも私の頭から離れるこ
とはありません。被災地の風土や建築は今後どのように復興され
るのであろうか。また、日本の建築界の未来はどうなるのであろ
うか。この先の見えない状況に対して我々個人や、日本建築家協
会はじめ建築諸団体はどのように対応するのだろうか気になると
ころです。

UIA 大会を終え、本年 3 月末日をもって UIA2011 東京大会日本
組織委員会も解散し、6 年間にわたり行ってきた業務を終えまし
た。この機会に大会で発表された東京宣言に触れながら、今私が
考えていることに触れてみたいと思います。

た。しかし、話題になっているのが、もっぱら瓦礫処理と除染の
みです。被災地に対する「新しい未来に向けて」最も重要な建築
界の人材やアイディアは、いつどのように生かされるのでしょう
か。活発に支援活動をしているという声も聞こえてきます。しか
し、我々建築家が、ボランティアで復興計画を作っても、実現に
向けた道筋がついていない気がしてなりません。多くの JIA 会員、
建築家個人や建築事務所は、それぞれ懸命に多くの提案を作って
います。そこには多くの優れたアイディアがありますが、このう
ちいくつが市民から、あるいは自治体から採用されるのでしょう
か。
市民あるいは市民グループが提案を受け、たとえそれが良い案
だと思っても計画を進めて欲しいともいえないし、費用も払えな
いのが現実だと思います。自治体に計画を持って行っても大きな
壁に阻まれます。受け取ってくれる窓口がありません。ほとんど
の自治体は地方自治法に縛られているので、これまで入札により
設計者を選んできました。これまで良い案を選ぶ経験をしていな
いのです。これまでの窓口に、これまでの設計コンサルタントや
業者が、これまでの方法で仕事を受ける現状を改めずして復興の
新しい未来計画は生まれにくい状況にあります。
宮城県岩沼市で計画されている復興計画グランドデザインは、
ランドスケープアーキテクトが入って具体的な優れた提案ができ
た良い例だと思います。この計画にあるアイディアの一つは瓦礫
を処分するのではなく瓦礫を用いて創造する「津波除け千年希望

■東京宣言を振り返る
東京宣言は大会に参加した世界の建築家の「災害を克服し、一
丸となって、新しい未来へ」の決意表明でありますが、多くのこ

の丘」です。この瓦礫の活用のほうが、東京はじめ遠隔地に瓦礫
を運び焼却して処分するよりはるかに合理的で創造的だと思いま
す。
復興は設計入札ではできません。優れたアイディアがあるなら
ば、すばやくその案を採用するには、これまでの入札制度を改め
ることが必要です。その仕組み作りは職能団体が力をあわせて行
政側の協力を得ないとできません。復興を機会に設計者の入札制
度を改め、我々の専門家の知恵が自治体や市民の役に立つような
環境を作りたいと考えます。
■建築界の国際化に向けて
話は変わりますが、UIA 東京大会には海外から予想を上回る参

第7回諮問評議会＋第22回実行委員会合同会議
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加者がありました。海外からの展示もまた予想を上回る広さのも

UIA2011 東京大会

全体収支計算書

（円）

（会期：2011 年 9 月 25 日～ 2011 年 10 月 1 日）

予算

決算

差額（予算−決算）

備考

事業活動の部
事業活動収入
大会登録料収入

120,000,000

159,565,200

△ 39,565,200

寄付金等収入

420,000,000

405,954,000

14,046,000

広告料等収入

50,000,000

62,550,000

0

1,500,000

補助金助成金等
雑収入

△ 12,550,000 協賛金収入等
△ 1,500,000 つくば市、土浦市、稲敷市の 3 市
△ 56,344,913 ユース・ジャンボリー等参加料その他

0

56,344,913

590,000,000

685,914,113

△ 95,914,113

62,307,000

65,855,566

△ 3,548,566

252,390,000

317,813,306

UIA 諸会議費支出

43,681,000

28,233,117

広報事業支出

76,262,000

72,618,533

3,643,467

137,200,000

165,025,573

△ 27,825,573

14,160,000

10,004,562

4,155,438

事業活動収入合計（A）
事業活動支出
大会準備業務支出
プログラム等運営支出

事務局経費支出
協賛事業等調整費

△ 65,423,306 追加の人材育成事業費を含む

15,447,883 UIA 調整会議、理事会等

報告書作成支出

0

2,315,142

△ 2,315,142

募金活動費

0

24,048,314

△ 24,048,314

586,000,000

685,914,113

△ 99,914,113

4,000,000

0

4,000,000

短期借入れ収入

0

20,702,387

△ 20,702,387

長期借入れ収入

0

10,000,000

△ 10,000,000

財務活動収入計（C）

0

30,702,387

△ 30,702,387

短期借入金返済支出

0

20,702,387

△ 20,702,387

長期借入金返済支出

0

10,000,000

△ 10,000,000

財務活動支出合計（D）

0

30,702,387

△ 30,702,387

財務活動収支差額（C−D）

0

0

0

予備費支出

4,000,000

0

4,000,000

予備費支出（E）

4,000,000

0

4,000,000

収入合計（A ＋ C）

590,000,000

716,616,500

△ 126,616,500

支出合計（B ＋ D ＋ E）

590,000,000

716,616,500

△ 126,616,500

0

0

0

事業活動支出合計（B）
事業活動収支差額（A−B）
財務活動の部
財務活動収入

財務活動支出

予備費支出

収支差額

のでした。多くの人たちは日本の建築のレベルに驚き技術力の確

際的に活躍することを目的とした実務経験をすることになるので

かさを称賛しました。日本の建築界は世界に誇る力を持っている

しょう。

にもかかわらず、国内の建設需要の減少を反映して低調です。こ

幸いなことに海外からの参加者の増加や支出削減の効果があっ

の状況を打開するには、他の業界と同じように建築界ももっと海

て、大会収支はバランスし、さらに今後大会に関連する新しい事

外に目を向けるべきであると思っています。日本組織委員会で、

業に対して支出ができる余裕が生まれました。そこで、日本組織

海外進出の希望者に対し手伝いをしてあげる仕組みをつくること

委員会は解散前に、一般財団法人を立ち上げて、我が国における

を話し合いました。海外進出といっても昔のように設計を学びに

次世代建築界の発展のために、国際的な人材育成事業を行うこと

行くのではなくて、例えば中国で技術やデザインを通じて国際的

としました。この事業が、日本建築界の国際化のきっかけになれ

な仕事の仕方を会得し、人脈作りをすることなどをして、将来国

ばと願っています。
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アルカシアがつなぐ
成長著しいアジアを活躍の場に

The World Report
【海外レポート】

アルカシア会長の国広ジョージ氏に聞く
今回の海外レポートでは、アジアの 18 ヵ国の建築家協会によって構成される組織であるアジア建築評
議会（ARCASIA、以下アルカシア）の活動を紹介し、元 JIA 副会長で現在アルカシアの会長を務めて
いらっしゃる、建築家で国士舘大学教授の国広ジョージ氏に、古市徹雄編集長がお話をうかがいました。
アメリカやヨーロッパの経済が衰退するなか、日本国内の経済状況も閉塞した状況にあります。その
一方で、アジアの各国が勢いを増しています。今後日本にとってアジアとどう付き合っていくかを明
確にしていく必要があり、それは建築界でも例外ではなく、このような状況下においてアルカシアは
日本人建築家とアジアとの唯一のパイプといえるかもしれません。

ARCASIA

アルカシア設立年

1967 年
アルカシアの目的
⃝アジア各国の建築家協会を民主的に結び、友情と、知識、芸術、教育、科学上の絆を結ぶこと
⃝メンバー協会間において業務上での情報提供、ネットワーク、相互協力等を推進、また継続し、
国内、国際的なレベルでメンバー協会の建築家を代表すること
⃝社会における建築家の役割・地位を確立・浸透させること
⃝建築家の啓発、教育、及び社会におけるサービスとしての建築職能を発展させること
⃝建築環境における研究や技術的進歩を促進すること
加盟メンバー協会
現在のメンバー協会（2011 年 10 月にラオスが新加盟）

IAB

Institute of Architects, Bangladesh

ASC

The Architectural Society of China

HKIA

Hong Kong Institute of Architects

IAI

Ikatan Arsitek Indonesia

IIA

Indian Institute of Architects

JIA

The Japan Institute of Architects （1991 年に加盟）

KIRA

Korean Institute of Registered Architects

UMA

Union of Mongolian Architects

AAM

Macau Association of Architects

PAM

Pertubuhan Akitek Malaysia

SONA

Society of Nepalese Architects

IAP

Institute of Architects, Pakistan

UAP

United Architects of Philippines

SIA

Singapore Institute of Architects

SLIA

Sri Lanka Institute of Architects

ASA

Association of Siamese Architects

VAA

Vietnam Association of Architects
（全 18 ヵ国）

アルカシアの成り立ちと位置づけ

古市●それは何年くらい前ですか。
国広● 45 年前の 1967 年です。ちなみに、第 1 回アルカシア理事

古市●アルカシアの成り立ちについて教えてください。

会は 1980 年に開かれました。創立当初のグループがずっといて、

国広●アルカシアは、以前穂積信夫先生が副会長になられたり、

ある意味、言い方はおかしいですけれども、1 年に 1 回集まって

古谷誠章さんも副会長を務められていて、2011 年に私が初めて日

理事会を開くのですが、お友だちクラブのようになっているとこ

本人で会長になりました。旧英国植民地のアジアの建築家協会が、

ろがありました。なぜアルカシアが日本であまり知名度がないの

イ ギ リ ス の CAA（Commonwealth Association of Architects）か

かは、あんまり日本と関係のない活動をしているからかもしれま

ら脱退して、アジアの自分たちの協会にしようとアルカシアを作

せん。ただ、UIAは世界ですが、今までの 17 ヵ国から昨年 10 月

りました。

にラオスが加わり 18 ヵ国になって、アジアのメインの団体とし
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てこれだけのポテンシャルを持っていて、つまり、JIAだってそ

国広●例えば、国際的な建築事業で苦情が来た場合など、それを

この配下にあるわけです。それが政治的にも、今、中国の経済、

どうするか、一般的な協定の上に載せました。国に入ってきたも

アジアの経済からしたら、すごく重要なポジションにあるのに、

のに対してアルカシアが窓口になるということです。また、JIA

それを日本人は相手にしないわけです。UIAを相手にすればいい

がアルカシアを通じてコンペで誰か紹介してくれといったら、マ

と思っているのです。UIAというのは加盟国が 120 ヵ国以上もあ

レーシアの建築家を紹介できるというような、外に向けていける

る巨大な組織であり、アルカシアはその中のアジアという地域の

ルートができています。アジアの国の使節団を呼んで交流したり、

組織なわけです。それがもっともっと力を持てばいいじゃないか

いろいろなワークショップをしたり、地震に対してのセミナーを

というのが私の考えなんです。

やったりなど、いろいろなことができるわけです。

アジアの国々でもまだ建築家制度や、建築士法、建築基準法の

アジア以外の世界の協会と連携があれば、例えばアフリカのコ

ないところもあります。したがって情報をそういうところに提供

ンペがあるといったら、そこから情報をもらえますから、そこで

するという役割もあります。それをもっとしっかりとやっていこ

タイアップすることができるのです。そういうことができるよう

うとしています。例えば、これから建築士法や基準法を制定しよ

なルートを作りたくて、それがメリットだと思います。

うと運動をしている国に行ってアルカシアの大会をやれば、そこ
でポリティカルパワーになるわけです。そして若い人たちにどん
どん入ってきてもらいたい。

勢いのあるアジア

古市●アルカシアの内部の結束というのが大事でしょう。具体的

古市●アジアの展望でいくと、今、アジアの経済がすごいですよ

で魅力的なイベントが見えてくるといいですよね。

ね。アメリカ経済やヨーロッパ経済が落ち込んできて、中国経済

国広●予算的な問題もありまして、でも、それにはどうした

がすごいわけです。そして中国とアジアは、少し距離を置こうと

らいいかと掲げたのは、まずは情報・コミュニケーションで

しています。例えば、バングラデシュなんか、今空前のバブルだ

す。アジアから建築作品を発信していきたい。そこで、今まで

なんて言われていますね。

の『Architecture Asia』という会誌をウェブマガジンにして、世

国広●すごいですよ、バングラデシュは。今、失業している建築

界中に発信しました。広告料を取れるようにして、アルカシアの

家はいないと言われているくらいです。バングラデシュでは今、

魅力を発信することから始めました。そうすることでアジアの優

地震が発生していて、耐震構造がすごく重要視されているのです。

れた建築作品が世界に知れ渡ります。グローバル・ローカル、グ

だから、日本の建築家が求められています。

ローカルというものがアジアから発信される。特にサステイナブ

古市●ラオスとかはどうでしょう。

ルはいろいろな意味でアジアが中心です。チベットなどは高所の

国広●バングラデシュ、ラオス、モンゴルなどは今、日本がクラ

気候風土から赤道直下の亜熱帯までありますし、そういうイン

イアントを連れて行くべきだと思いますよ。また、私はミャン

プットやアウトプットも可能になってきます。

マーにも注目しています。

変革をするためには資金が必要ですし、おそらく私の任期では
足りないので、10 年計画を立てました。また定款を変えて、動き

古市●そういったアジアの建築情報が、日本に入ってくるといい
ですね。

を取れるようにしました。

世界の他の地域と横のつながりを持つ
古市●アルカシアは他の世界の地域、具体的にはどこと連携して
いるのでしょうか。
国広●昨年 UIA 東京大会が終わった後は各地域の活動になって
きました。これからは他の地域と提携を結ぶことが必要です。も
ともと連携しているヨーロッパ連合（ACE）に加えて、このあい
だ、アフリカ建築家連合（AUA）と提携を結びました。MASA
という中央アジアの 22 ヵ国とも提携を結びました。このように、
横の連携をとるというのが私のこの 2 年間でやろうとしているひ
とつの目的です。また、3 月にはさっそく AUAの呼びかけで地域
団体会議が開かれる予定です。UIAと連携していこうという動き
です。
古市●アルカシアが対外的にコネクションを作っていくメリット
は何でしょうか。
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国広●アルカシアの会員しか応募できないコンペというものがあ

では「和僑」と呼んでいます。

るのです。韓国のオフィスビルとか、シンガポールでもありまし

古市●私の研究室を卒業した人間も、今、北京でズー・ペイとい

た。そういう情報もあまり伝わっていないので、どんどん情報を

う建築家の下で働いています。

開示していきたいと思っています。

国広●今、40 人か 50 人、行っているのではないでしょうか。迫

古市●僕は、そういった機会に若い人が行くべきだと思います

さんの事務所出身の 2 人の女性が、日本に帰国せずに事務所を始

ね。もう日本には仕事がないんだと。若い世代は明らかに食え

めたという話を聞きました。

ない。そうすると、もう海外に出ていくしかないですよ。
『JIA

古市●あと、最近はベトナムに行って自分で事務所をやっている

MAGAZINE』でも、中国、ベトナム、タイなどで事務所を設立

日本人もいます。私が思うには、中国よりもベトナムのほうが、

し活躍している若手の建築家を紹介しています。

これから可能性があるのではないでしょうか。

国広●ただ、今の若い人は海外にまず行かないですね。建築界で

国広●それは、向こうに行って働いて独立するのでしょうか。

もやっぱり同じなのです。若い世代で行っている人たちは、日本

古市●例えば、ベトナムの建築家、ヴォ・チョン・ギアの事

の媒体が世界に知れ渡っていますから、それでお呼びがかかるの

務所で働いた人たちが、そのままベトナムで独立しているん

です。

です。何組かいます。仕事はそこそこあるようで、この『JIA

私はアルカシアで 12 年やってきましたが、アジアの皆に、自

MAGAZINE』278 号の海外レポートでもベトナムで活躍してい

分の国の雑誌や媒体をしっかりしないといけないということを

る設計事務所 S ＋ Na. を紹介しました。ベトナムはこれから増え

言っています。しかしお国柄によっては、やりたがらないところ

るんじゃないでしょうか。

もありますね。

国広●もちろん、すごいですよ。

日本は、そういう意味で、若い人たちがどんどん出ていける状

古市●でも今進出していくのはアジアでいいと思います。アフリ

態にあるのですが、お呼びがかかれば行くという感じで、自分か

カまで行くというのは、ちょっとたいへんでしょうから。

ら積極的に出ていく人は少ないですね。

国広●ただ、今の学生さんたちが、20 年、30 年したら、アフリカ

古市●私も 1993 年のベトナムを皮切りに、マレーシア、タイ、

に進出する人も増えているのではないでしょうか。今、私の学生

中国、韓国、モンゴル、中央アジアの国々で日本人建築家展や講

に、中国語を勉強するように、またアジアの研究をしておくよう

演会、日本の学生と現地の学生の共同ワークショップを実行して

に言うのです。若い人たちは中国、もっと若い人たちはアフリカ

きました。

に。もう日本じゃないということは目に見えています。

国広●招待されて行って仕事をするというのと、自分から友だち
として付き合って、日本へ来たら相手をしてあげて、向こうへ
行ったら、向こうで飲みながらというような付き合いをするので
はまったくちがうと思います。それが大事ですね。

若者よ、アジアへ目を向けよう
古市●若い人が海外へ出ていくのを支援するところが必要だと思
います。

アジアで活躍する日本人建築家

国広●その窓口はどこかといったら、JIAであってアルカシアで
す。アルカシアから今度アフリカに行ったり、中央アジアに行っ

古市●海外に行きたくても、どうすればいいかわからないという

たりという、今はそういうネットワーキングの時代です。世界か

こともあるのかもしれませんね。

ら建築家が来た UIAが終わって、アメリカへ行くのか、ヨーロッ

国広●もちろん、そうです。JIAでできることは、そういうマ

パへ行くのか、そこで仕事はないでしょう。そうすると、やっぱ

ニュアル作りです。どうやったら海外に行けるかということを記

り身近で、国際的なアジアですよ。今年に入り、JIAは中国建築

したものです。若い建築家たちがそれを見てやれるという、そう

学会と建築専門家協定を結びました。アジアとどういう付き合い

いうものを作らない限り、皆やりませんよ。日本語しかできない

をしますか、どういう情報を得ますか、そのときに必要なのがア

からどうしよう、とか言っているような人が多すぎます。JIAの

ルカシアでしょう。

会員にわかってもらいたいと私は思います。

古市● JIAが中心となって、頑張って海外建築にみんな出ようと

古市●もうひとつは、現状だけを見て、あんまり将来を見てない

働きかけるためにセミナーをやる。日本で興味のある人は集まれ

人も多いような気もします。とりあえず、今のところは日本で十

というものです。国広さんなりが若い人を集めてセミナーをやっ

分に食えるじゃないかというのがあるのではないでしょうか。

て、鍛えないとダメでしょうかね。もちろん若い人をフォローし

国広●だから、私は言い続けるしかないと思っています。私は、

ないといけないのですが、
「自分で仕事を探してこい」と言いたい

今、中国・北京清華大学で客員で講義しているのですが、北京へ

気持ちもあります。大変な状況ではありますが、半面若い人の気

行くと、松原弘典さんや迫慶一郎さんなど 40 代の日本人建築家

迫が感じられないところもあります。

が活躍しています。そのうえ、これらの事務所を独立した「次世

国広●それは、私もずっと言い続けています。

代」がいて、結構仕事を取ってやっています。彼ら海外組を最近

古市●また、実際にアジアで頑張っている建築家の講演会をやっ
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てもらうのもいいですね。

受賞しました。

国広●海外への出方や、海外での仕事の仕方を教えますというよ

10 月に、バリ島で 15 回目のアジア建築家会議（ACA：Asian

うな内容に、若い人はものすごく興味があると思います。とにか

Congress of Architects）が行われます。インドネシア建築協会

くアルカシアをベースにしてアジアと組んで、日本の若い人が海

が立ち上げたウェブサイトもあります（http://arcasiabali2012.

外へ出るような機会を作っていきたいですね。

com/）。そこで 2011 年度のアルカシア賞の表彰式も行われます。
多くのかたに、アジアの建築家たちの作品や議論をリアルタイム
で体験していただければ、と思います。

アルカシア賞を広めたい

古市●ぜひ、アルカシアを広めていきましょう。今日は、ありが

国広●アルカシア賞というのがあるのですが、あまり知名度が高

とうございました。

くないんです。だから、私は、今度アルカシア建築優秀作品賞と

（2012 年 2 月 29 日

古市徹雄都市建築研究所にて）

いうように名前を変えようと思っています。そうするとずっと
国広ジョージ（くにひろ じょーじ）

わかるようになりますから。今、JIAの会員が候補になることに

建築家。国士舘大学教授。1951 年東京生まれ。1964 年に渡米、カリ
フォルニア大学バークレー校を卒業後、ハーバード大学大学院デザイ
ンスクールを修了。アメリカで 17 年実務に携わる。1997 年より活動
拠点を東京に移し、2006 年 JIA 副会長。2011−12 年アジア建築家評
議会 (ARCASIA) 会長。2011 年より中国・清華大学客員教授。

なっていますが、JIAを通さなければいけないというのではなく
て、誰でも出せるようにすればいいじゃないかとも思っています。

2011 年度は私も審査員をやりましたが、6 名の日本人建築家が

2011 年度アルカシア賞
アジアで活躍する建築家の模範となる作品を表彰するアルカシア賞。

2011 年度のアルカシア賞は、12 ヵ国から 132 作品の応募があり、
ベトナムのダナンで 8 月に開かれたアルカシア・フォーラム 16 で審査・決定した。
2012 年 10 月にインドネシア・バリで開催予定のアジア建築会議で表彰する。
アルカシア賞を受賞した日本人と受賞作品

❶

❹

❶ アトリエ・ビスクドール（個人住宅・アトリエ）

前田圭介氏（UID・広島県福山市）

❷ 洗足の連結住棟（共同住宅）

北山恒氏（architecture WORKSHOP・東京都港区）

❸ 子羊の群れキリスト教会・風の教会

松尾和生氏（日本設計）

❹ 七沢希望の丘初等学校

中村勉氏（中村勉総合計画事務所・東京都港区）

❺ JFE ケミカル・ケミカル研究所（工業建築）

木下昌大氏（木下昌大建築設計事務所・東京都新宿区）

❻ カフェしえと（民家再生店舗）

郡裕美氏（スタジオ宙一級建築士事務所・東京都武蔵野市）

宏

❷

撮影：阿野太一

❸

撮影：稲住泰宏

撮影：新建築社写真部

❺

撮影：阿野太一

❻

撮影：山下恒徳

撮影：上田

JIA MAGAZINE 279

APRIL 2012 ●

015

支部便り
北陸支部

北陸支部のUIA大会参加と今後
1 UIA2011東京大会の登録に向けて
北陸支部方式は補助とバッチの効果

建築家のオリンピックと言われている UIA 大会、2011 年東京
大会の支部委員長に任ぜられ 2006 年 9 月、熱海合宿から準備委

賛助会員は参加意欲に燃えていました。

3.11 の東日本大震災以降、大会開催の是非が問われました

員会はスタートしま

が、“ON TRACK ”のもと、本部の開催推進を後押ししてきまし

した。芦原委員長（当

た。支部の皆様の結束により、登録割合は全国支部の中でもダン

時）の下に全国 10 支

トツで、目標に対して 200 ％超え（全国平均 52 ％）を果たしまし

部の委員が集い、議

た。事前登録のみで参加できなかった方も多く、感謝する次第で

論が始まりましたが

す。大会への参加意思表示が北陸支部の活動を支え、UIA 大会を

地方の参加意欲を高

通して支部の結束が全国の模範となったことは言うまでもありま

める方法が課題とし

せん。当支部は小さな支部で人数も少ないせいか、顔の見えるこ

て残りました。

とが結束に繋がっているのではないでしょうか。大会を通じて顔

2007 年からは早期割引の募集を開始しましたが、4 年も先の大
会への関心は薄く、支部役員など主要なメンバーに協力を仰ぎ、
支部責任を何とかクリア、27 名の登録が果たせました。

の見えるつながりを大切にし、次代に引き継いでいかなければな
らないと感じています。

UIA 大会において

2008 年は UIA トリノ大会が開かれ、支部は 18 人のツアーを組

記念グッズを取り

んで参加したことが後の登録数増加に繋がったのではないかと思

急 ぎ 作 成、 販 売 す

います。

ることにしました

2009 年からは本格的に登録者を増やす作業へと進むのですが、
アイデアを模索している段階でした。会員数 142 名の北陸支部は

が、売り上げの一部、

245,000 円 を 支 援 金

ほとんど零細な事務所（1 ～ 3 人）ですから、登録費の外に寄付を

として福島地域会に

集めることは至難の業です。そこで考え出したのが、早割登録費

持参、東北被災地の

4 万円のうち 1 万円を補助する仕組み（インセンティブ）です。大

支援活動費にあてて

会への参加意識と盛り上がりを喚起するのが狙いです。

いただくことにしました。 このグッズ販売については東海支部

もうひとつの大きな支えは賛助会員

静岡地域会、関東甲信越支部事務局、その他いろいろな方にご協

の存在です。登録をされた賛助会員に

力いただきました。 この場をお借りして感謝申し

必ず、赤か白色の UIA バッチを差し

上げます。

上げますとその場で着用され、なんと
も誇らしげで、正会員と同じバッチに連帯意識が働くようです。

髙屋利行（UIA 推進特別委員会）

2 中国大連との建築交流
■プロローグ／ 2007.05.24 ～ 27

2011 年 UIA 大 会 が 東 京 開
催に決定し、世界の建築家た
ちの大会参加に向けて、各支
部でも「国際交流を図ってい
きましょう」という本部の方
針を受け、北陸支部でも交流
先を模索していました。北陸
と経済交流が盛んで、富山空港からの直行便もあることから、中
国遼寧省大連との交流を検討し始めたところ、折良く金沢市と大
連市の経済交流ツアーが企画されることを知り、支部では水野一

にフォーラムを開催しました。UIA 東京大会を見据え、今後の建

郎会員を団長に 5 名の建築交流先遣隊を送り出しました。

築交流継続のため 1 年ごとのお互いの訪問を確約しました。また、
大連理工大学建築芸術学院・大連大学建築科との交流では建築教

■建築交流 Vol.1 ／ 2008.03.08 ～ 12

育や建築生産システムについての意見交換会を行いました。

先遣隊の大連理工大学や中日友好協会との交流をきっかけ
に、支部で訪中を企画し、正・賛助・準会員 18 名が参加しまし
た。大連市建築設計研究院有限公司とは日中建築事情をテーマ
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■建築交流 Vol.2 ／ 2009.12.05 ～ 09
相互訪問の約束から、大連市建築設計研究院有限公司から建築

家 5 名が金沢を訪問し

■建築交流 Vol.4 ／ 2011.09.23 ～ 25

ました。金沢の風情あ

支部の熱い UIA 東

ふれる街並みや保存再

京大会参加要請に対

生施設、先方の希望す

し、中国各地から建

る老人施設・高級和風

築家 22 名と中国の建

建築、会員設計施設な

築 専 門 出 版 社 UED

どの視察と意見交換会

から 2 名を含む 24 名
が訪日し、金沢を経

を行いました。

由していっしょに東
京へ乗り込むことに

■建築交流 Vol.3 ／ 2010.07.03 ～ 07

2 回目の訪中を企画し、前

なりました。2009 年同様、金沢の街並みや保存再生施設、安藤忠

回を上回る正・賛助・準会員

雄氏設計の西田幾多郎記念哲学館、妹島和世氏設計の金沢 21 世

25 名の参加となりました。今

紀美術館、シーラカンス K&H 設計の金沢海みらい図書館などの

回も建築フォーラムを開催し

視察と雑誌社主催の建築フォーラムを開催しました。

たところ、大連市建築設計研
究院有限公司だけでなく他の

■今後の建築交流

UIA 大会で交流が途切れることのないよう、支部では今年度も

設計事務所の方や大学関係者、

3 回目となる訪中を企画しています。

建築メディアの参加もありました。

1 部は建築事情比較で、建築生産システム・設計資格者制度・

また、2 月から「中国建築学会遼寧省土木建築学会」並びに「中

法制度と確認申請・環境問題のテーマでパネルディスカッション、

国遼寧省勘察設計協会」との交流協定締結に向け

2 部は会員作品紹介、3 部は大連市建築設計研究院の作品紹介を

打合せを重ねているところです。

行いました。また、2011 年 UIA 東京大会のプレゼンテーション
を行い、支部作成の参加表明書に 12 名の署名をもらうことがで

清水

純（北陸支部

常任幹事）

きました。

3 UIA2008 トリノ大会参加
2008 年６月 29 日 UIA トリノ大

■北陸支部オリジナルツアー／ 2008.06.27 ～ 07.04

会オープニングレセプションは

せっかくのトリノ

ヴェナリーア宮殿で開かれた。ホ

大会、イタリアです。

テルにチェックインしたのだが、

支部ではインター

先乗りの本部事務局はまったく

ネットを駆使した手

の不案内、出発してしまってい

作りの格安ツアーを

る最終バスに乗れと言う。仕方なく乗り合いタクシーで向かった。

企画しました。ミラ

ゲリラ豪雨で道は川になっていたが陽気なタクシー運転手のおか

ノ、トリノ、フィレ

げで心も晴れてきた。会場の王宮中庭はパーティーの準備を整え

ンツェの 3 都市滞在

6 泊 8 日 で す。 参 加

直し、シャンパンで乾杯。

を募ったところ、1 組の新婚旅行と 5 組の旧婚旅行を含めた 18 名

翌日からの大会メ

の参加でした。

イン会場「リンゴッ
ト」は 自 動 車 フ ィ

27 日にミラノ到着、28 日は石

アットの工場跡地を

川県出身の新井秀成氏（磯崎新ア

再開発した施設で、

トリエ・ミラノ駐在員）に案内を

設計者はレンゾ・ピ

お願いして市内観光。29 日午前

アノ氏。屋根がサー

は水の都ミラノを彷彿とする運

キット場になってお

河を見学し、インターコンチの

り、その大きさに圧

コンパートメントでトリノへ向かいました。トリノ市内を少し

倒された。トリノ大会は会場が分散していて、とにかく歩くこと

散策して、30 日の大会初日参加と市内散策で慌しく過ごし、夜は

が多かった。講演会にも出たが通訳なしでは興味も薄れる。それ

地元のレストランで大盛り上がり。1 日朝にはもう電車でピサへ、

よりも歴史ある建物を見ることのほうが余程面白かった。大会は

有名な斜塔を見てフィレンツェへ移動。2、3 日は短いながらフィ

その国の文化を知る絶好の機会でもある。3 年に一度の UIA 大会

レンツェを堪能しました。やはり思っていたとおりで、UIA 大会

は、世界との接点だと感じた。

には申し訳ないですが、日本人に合った食事と夜の宴会とフィレ

髙屋利行（北陸支部

UIA 推進特別委員会）

ンツェが印象的な旅でした。

清水

純（北陸支部

JIA MAGAZINE 279

常任幹事）

APRIL 2012 ●

017

支部便り

北陸支部

4 北陸支部のUIA2011東京大会への参加
石川地域会では例年、
「建築ウォッチング」と題して、建築見学

合わせて作成したおそろいの

会を開催していますが、昨年は「東京方面建築見学＆ UIA 大会参

ポロシャツを着用しました。

加」として、富山、福井地域会にも呼び掛け、北陸支部として大

午後には下町見学ウォーキン

型バス 2 台を連ねて参加しました。
例年は参加者の人数がなかなか集まらず苦労するのですが、

UIA 大会のおかげか、労せずして大型バス 2 台、総勢 70 名の参
加がありました。

グや、スカイツリーの見学を
し、その他、UIA 大会のプロ
グラムには各自で自由参加し
ました。夜には懇親会を開催 UIA2011 東京大会 開会式

直前に来日し、石

し、そこには他支部の方も数

川県で交流をしてい

名参加し、とても楽しく盛り

た中国の建築家のみ

上がりました。

なさんもバスに同乗

最終日は上野公園で千人茶

し て 東 京 に 向 か い、

会に参加し帰路につきまし

ま ず、 八 王 子 に あ

た。今回、バスでの長距離の

る「全労済防災セン

移動でしたが、いろいろな世 懇親会

ター」
（設計：第一工

代の方が一堂に会し、バスの中でも懇親を深めることができたこ

房）を 見 学 し、 そ の
後移動して六本木ヒ

「全労済防災センター」見学会

とも良かったと思います。
全労済防災センターでは、第一工房の岡崎副代

ルズで開催された「UIA2011 TOKYO」ウェルカム・ネットワー

表のご説明もいただき、
「JIA」ということで、特

キングに参加。

別に御配慮いただきました。

翌日は全員で UIA2011 東京大会 開会式へ。今回の UIA 大会に

石村聖一郎（石川地域会）

5 北陸支部―今後の国際交流の取り組み
どこかでも書いた覚えがあるのですが、大陸から日本地図を眺

ていく日本の各都市にとって、今や海外と直接チャンネルを持つ

めるとどこが今後大陸交流の中心となっていくのかがわかります。

ことがどのレベルでも求められているように感じます。実際金沢

寺島実郎さんは著書で「戦前までは裏日本という表現はなかった。

でも、国際交流に取り組むことで中国や台湾からの観光客が大幅

戦後の復興期においていわゆる高度経済成長から取り残されると

に増え、経済効果をもたらしています。

いう形で「裏日本」という表現が生まれた」と述べています。

金沢市と大連市との経済交流をきっかけに生まれた JIA 北陸支

中国の経済成長と共に、いよいよ裏日本と呼ばれた日本海側に

部と大連建築家との交流は、ますます深くまた範囲も広がってき

陽が当たってきたように思います。北陸からは上海、大連、ソウ

ました。昨年の UIA2011 東京大会では大連の建築家の呼びかけ

ル、ウラジオストック、さらに台北等の都市への直通便があり、

で二十数名の中国全土の建築家が北陸経由で東京に入りました。

時間にすれば 3 時間程度で各都市と結ばれています。北陸新幹線

それがきっかけで、いま瀋陽やウイグル地区の建築家との提携話

がいよいよ 2014 年に金沢まで開通し、東京と 2 時間半で結ばれ

が進んでいます。瀋陽の建築団体とは、交流協定締結に向けて協

るわけですが、このことに対する経済効果に地元経済学者から疑

議が始まりました。またウイグル地区の建築家からは、秋に開催

問符も出ています。デフレ経済が続き、ますます高齢社会になっ

されるセミナーへの招聘を非公式にいただいています。2008 年か
ら続いている大連建築家との相互訪問を、今年はウイグル地区に
広げ北陸支部の多くの会員とともに訪れたいと計画しています。

JIA 本部が担ってきた世界の建築家・建築団体との交流や提携
は、UIA 大会の成功をはじめ大きな成果を上げてきたと思います
が、今後は「本部が推し進める国際交流」と「各支部が推し進め
る世界各地域の建築団体と提携」という二つの大きな流れが必然
であろうと考えています。そういった意味で、本部・支部の国際
交流のあり方を根本的に考え直す時期に来ているのではないで
しょうか。
北陸支部としては今後今まで培ってきた人脈を活かし、中国各
地との交流、加えて韓国、ロシア、さらにモンゴル、
また遠い将来かもしれませんが北朝鮮との交流を
夢見ています。
西川英治（北陸支部長）

大陸から見た日本
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北陸支部各地域会の近況と取り組み
石川地域会 「鈴木大拙記念館」がオープン

参加登録のお願い〈緊急要請〉と題して趣意書を作成し、役員全
員で、JIAの先輩たちの長年の悲願でもある大会を成功させるた

2011 年 10 月 18 日「鈴木大拙記念館」が、生誕地にほど近い金

めにも参加登録をお願いしようと決議をしました。役員は仕事の

沢市本多町にオープンしました。設計者は金沢ゆかりの建築家谷

合間を見ては会員の皆さんにお願いをして廻り、その結果、最終

口吉生氏で、氏の建築の特徴ともいうべき「水鏡の庭」と「思索

参加登録者数が 47 名となり、予定より大幅に増やすことができ

空間」
「城の石垣にみたてた壁」と背景に広がる「本多の森」のな

ました。これは日頃から地域会活動を通じて会員同士の交流を大

んとも澄みやかな「みえ」も然ることながら、
「世界人としての日

切にしてきていることが、ご理解を得ることに繋がったものと

本人」鈴木大拙を広く伝える場所の誕生は、金沢の新しい名所と

思っております。

して日々多くの来館者が訪れる「金沢 21 世紀美術館」に匹敵する
存在であると、私は思っています。

大会から半年が経とうとしていますが、今も天皇両陛下ご臨席
のもと厳かに行われた開会式が目に浮かびます。震災直後にもか

鈴木大拙は『世界の精神文

かわらず国内はもとより国外からも数千人の建築家に参加して頂

化に果たすべき役割が、日本、

けたことに感謝すると共に、世界に誤った報道をされている日本

東洋にある』と信じました。

の現状をしっかりと目で確認してもらえた良い機会であったとも

「東洋や日本の文化・考え方

思っています。

が、鈴木大拙をとおして広く

今回の UIA 大会の参加は、地域会の結束と支部

世界に紹介された」という事

の団結があってこそ参加登録者数を増やせたもの

実を地元金沢人として、大い

と思います。今後、この思いを忘れずに地域会活

に意識する機会であると思うのです。

動を行っていきたいと思っております。

鈴木大拙は「日本的霊性の情性方面に顕現したのが浄土系的経
験であり、またその知性方面に出頭したのが日本人生活の禅化で
ある」といいます。金沢はその両方に深く縁があります。大本山

大野博和（富山地域会代表）

福井地域会

1 年を通しての取り組み

永平寺や総持寺に次ぐ曹洞宗の古刹「大乗寺」があり、また真宗

福井地域会では、年間を通

大谷派の礎を築いた蓮如上人との縁もあります。金沢はまさに学

じて毎月第三木曜日に例会を

問としての宗教・禅、そして哲学の故郷なのです。

開催しています。主なものと

現在、国際交流都市「金沢」が提唱されていますが、これまで

しては、毎年 12 月に行われ

「思索」という面で欧米に先進されているようでもあり、宗教的

る「建 築 文 化 講 演 会」
、これ

にも大陸渡来というイメージもありましたが、実は「禅」は日本

は現在活躍している建築家の

で開花したと鈴木大拙は語ります。現に、前述のように禅を含め

中から最もお話をうかがいた

て西洋に広めたのは鈴木大拙自身であります。そうした大いなる

い建築家を会員投票にて選定

先達を意識したいものです。

し、講演をいただき、そのあ

北陸支部石川地域会も大いに世界に向けて、金沢文化・考え方

と講演者の方と解禁になった

を広く世界に紹介するという意気込みで活動した

ばかりの越前ガニをいただき

いと考えています。

ながらお話をうかがうもので
す。
平口泰夫（石川地域会代表幹事）

富山地域会

UIA 東京大会参加に際して

8 月には「夏休み児童絵画
コンクール」
、これは県内の
小学生に毎年テーマを決めて

はじめに、当地域会の UIA 東京大会に参加登録をいただいた

絵を描いていただき、会員に

正会員、賛助会員、そして準会員、会員外の皆様に、この誌面を

よって審査、優秀作品を表彰

お借りしまして改めてお礼を申し上げたいと思います。

するものです、また最近の新

UIA 大会が開催される年に富山地域会代表を任ぜられたわけで

しい取り組みとしては、
「建築

すが、6 月の時点で登録者数が 22 名と少なく、支部からさらに 22

無料相談会」
、JIA 会員と地域

名増の要請が出ていました。正直なところ、国難とも言える東日

の弁護士が共同で、主に住宅の契約、瑕疵、欠陥住宅、すまいの

本大震災で開催が危ぶまれたり、見えて来ない大会に対して悶々

不具合等に関する相談及びアドバイスをするものです。

か

し

とした気持ちでおりました。しかし、このような中、大会が近づ

他には会員の作品、こだわっている材料の発表や、旅行報告な

くにつれて数年前から支部準備委員を務める髙屋さんを中心とす

どをしています。写真は最近 2 月 23 日に私が行いましたイタリ

る支部執行部の大会への熱い思いと、災害をいかに乗り越えるか

ア旅行発表（ミラノ、ベネツィア、フィレンツェ）

を大会のテーマにしたことで、それまでの気持ちが徐々に払拭さ

のときのものです。

れ、参加協力に強く心を動かされていきました。
「UIA2011 東京大会」
さっそく、7 月の地域会役員会において、

五十嵐清人（福井地域会代表）
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九州支部

第 15 回 JIA 九州建築塾

事業報告書

JIA 九州建築塾は、建築を志す若い世代が日頃接することので

■ B ユニット

B ユニットでは、木下庸子先生とデワンカー・バート先生をお

きない、建築界の第一線でご活躍中の先生方を講師としてお迎え
して講義をしていただき、熱い議論を交わし、講師の出された課
題に取り組むことで設計やそのプロセスを経験するという、全国
でも珍しいプログラムです。そして、この建築塾での経験を日頃

招きし、A ユニットの敷地を引き継ぐ課題となりました。
塾生は前回の課題をブラッシュアップしたものをプレゼンテー
ションし、各自が考えるプロセスを整理・共有しました。

の設計業務に活かし、さらには次期 JIA 会員へと誘う目的があり
ます。

木下課題ではＡユニットの敷地を拡張することで、
「集まって
住む」というテーマをレクチャーを通じて塾生に意識してもらい、

第 15 回 JIA 九州建築塾は、福岡大学セミナーハウス（福岡市中

具体的な建築のプレゼンテーションを行いました。

央区）に於いて、去る 12 月 10・11 日を A ユニット、12 月 17・18 日
を B ユニットという日程で執り行われました。
今回は 4 人の講師をお迎えし、設計事務所勤務の若いスタッフ

また、最終日のバート
課題では、グループ分け
を行い、
「建物の設計では

10 名が参加。寝食を共にしながら、建築についての熱い議論を

なく地域の活性化に繋が

交換する機会となりました。

る外部空間を提案せよ」

今回のテーマは、
「エコロジー デ ノシアガレ！」でした。エコ

との命題に取り組みまし

というとどうしても科学技術先行型の感を拭えず、建築家として

た。塾生の考えるプロセ

は取っつき難いイメージがあります。このエコを講師の先生方が

スを講師陣がエスキス

どのように解釈し、塾生達にレクチャーするのか。ここが実行委

チェックしながら指導し

員側としてもかなり興味がある部分でしたが、各講師の先生方そ

ていくスタイルは、緊張

れぞれに思うところでのエコという考え方をレクチャーして下さ

感のある中でコンセプト

り、そのエコの意味や考え方は大いに共感させられるものでした。

を伝えることの難しさを
体感できたのではないか

■ A ユニット

A ユニットでは、松山将勝先生と荒谷省午先生をお招きし、人
のスケールと家のスケールにおいて、環境を読み取りながら住宅
をつくる課題を行いました。

と思います。
グループによる成果物
は、仕組みを再考する提

松山課題では「自分の

案から発展性のある現実案まで、豊かな発想が感じられるもので

原風景を見直す」をテー

した。また自分の意思だけが尊重される場ではないグループとい

マとし、博多部須崎町の

う中で、相手の意見を聞きながら、議論しながら練り上げていく

狭小敷地に空間をつくる

という取り組み方は、今後の実務においても大変役立つもので

訓練を行いました。

あったと思います。

荒谷課題では、これら

■ 4 日間を終えて
この 4 日間という限られた時間の中ではありますが、講師の先

をブラッシュアップし、
居心地や自分の原風景を

生方から与えられた課題に皆必死になって考え、取り組むことが

具現化していくプロセスとして、実際に 1/50スケールの住宅を

できたことは、塾生の建築人生において大きな糧を得られた素晴

作り、各自がプレゼンを行いました。

らしい機会であったと思います。
このように有意義な建築塾を開催できましたのも、会員各位の

松山課題は製作時間 1
時間、荒谷課題は模型を

ご理解とご協力の賜物と感謝申し上げさせていただきます。また、

含めて 5 時間程度の短い

今後開催されます建築塾にもご支援、ご協力のほど宜しくお願い

時間で、どれだけ自分を

申し上げます。

表現できるかという即応

（JIA 九州建築塾実行委員会）

性も試されることとなり、
塾生には良い機会になっ

テーマ

たのではないかと感じま

開催日

す。

［A ユニット］ 12 月 10・11 日（1 泊 2 日）
［B ユニット］ 12 月 17・18 日（1 泊 2 日）

今年は参加者全員が設計事務所のスタッフ（社会人）であった
ことから、即応性や課題の理解度が高かったように思います。A

開催場所
講

師

福岡大学セミナーハウス（福岡市中央区六本松 3-4-20）
［A ユニット］

ユニットの夜は、塾生全員が同年代で、設計事務所勤務という環

荒谷省午（荒谷省午建築研究所 主宰）

境であったことも手伝って、仲間意識が芽生え、深夜遅くまで自

松山将勝（株式会社 松山建築設計室 代表取締役）

分たちの夢や建築に対する想いが語られ、松山、荒谷両先生もこ
れに応えて一緒に議論して下さいました。
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［B ユニット］
木下庸子（設計組織 ADH 代表・工学院大学教授）

参加資格

Dewancker, Bart, Julien（北九州市立大学国際環境工

歳、三省設計事務所）、大坪賢祐（23 歳、環・設計工

学部建築デザイン学科教授）

房）、岩男尚樹（24 歳、アトリエサンカクスケール）、

20 歳以上の現役建設関係従事者及び、大学院生（必

室伸之介（25 歳、環・設計工房）、山村宗一郎（25 歳、

ず全ての日程に参加できる者に限る）

田中俊彰設計室）、倉掛健寛（27 歳、環・設計工房）、
谷口康秀（29 歳、作田建築設計）、松尾沙央理（30 歳、

（大学生に関しても、JIAの面接にて参加技量がある

フリー）、馬淵健太（30 歳、nks アーキテクツ）

ものと判断された者は可）
参加費

9,000 円（食費別途）

参加者

井上恭佑（21 歳、田中建築設計室）
、荻原宏典（22

実行委員

水野

宏・村上明生・三角健晃・深田

晋

（写真はデザインレビュー 2011のものです）

デザインレビュー2012を開催
■デザインレビューとは
今年で第 17 回を数える「福岡デザインレビュー 2012」は現代
の建築や都市を取り巻く諸問題を議論し、デザインの可能性とリ
アリティについてクリティークと参加者が共に考える場を提供す
る活動です。建築設計、設計教育、建築批評の第一線で活躍する
クリティークを招き、学生の意欲的作品の講評を通じて、日常的
な業務や教育現場では得難い視点に立った高いレベルの議論を行
います。レビューイベントを JIAがバックアップする目的は、学
生のレベルを高めることはもとより、JIA 会員の皆様に参加して
いただくことで、会員間の議論や、現代の学生が考える都市像、
建築像を確認することによる世代としての議論ができることです。
現代の建築批評や建築・都市デザインに対して日頃の実務を通し
た経験を、学生に伝えていただくと共に、皆様の刺激になるイベ
ントにしていくことを目標にしています。
この企画は、学生が中心となり、企画運営、財務、協賛金集め、
記録紙の出版など、建築教育だけでは得難い、より実践的な教育
プログラムになっています。また、全国の卒業設計展と異なり、
クリティークも学生も福岡の地で泊りがけで過ごし、卒業制作以
外の学校課題も出展できるという自由で密着度の高いイベントで
す。
将来の建築文化をつくり、会員皆様の糧になる企画を用意して
いますので、引き続きご支援を賜りますようお願いいたします。

FDR2012 のテーマ

「合縁奇縁建築縁」

デザインレビューはその名の通り “Review”（見直す事）を目的

主

催

共

催

学生デザインレビュー 2012 実行委員会
日本建築家協会九州支部・アイランドシティー中央
公園管理事務所・福岡デザイン倶楽部

としています。学生とクリティーク、一般のお客さんから、はた
また地元で活躍の建築家達まで、さまざまな人たちが同じフロア

後

に立ち熱心に議論を交わしていきます。議論を通して作品に秘め

開催日時

援

福岡市

られた可能性を発見し、新たな可能性は、建築観をさらに広げて

クリティーク（※敬称略

2012 年３月 17・18 日
五十音順）

小嶋一浩

株式会社 CAt パートナー

思想、その縁結びを。縁側のような社交場を。繋がること、繋

末光弘和

株式会社 SUEP 代表取締役

がっていくこと。私たちは 1 人として無縁ではないということ。

内藤

内藤廣建築設計事務所

福岡の地で経験した出会いが何かの縁になれば良いと考えていま

名和研二

なわけんジム（すわ製作所）

す。

藤村龍至

藤村龍至建築設計事務所

いくことでしょう。そのような場を提供するデザインレビューで

横浜国立大学大学院 “Y-GSA” 教授

ありたいと願い、今年のテーマが決まりました。人と人、思想と

村上明生（JIA 九州支部デザインレビュー委員長）

廣

デザインレビュー HP

http://www.jia-9.org/dr2012/
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2011 年度 JIA 各賞受賞作品

第 11 回 JIA25 年賞

審査委員：芦原太郎（審査委員長）
、中原
櫻井

総 評 審査はまず応募書類による審査により現地審査対象を選考し、
二人以上の審査員が現地に赴いて設計者や関係者から説明を受け、最
後に全審査委員で白熱した議論の上で受賞作品を決定した。
25 年以上人々と共に生き続けてきた建築に優劣をつけるのはなか
なか難しく、また心苦しいものでもあったが、人に様々なそれぞれの
人生があるように、審査した建築の様々な姿や歴史を知ることができ、
とても楽しい審査でもあった。
審査の考え方は以下のように示されている。
１．長く地域環境に貢献してきたか。
２．風雪に耐え美しさを保っているか。
３．社会に対して建築の意義を語りかけているか。
４．現在生きていて、これからも生き続けていけるか。
できてすぐの建築に対する賞は数多くあるが、25 年以上生き続け

洋、細田雅春、

潔、山名善之、水戸部裕行

てきた建築に賞を与え、設計者、施工者、施主や維持管理者といっ
た建築を産み出し、育ててきた関係者を表彰するこの JIA25 年賞は
ユニークな賞である。建築の生涯には 25 年で JIA25 年賞、40 年で
DOCOMOMO、50 年で登録文化財、その先に重要文化財、国宝といっ
た、様々な観点から認めてもらえる機会があると考えると楽しくなっ
てくるかもしれない。建築にはその目的である一義的機能を果たす役
割があるわけだが、長い年月の間に社会・文化的価値を生成していく
ことが期待されるわけである。
JIA25 年賞は 25 年以上経った現在、オーセンティシティをもち将
来に向けて守っていきたい建築の価値を見出して、賞を与えるもので
ある。建築のもつ様々な価値のあり方をできるだけ広く社会に示して
いくことで建築の社会的価値の増強に寄与していくことを目指してい
るわけである。
（芦原太郎）

スパイラル
設計者：槇

文彦（槇総合計画事務所）

建築主：株式会社ワコール
施工者：株式会社竹中工務店
青山通りに面し、都会のにおいを発信し続け

計画は 25 年を経て、なお新鮮で、輝いている。

てきたこの建築は、劇場とショップ、カフェ

そしてそれを実現したクライアントの豊かな

の動線を魅力的に展開し、巧みな光の空間の

メセナ活動は、有能なプロデューサーの存在

中で文化の熟成を実現した都市建築の代表例

に支えられて、日本の都市文化の推進を先導

である。道路カーブに合わせて面をずらし分

している。建築が関係を育て、空間が文化を

節し、回遊動線をそのままファサードとして

支えてきた先例の一つとして、JIA25 年賞に

表現しながら、各所に出会いを仕組んだこの

まさにふさわしいと考える。

（櫻井

潔）

スタンレー電気技術研究所 本棟
設計者：阿部

勤（アルテック）

建築主：スタンレー電気株式会社

兼ねるなど、メンテナンス・エレメント自体

施工者：竹中工務店・東急建設共同企業体

が建築デザインの特徴となっている。発展し

東名高速で東京着を知らせるメタリックな外

続ける先端技術の研究に応える容器としての

観は、26 年の月日を経て首都へのゲートとし

研究所のデザインは、施主と建築家のお互い

てのランドマークとして定着しはじめてい

の理解によって、
「変わり得るものと不変なも
の」を見極めたものとなっており、変化に対

導体といった、その時代の最先端技術を研究

し対応しつつも価値を保ち続けている。頂部

開発してきた研究所を象徴するハイテク・ス

のドーム内の現在の使われ方に課題を残すが、

タイルの本棟においては、ファサードを構成

四半世紀を経て全体として時間に対する設計

するサンシェードのグレーチング棚が足場を

意図が実証された作品といえる。
（山名善之）

撮影：藤塚光政

る。発光ダイオード、液晶、アモルファス半

YKK50ビル
設計者：吉田忠裕、木村俊彦、遠藤精一、
北 村 修 一、 大 野 秀 敏、 高 須 貞 夫（YKK50
ビルプロジェクトチーム）／宮崎 浩〈リノ
ベーション〉
（プランツアソシエイツ）
建築主：YKK 株式会社
施工者：第一建設株式会社、林建設株式
電動ルーバーをはじめ当時の建築技術の粋を

初期工場を展示場として改修開放し、さらに

創立 50 周年を記念し創業者吉田忠雄氏の命

集めた近代建築である。建築主自らが旗を振

一帯を森として再生しようとする壮大な計画

を受け、設計と施工合わせて 11 ヵ月という

り、その後も関係者がしっかりと関わり、時

は、地域と建築の可能性をあらためて感じさ

驚異的なスケジュールで完成したこの建築は、

代の変化に応じて手を加え、技術と心を伝え

せてくれる。

ポストモダン全盛の時代にありながら、外部

てきた。めずらしいコンクリートボールトの

会社
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（櫻井

潔）

前沢ガーデンハウス

日本の伝統的な建築を彷彿させる太い梁が

設計者：槇

の人々が世界から集い、そこで語らったであ

交差するホールには、今までどれだけ多く

文彦（槇総合計画事務所）

建築主：YKK 株式会社

ろうか。このホールから見渡す大自然を背景

施工者：清水建設株式会社

にした美しい庭園とともに醸成した姿こそに、

世界企業 YKKの国際交流拠点として「前沢

この建築の本来の価値を見出すことができ

ガーデンハウス」は、単なる社内研修施設に

る。それは「心のこもった建築を創るという

とどまらない活動を 30 年近く繰り拡げてき

ポリシーを貫いた」設計者の心意気から生み

た。地元の黒部と世界中の人々がお互いの文

だされたにほかならないが、それだけでなく

化にふれあう場所として、槇文彦氏によって

「大きな家」の主人とそこに集う人々によっ

イメージされた「大きな家」は月日を重ねる

て、それが丁寧に育まれたことによって結実

ことによって、ある種のモニュメンタリティ

したのであろう。今回の賞においては何より

を確立していったといえよう。

その点を評価したい。

（山名善之）

トヨタ自動車株式会社 東京本社ビル
設計者：三浦明彦、木谷靖孫〈リニューア
ル〉
（日建設計）
建築主：トヨタ自動車株式会社
施工者：㈱大林組・㈱竹中工務店・清水

ていたが、二度の大改修を経て、正面中

建設㈱共同企業体

央に歩行者のためのブリッジが設けられ
るなどした結果、その強い「車と建築」の

79 年にかけて設計され、1982 年に竣工し

結びつきは後退し、時代を反映した新し

た。それはまさに日本の自動車産業が時

い「人と車」の関係を思わせるものとなっ

代の頂点をなしていた時代である。その

た。なお、背後に隣接する小石川後楽園

ようなビルだけに、竣工当初は、車との

と外堀通りの緑との景観的連続性はいま

強い関係が正面のアプローチ空間に現れ

も健在である。

撮影：篠澤 裕

このトヨタの東京本社ビルは、1976 年から

（細田雅春）

ゆりが丘ヴィレッジ
設計者：井出共治（故人 SUM 建築研究所）
建築主：株式会社第一ホテルエンタープライズ
施工者：鹿島建設株式会社
急斜面に階段状に貼りついた住戸のテラスに
は樹木が生い茂り、25 年以上の歳月により環
境は明らかに質を高めている。共に樹木を育
てるうちに環境に対する愛着が増し、住人の
コミュニティが形成され維持されていること

スラブの住戸内部はのびのびと開放的で、間

生活と共にあった建築は年月を経てその価値

はすばらしいことである。建築は控え目でシ

取りの変更も容易で様々な生活に対応してき

を増している。その意味で正に JIA25 年賞に

ンプルな構成であるが、壁式構造・フラット

た姿を読み取ることができた。樹木や人々の

ふさわしい建築である。

（芦原太郎）

読谷山窯
設計者：洲鎌朝夫（故人 匠設計）
建築主：大嶺實清、山田真萬、玉元輝政、金城明光
施工者：大嶺實清、山田真萬、玉元輝政、金城明光
琉球の原風景をここに感じる。4 人の陶芸家
が、自分たちの仕事場を模索して立ち上げた

4 つの仕事場と共同使用の登り窯。ここ読谷
山窯の建築表現を決定しているのは廃材とも
いえる。戦前に焼かれた瓦と長さ 18メート

家が洲鎌朝夫さん。形態の決定、セルフビル

手で行うことを可能にしている。竣工後 25

ルもの使用済みの電信柱を集め、そこに野積

ドがさらなる風景との調和を感じさせる。セ

年。周辺のその後の建築表現にも統一感が計

みの石をあわせている。そこに参加した建築

ルフビルドだからこそ保守もまた自分たちの

られている。
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土佐和紙伝統産業会館
紙の博物館
設計者：上田堯世（上田建築事務所）
建築主：いの町
撮影：坂本宋志郎

施工者：飛鳥建設 中四国支店
コンクリートの打放しと切り妻の瓦屋根、そ
れに墨入りの土佐漆喰、石灰岩の自然素材で
構成された深い軒の出は竣工時の鮮度を保
ち、まだ暫くは改修を不要とするに違いない。

ない、作者の人柄そのもの、実に清々しい建

重たさをもってその地になじむことこそ、求

ポーチからホール、中庭へと至る骨太な空間

物である。
「ピカッとカチッとドシッと」は作

める建築であると言う。地方の建築家の心意

は、永い時間を経ても色あせない、堂々たる

者の弁。気候風土に淘汰され、時間により証

気に溢れた、背筋の伸びた佳品である。

風格を放っている。土佐派らしいけれん味の

明された確かな技をもって静けさを感じさせ、

（水戸部裕行）

株式会社 創和設計
設計者：石井

修
（故人 美建・設計事務所）

建築主：株式会社ジツタ
維持管理者：株式会社創和設計 貴田

茂

施工者：清水建設 広島支店
屋上緑化の先駆的事務所ビルである。その外
形は、後方にセットバックしながら、段々状
のガラス屋根と植栽のためのスラブで構成さ
れ、その形がそのまま内部空間を構成してい
るが、その内部の空間的広がりは、現在でも

も当時の設計者の意図を十分に現在に受け継

極めてよく、街の景観にも程よい開放感とさ

新鮮な驚きと開放感に満ちている。建築主は、

ぎ、その空間の豊かさを活かしている。この

わやかなランドマーク性を生み出している。

建設当時とは変わっているが、現在の所有者

建築の特徴である屋上緑化のメンテナンスも

（細田雅春）

第 12 回 JIA 環境建築賞
総 評 今回の環境建築賞には一般建築 11 点 住宅建築 11 点の応募
があり、そのうち 10 点をポートフォリオにて選定し現地審査の対象
とした。通例の通り現地審査は 2 名の審査委員により行われ、評価の
偏りの無いよう配慮した。
住宅作品の 1 点について審査期間を延長し現地審査の機会を待った
が事情により叶わず、入選から除外することとしたが、他の作品は 8
月、9 月の審査期間内に現地審査を終えている。
住宅部門の今年度の際立った特徴は、JIA 環境ラボが事務局を務め
行われた環境賞の事業「21 世紀環境共生型住宅のモデル整備による建
設促進事業」により各地に計画、建設されたものの応募があったこと
である。全国 20 作品のうち 3 作品がエントリーしたがどれも審査委
員の高い評価を得た。最優秀となった作品は 10 年を超える建設期間、
セルフビルドによる特異とでもいえるもの。その建設はいまも続く。

審査委員：野沢正光（審査委員長）
、三井所清典、
野原文男、安田幸一、宿谷昌則
一般建築の応募作も、長期にわたって手順を踏みキャンパス全体の
整備を行い竣工に至ったもの、工場建築を減築改修コンバージョンし
市役所とするという予想を超えるプロジェクトを成功裏に果たしたも
のなど多彩であった。最優秀はローコストで的確な手法を用い快適で
エネルギー使用のきわめて少ない建築を実現した手腕が高く評価され
た。
昨年は「3.11」という巨大な災害に見舞われた年であり、秋には
UIA 大会が東京で開かれた年でもあった。日本列島の「環境」にかか
わる諸課題を考えることは昨年を基点にして一段と重く大きなものと
なる。建築に取り組むわれわれこそ ｢環境｣ を深く考える責務がある
といえよう。環境建築賞のこれからの任務はきわめて重い。JIA 会員
建築家のこの賞への一層の興味と関心、参画をお願いしたい。

（野沢正光）

一般作品部門

最優秀賞
いすみ市立岬中学校
設計者：福田卓司、小泉

治（日本設計）

建築主：千葉県いすみ市長
施工者：新日本建設株式会社
撮影：日暮雄一

房総半島の外房、九十九里海岸の最南端に
位置する公立中学校である。 晴天率が高く、
夏期・中間期の風向が安定している地域の気
候条件を生かしながら、
「太陽の熱と光」
「風」
を有効利用している。幅約 80 ｍ、奥行約 9m

ムになっている。ここから得られた優しい空

手く繋ぎ止めている。地域に根ざした環境負

に渡り屋根面に設置された太陽熱集熱システ

気とトップライトからの柔らかな光に包まれ

荷低減手法がさりげなく建築全体にちりばめ

ムは、金属屋根に設けた中空層から外気を取

た多目的ホールとふれあいホールは、ふたつ

られたローカル・エコ・スクールとして高く

り込む単純かつメンテナンスフリーのシステ

の有効な学生の溜まり場として学校全体を上

評価された。
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（安田幸一）

優秀賞

山梨市庁舎
設計者：永廣正邦（梓設計）
建築主：山梨市
施工者：株式会社フジタ
工場から庁舎へ転用された希有な建築である。
計画地に建っていた既存事務棟を眺望の良い
庁舎として利用している。また既存工場棟を
一部解体し、来庁者や職員の安全なアクセス

PCa-PC 材を使った工場棟への補強フレーム

特徴を活かしながら再利用し、サステイナブ

広場をつくり出し、内部は 2 階の既存スラブ

が深い庇をつくり、新しく生まれ変わった庁

ルなアイディアが満載された新しいタイプの

を取り去ることで自然換気や自然採光を考慮

舎の顔を創り出している。広々とした駐車場、

コンバージョン建築として高く評価された。

した開放感あふれる窓口業務庁舎としている。

体育館までも利用し、既存の社会資産をその

（安田幸一）

優秀賞

ろうきん肥後橋ビル
設計者：児玉

謙（日建設計）

建築主：近畿労働金庫
施工者：株式会社錢高組
発熱を自然換気によって逃していけるよう平

務所建築は、10 階建てを超える建物が既に多

面・断面形状がまとめ上げられている。外観

くある中にあって清々しさを覚える見栄えで

に清々しさを覚えたのは実のところ、このよ

ある。事務所建築に求められる様々な自然エ

うな目には見えない設備の仕組みが形の内に

ネルギー利用のアラカルトが一通り設えられ

上手に収められているところにあったのだと

た……といった作品が多くある中で、この建

言えよう。この点を高く評価したい。

物では、事務所機能の必然として生じる内部

撮影：東出清彦

大阪の中心市街地に立つ 13 階建てのこの事

（宿谷昌則）

入賞

國學院大學渋谷キャンパス
再開発計画
設計者：朝田志郎（日建設計）
建築主：学校法人國學院大學
撮影：SS 東京

施工者：鹿島建設株式会社
長期にわたり時間をかけ徐々に整備された都

島尾

心のキャンパスである。神殿の森は見事に保
全されている。整備された建築群は以前に比
べその容積を増しているのだが、緑の印象の

らにこの作為は敷地に隣接する宮家神社の濃

なっていると考える。ただ夏季休暇中であっ

濃い外部空間は見ごたえがある。旧建物を順

密な緑とつながりを見せ、一層説得力あるも

たせいもあろうか、比較的暗色にまとめられ

次建て替えるという ｢手順｣ が既存樹を保全

のとなった。多彩な建築群はそのどれもが同

たそれが、キャンパスの若々しさとのいく分

し、新たな緑を際立たせているのだろう。さ

じ既成 PC 板を使うことで統一感あるものと

の違和を感じさせた。

造建物で、太陽熱や地熱利用のパッシブ建築

形成に寄与している。座り心地の良い床は、

教育とは何を教えるかではなく、何を感じさ

である。資源やエネルギーの観点から環境保

木の優しさが体全体に伝わってくる。ここに

せられるかという問いのように思えた。入賞

全に取り組まれている。内装に使用した木は

育った園児は、木目や節に何を見るのか。豊

にふさわしい作品で、学校建築がこれに続く

厚みが十分にあり、木の熱特性が室内気候の

かな感性が育まれるに違いない。この作品は、

ことを期待したい。

（野沢正光）

入賞

八幡幼稚園
設計者：石川恒夫（ビオ・ハウス・ジャパ
ン一級建築士事務所＋前橋工科大学）
建築主：学校法人桃ヶ丘学園 理事長 中曽
根一枝
施工者：平澤建設株式会社
この幼稚園は地元の杉を使った 2 階建ての木
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住宅部門

最優秀賞
落日荘
設計者：岩崎駿介
建築主：岩崎駿介＋岩崎美佐子
施工者：岩崎駿介＋岩崎美佐子
撮影：斎藤さだむ

この住宅はご夫妻の終の棲家として建設され、
現在も建設過程にある。瓦葺など特殊技能が
必要な仕事以外は全てご夫妻の手によるもの
で、着工から 8 年を掛け棟上げまで漕ぎ着け
現在に至っている。ご夫妻は長年の開発途上
国での経験があり、このご経験から自給自足

らしている。この作品から、環境という言葉

地点を暗示しているようで、最優秀にふさわ

の生活による環境への負担軽減を目指してセ

の果てしなく広い意味を感じることができる。

しい作品である。

ルフビルドに取り組み、そして現在ここに暮

落日荘と命名されたこの住宅は環境建築の着

（野原文男）

優秀賞

美幌の家

（びほろ町・びほろエコハウス）
設計者：堀尾

浩（堀尾浩建築設計事務所）

建築主：美幌町
施工者：高橋・宮田特定建設工事共同企
業体
耕作面積の平均が 22haに及ぶ美幌の大規模
農家を対象にしたエコハウスである。後継者
が育つ 4 世代居住の大家族型住宅で、一人当
たりのエネルギー消費を抑えている。内部は

本とする。内面は天井壁とも表面温度の保持

の輻射熱を室内に採り入れ、共同空間の床に

地元産のカラマツの軸組と合板の構造材が全

と保湿効果で快適な室内空間が実現している。

吸収させる工夫や採風・通風の配慮は、内外

面に表出した木造で、屋根、外壁ともそれぞ

また、晴天率の高い条件を活用した太陽光透

の親和性を高め、全体として提案性の高いエ

れ 150mm、100mmの ESP 板の外張断熱を基

過発電ガラスの天井や南面の大開口は、太陽

コハウスを実現している。

営の取り組みが活発な下川町における未来の

性の窓・壁・屋根を巧みに設えることで、気

起点にして、これからの時代にふさわしい暮

暮らし方・住まい方を、町民ほか地域の人々

持ちよい開放的な空間を実現している。外装

らし方が広がっていくことは間違いないだろ

に体験してもらうために建てられたのがこの

には地産のカラマツ材が用いられており、木

う。その願いも込めて高く評価したい。

施設である。冬の厳しい寒さに対して高断熱

酢液を活用した仕上げは美しい。この建物を

（三井所清典）

優秀賞

下川町環境共生型モデル住宅
美桑
設計者：櫻井百子（アトリエ momo）
建築主：下川町長 安斎

保
撮影：KEN 五島

施工者：市村・丸昭高橋経常建設共同企
業体
下川町は北海道の旭川と稚内の中間に位置す
る寒冷な地である。広大な森林があり森林経

（宿谷昌則）

優秀賞

りんご並木のエコハウス
設計者：新井

優（新井建築工房＋設計同

人 NEXT）
撮影：上田 明

建築主：飯田市長 牧野光朗
施工者：勝間田建設株式会社
地域の気候風土と敷地の条件を極めて巧みに
配慮したエコハウスである。飯田市は「環境

居室が道路に面する程の条件であるが、落ち

のあるパッシブ型であり、その象徴的なもの

都市宣言」を行い、平成 21 年には環境モデ

着きとアメニティの高い外観デザインは町並

が蓄熱性の高い広い土間と太陽光、太陽熱の

ル都市に選定されているが、JIAの会員が行

形成に寄与するモデルでもある。エコハウス

利用、それに地元産木材の多用で、性能の高

政と市民の期待に応えた設計である。リンゴ

としての特質はエアコンなどの機器に頼らず

さが質の高い空間デザインにまとめられた傑

並木に沿った奥行きの浅い細長い敷地は、全

に寒暖差の激しい気候に対処する様々な工夫

作といえる。
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（三井所清典）

書籍紹介
災害は、建築と都市を変えるのか。専門家の役割とは。

『 3・11 とグローカルデザイン

世界建築会議からのメッセージ』
JIA デザイン部会長 連

東日本大震災から 1 年が過ぎ、まちづく

野二郎氏）
、
「グローカルマインド／ゲデス

りや建築における様々な問題が、いたると

とドクシアディスから学ぶこと」
（渡邉研

健夫

ころで顕在化、かつ先鋭化してきています。 司氏）、
「災害復興とグローカルデザイン」
何が問題であり、今後のデザインにおいて
何が必要なのでしょうか。

（林昭男氏）が、テーマを立体的に深めて
います。

このたび、昨年の UIA2011 東京大会で

そもそもグローカルデザインとは何なの

のシンポジウムをまとめ、日本建築家協

でしょうか？グローカルはグローバル（地

会・デザイン部会編著、鹿島出版会から新

球化）とローカル（地域化）を合わせた造語

刊『3・11 とグローカルデザイン

世界建

です。パラダイムシフトにおける今後のま

築会議からのメッセージ』が出版されまし

ちづくりや建築に必要なのは、そのどちら

た。

かではなく、グローバルとローカルのバラ

出版社の編集者が選んだ執筆者のメッ

ンスとその捉え方が鍵になります。その

セージは的を射ています。
「私たちが求め

視点には①ヴァナキュラー性、②環境共生、

るグローカルな建築は時代を超えて前向き

③利用者参加、があり、3.11 からの建築家

に生成的な価値をもつもの」
（長島孝一氏）、 の様々な活動もこの視点を通して説明が可
「本当は力があるのに行動しない人を刺激

能で、今後の街づくりや建築を考える上に

して覚醒させるのも建築家の役目であり、

おいても、確かな手がかりになります。国

そういう意味で建築の構築する力を信じて

際的に活躍している執筆者の作品事例はパ

いる」
（新居千秋氏）、
「これはグローカルな

ワフルで説得力を持ち、それぞれがグロー

のか、あるいはローカルのアプローチなの

カルデザインに対する考えを表明していま

か、普遍化することと、想定外であると諦

す。

め、個別解として対応すること、ときにそ

出版社のキャッチワーズは、
「震災は建築

ういう姿勢も大事」
（チョー・ミンシック

と都市を変えるのか？専門家の役割とは？

氏）、
「「精度のない」、
「最終形のない」、
「押し

2011 年秋、UIA2011 東京大会にて発せ

つけない」建築をグローカルな建築と言っ

られたメッセージと白熱の討論、グローバ

てよいかもしれない」
（松原弘典氏）、
「「専

ルとローカルの狭間でつまずいている建築

門家」は、あまりそこに長くいてはいけな

デザインの、パラダイムシフトへの挑戦」

い」
（チャン・トーマス氏）、
「「関係」をだれ

です。

かが代弁することでしか、本当はデザイン

『3・11 とグローカルデザイン
世界建築会議からのメッセージ』
日本建築家協会・デザイン部会編著
鹿島出版会刊
2012 年 3 月刊行
定価

2,400 円＋税

A5 判、並製カバー付、168ページ
英文併記（Summary）

本の印税はすべて被災地を支援してい

というものはないのではないか」
（内山節

る NPO 団体に寄付されます。ぜひ、建築

氏）、
「いまや、設計の条件は与えられるも

家のみならず多くの方に読んでいただけれ

（6 月 8 日（金）18 時～ JIA 館
のではなく、つくっていく」
（連健夫）です。 ばと思います。
まさに当日のディスカッションでのポイン

1 階建築家クラブにて、出版記念トーク・

トが表現されています。

パーティーを予定しています。どうぞご参

これらの詳しい内容が、この書物の中で

加ください。
）

写真や図を交えながら、わかりやすくまと
められています。これに加え、3 つのコラ
ム「地球環境時代の地球環境デザイン」
（大

2011年9月29日 UIA2011東京大会でのシンポジウム
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JIA NEWS
理事会報告
■ 2012 年 3 月 21 日

第 198 回理事会速報

●日

時：2012 年 3 月 21 日㈬

13 時 30 分〜 20 時 00 分

●場

所：建築家会館 1 階大ホール

【審議事項】

1.

名誉会員選考委員会の答申、理事会議決により、下記 5 名が 2012
年度 JIA 名誉会員として 5 月通常総会決議に推薦される。被推薦
者は、中田準一会員（関東甲信越支部）、稲葉実会員（北陸支部）
の 2 名と海外は、KIRA 会長、AIA 前会長、および中国建築学会
（ASC）の前理事長の 3 名。

2.

支部推薦の 3 名が理事会決議により 2012 年度終身正会員として
通常総会に推薦される。関東甲信越支部の吉岡亮介会員、および

3.

東海支部の神谷義夫、森鉦一会員の合計 3 名。
2012 年度新公益法人申請にあたり、コンサルタントの支援を受
けることとなり、契約締結が承認された。

【協議事項】

1. 2011 年度決算見込みと 2012 年度予算案が提示され、予算案は次
回理事会でさらに詰めを行う予定。
2. 公益法人化対応の会員・会費規定改定原案がほぼ固まり、通常総
会での改訂決議を予定。
支部・地域会規定の制定は、理事会決議で済むので、通常総会で
は報告予定。
3. 建築家設計の建物長期保存のため、NPO 設立提案が建築アーカ
イヴス会議よりあり、継続審議となった。
4. 管理建築士講習を追加事業としたい旨の NPO 法人建築家教育推
進機構の提案があり、継続審議となった。

【報告事項】

1. 職責委員会が、ある支部の元会長に対する懲戒調査請求に対して、
会長答申報告をした。
① 答申結果は、既に芦原会長名での注意が文書、口頭で出され
ているので、職責委員会はそれで良いとの判断であった。
② 判断の背景には、デザインビルド、PFI、PPP 等、建築家と
施工者の関わり合いに対する環境変化に JIAの倫理規定が対
応しきれておらず、現状をそれで判断すると会員に対して酷
だとの判断がある。
③ むしろ JIAとしては、設計環境に沿った倫理規定の見直し、
再制定、その上で方針を明確にして、行政等対社会的に環境
改善活動を推進すべきだとの意見が委員会の総意であった。
2. UIA 大会の事業・決算報告があった。海外からの登録者、展示
ブースへの登録国が想定外に増えたこと等で、結果赤字を免れた。
追加事業として国際化に対応できる建築関係の人材を育成する事
業を行う（そのための一般財団法人を 3 月末に設立予定で、JOB
副会長等が新法人の役員に就任予定）。
3. 大学インターンシップの募集状況について報告があった。
4. 横浜大会の式典後の基調講演者が田中優子法政大学教授に決まっ
た。
5. 総務委員会からの、各支部事務局改革調査の中間報告があった。
6. 滞納会員対応報告があった。依然 350 人の合計 2000 万円以上の
滞納が年度末にかかわらずあり、抜本的な対応策が必要との認識
が示された。2 年間以上の会費滞納者は、資格喪失になる。
7. 某委員会の WG 主査が自らの解任を要請され、善後策につき理事
会で議論があった。
8. NPO 法人建築家教育機構の 2011 年度の各支部への助成金配布方
針について議論があった。
9. 近畿支部設置の TV 会議サーバーおよび TV 会議セットの本部移
設とその経費が了解された。

本部便り
● JIA 災害対策活動報告会
3 月 15 日㈭、建築家会館大ホールにて災害対策委員会によるシンポ
ジウム「大災害からの復興と建築家の役割―支援活動の課題とこれか

●環境建築シンポジウム
3 月 24 日㈯、建築家会館大

らの方向性―」が開催されました。

ホールにて、環境行動ラボ主

東北支部復興支援委員会の松本純一郎委員長も参加し、講演のほか

催のシンポジウム「建築のこ

にパネルディスカッションが行われ、本部災害対策委員会と東北支部

れから―エネルギー転換の将

のより一層の連携が確認されました。
当日、会場では東北支部から貸与された JIAによる支援活動をまと
めたパネルの展示も行われました。

来を見据えて―」が開催され、
宿谷昌則氏、野沢正光氏、小
玉祐一郎氏、中村勉氏が講演
者として参加しました。

● UIA 2011 東京大会日本組織委員会解散
3 月 16 日 ㈮、 東 京 国 際
フ ォ ー ラ ム で UIA2011 東 京
大 会 日 本 組 織 委 員 会（JOB）
による第 7 回諮問評議会＋第
22 回実行委員会合同会議が
行われました。

UIA2011 東 京 大 会 の 事 業
報告と決算が承認されたこの
会議では、JOBの解散も決議され、大会に関する全ての事業が終了し

UIA2011 東京大会のホームページでは現在、大会の実施結果の報
告書およびクリスト氏、ジグメ・ティンレー氏、槇文彦氏による基調
講演の全文を閲覧することができます。

●
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JIA ホームページ右側の「Ustream 配信 視聴はこちらから」という
バナーから視聴ページにリンクします。

●ユーストリーム配信の活用について
NPO 法人建築家教育推進機構の活動により JIA 内で開催される各
種講演会やシンポジウムの模様をユーストリームを利用して配信する
取り組みが行われています。
現在、配信のペースは 1 ヵ月に 1 ～ 2 本程度でスケジュールはホー
ムページで随時お知らせされます。

ました。

028

なお、このシンポジウムは当日ユーストリームで配信されましたが、
その記録をインターネット上で視聴することができます。
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ユーストリームの視聴は上記の記事と同じく、JIA ホームページの
「視聴はこちらから」というバナーから行えます。

■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
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
東海支部
近畿支部
四国支部
四国支部
九州支部
九州支部
九州支部
九州支部
九州支部

承認日：2012 年 3 月 15 日
宮城県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
愛知県
大阪府
高知県
高知県
福岡県
福岡県
大分県
大分県
大分県

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

江田紳輔
加藤峯男
金井 豊
鈴木和弘
馬場兼伸
黒川泰孝
山田浩史
高木伸夫
東 哲也
大原泰輔
西 洋一
井上 聡
常廣竜也
重田信爾
竹宮浩一郎

㈱関・空間設計
㈱エンドウ・アソシエイツ
㈱日建設計  東京本社
㈲八生設計事務所
メジロスタジオ一級建築士事務所
メジロスタジオ一級建築士事務所
ヒロプランニング
㈱東急設計コンサルタント大阪支店
㈲建築設計群 無垢
㈲テラ
㈱ G デザインアソシエイツ
イノウエサトル建築計画事務所二級建築士事務所
アーキテック・一級建築士事務所
㈲アトリエ間居
アトリエテイク一級建築士事務所

先月パリ、トリノ、ミュンヘン、ウィーンと慌ただしく回り、久々に多くの
友人達と語り合うことができました。みんなが異口同音に聞いてきたのは「フ
クシマは今どうなっているんだ？」ということでした。しかし私はその質問に
充分に答えることができませんでした。帰国後友人に聞いてみると「俺でも答
えられないよ」というのが多数意見でした。それらの友人達と今更ながらにわ
かったのは、私達は福島原発に関してほとんど情報を与えられていない、しか
もそれに抗議すらしないということで、大きなショックを受けました。
「喉元
過ぎれば熱さ忘れる」という諺に私達の先祖が込めたメッセージは、不幸や悲
劇を決して風化してはならないということではないでしょうか。
今月号の JIA 宮城地域会の手島さんの報告「石巻市北上での復興支援活動」
には頭が下がる思いでした。
また、2 つのインタビュー記事を掲載しています。お二人に共通した強い印
象は海外での積極的な活動です。最近日本の若い建築家が本拠地をアジアの
国々に置き、自らの事務所を開設し設計活動を行うケースが増えてきているよ
うです。なかなか海外でやるということは困難なことに思えますが、これも時
代の流れで、これからの若い人はますます海外で仕事をする機会が増えそうで
す。
『JIA MAGAZINE』ではそのような事例を定期的に扱っていきたいと思い
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/
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▪ 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

NPO 建築家教育推進機構の建築家教育推進活動
● JIA 本部および地域会に建築家教育助成金を提供しています。
● 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の部会・委員会が開催するセミナーをユーストリームで配信します。
・ ユーストリーム配信の情報は、本部ホームページおよび各支部を通し
てお知らせします。
・ JIAのホームページにある［Ustream 配信 視聴はこちらから］のボタン
をクリックすると、ユーストリーム配信を視聴することができます。
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vol.

セミナー会場から
ユーストリームで
パソコンへ

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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詳しくは会報に同封しました講習案内をご覧ください。

MAGAZINE

2012 年 4 月～ 9 月の一級建築士定期講習会の日程が決まりました。

JIA

一級建築士定期講習は
NPO建築家教育推進機構と
日建学院が共同開催する
講習会をおすすめします
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一級建築士定期講習会のご案内

