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建築家のための保険
★ 建築家の業務をサポートする ★

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のミスに起因し、その設計業務に基づいて建築された日
本国内の建築物に物理的「滅失もしくは損傷」が生じた時、他人の身体・財物に損害を与え、法
律上賠償しなければならない損害をカバーします（詳細は「ご案内」をご覧ください）。
オプションも充実しています。必要に応じてご加入ください。

毎月中途加入を受け付けています。
■ 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！
4月1日更改／中途加入は毎月25日締め、翌月1日保険開始
■ 保険料の試算（自動計算）もできます。
■「JIA 建築家賠償責任保険 事故事例集 2010 年度版」を HPに掲載しています。

http://kenbai.jp/

★ 建築家と事務所の皆様の福利厚生をサポートする ★

JIA 所 得 補 償保 険
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。
（免責 7 日）
加入年齢は保険開始日現在 69 歳までの方。
（補償内容等詳細は「ご案内」をご覧ください）
①入院期間だけでなく、自宅療養による就業不能時も補償します。
（医師の指示による）
②精神障害の一部を補償します。
（気分障害、統合失調症、神経衰弱など）
③保険期間中、無事故の場合は払込保険料の 20％が返戻されます。
（中途解約された場合は除
きます）
④変更が無い限り 69 歳まで、自動更新で継続できます。
⑤告知書による自己申告で、医師による審査はありません。
（告知の内容によっては、ご加入
いただけない場合や条件付でのご加入となります）

JIA傷害 総合 保 険
この保険は、ニーズの高い日常生活の中の急激かつ偶然な外来の傷害事故による入院・手術・通
院に加えて個人責任賠償も最高 1 億円付帯、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。
3 つのコースから選べます。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。
（補償内容等詳細は「ご案内」をご覧ください）
◎ 12 月 1 日更改の団体保険です。
◎ 毎月 15 日締切りで、翌月 1 日保険開始で中途加入も受付けています。
◎ 保険料の支払いは毎月ご指定口座より引き落としとなります。

★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。

【JIA団体保険指定/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
E-mail:info@kenchikuka-kaikan.jp

【引受保険会社】

株式会社損害保険ジャパン 営業開発２部２課

TEL：03-3401-6281

FAX：03-3401-8010
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a r c h i t e c t s

ルーマニアの半地下式藁葺屋根住居
ルーマニアは ROMANIAと書く。ローマ人
の土地（国）を意味する。ローマ人の血を
受け継いでいるせいか、芸術の国と言われ
る。歴史的に著名な芸術家も多く、作曲家
クセナキスをはじめとして世界的に活躍す
るオペラ歌手には枚挙に暇がなく、彫刻家
のブランクーシも挙げられる。かの有名な
ドラキュラ伝説もこの国のトランシルヴェ
ニア地方の物語である。
首都のブカレストに大きな民家園がある。
かつての東ヨーロッパにはこのような民家
園は多いが、このルーマニア民家園はその
中でも見応えがある。地方によってつく作
り方が異なりヴァリエーションが豊富であ
る。木造の巨大な教会やブランクーシの造
形のオリジナルが散りばめられたような農
家、土壁と木造を組み合わせたユニークな
建築等々。その中でも貧農の住居といわれ
る半地下式藁葺屋根住居は世界にも類を見
ない住居である。作りはごく簡単で日本の
縄文時代の竪穴式住居を連想すればよい。
地面をえぐりその土で穴の周囲に土盛り
し、そこに藁に覆われた木造屋根を載せる
という単純なものである。こうすれば壁を
建てるという困難な構築が不要になる。
しかしここで注目したいのは工法ではなく
居住環境の作り方である。中国のヤオトン
と比べるとわかりやすい。ヤオトンは中国
の陝西省などの黄土高原にある地下式住居
である。地中の気温は年間を通して 15℃
から 18℃と一定である。黄土高原は夏は
40℃以上にも達し冬はマイナス 10℃以下
にもなる、地球上でも極めて居住するには
厳しい地域である。しかし人類はその地下
空間に住むことにより夏は自然冷房、冬は
自然暖房の効果を得ることを発見した。
このルーマニアも内陸では冬マイナス
20℃にも気温は達する。ここでは「家の
作り様は冬を旨とすべし」なのである。大
地にえぐられた空間は冬でも地中の温度に
よって暖められ、しかも屋根は分厚い藁に
覆われ充分な断熱が施されている。この民
家園には木造の美しい住居群が立ち並んで
いるが、突如大地に大蛇が横たわるように
藁屋根だけが現われている半地下住居は異
様な光景に映る。天気の良い日に内部空間
を覗くと暗く陰鬱な空間に見えるが、厳し
い極寒の冬を考えると、なかなか快適そう
に見えてくる。
このような先祖の叡智は世界中で見られる
が 20 世紀の科学技術による近代建築（機
械による冷暖房等）が普遍化する中、ほと
んどが失われてしまった。しかしエネル
ギー節約の現代において、そのような叡智
が見直されるべき時にきている。

（撮影：古市徹雄）
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特集●プロポーザル方式を考える

最終回

プロポーザルを改善し
若者が希望をもてる環境を作ろう
こ多くの建築家の方々から「現在のプロポーザル方式は実績第一主義であり、公平であるべきコン

の１年ほど年間特集として「プロポーザル方式を考える」を掲載してきました。そのきっかけは、

❿
———

ペが最初の段階から門戸を閉ざしているのはおかしい」というご意見が編集部に数多く寄せられたこ
とでした。
建築評論家の馬場璋造さんへのインタビューから始まり、第一線で活躍している建築家の方々、JIA
会長の芦原太郎さん、発注側の逗子市長、国土交通省営繕部長の澤木さんにも直接お話しをうかがう
ことができ、先月号では海外でも活躍中の隈研吾さんにも有益なお話をうかがうことができました。
そして、具体的なプロポーザルやコンペの成功事例も紹介してきました。建築史家の大川三雄先生に
は戦後日本のデザインコンペについて、また海外に本拠を置き活躍する日本人建築家の方々にはそれ
ぞれの国々に於けるコンペ事情などを執筆していただきました。
今月号は「プロポーザル方式を考える」のまとめとして、1 年間の特集の中で皆さんからご提言いた
だいたご意見の中から特に印象に残った言葉を抜粋し、今後、プロポーザル方式を考えるための資料
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）
となるようテーマ別にまとめてみました。

プロポーザル方式の
問題点

りません。また経験がないからといって、いい設計が

実績主義でハードルが高い

芦原）

現状のプロポーザル方式において、一番の問題は、
「実
績主義でハードルが高い」ということです。
著名で巨匠といわれる建築家の先生方でも、参加でき

できないというわけでもない。それにもかかわらず、
（277・
参加要件として足切りがあることは理不尽です。

建築において量の問題を問う実績主義なんていうのは、
（279・隈）
あり得ないですよね。

日本の場合、無名の人に任せると何か問題が起こるの

ないものが数多くあるとおっしゃっているくらいです。

ではないかと、発注者側が心配します。実際に、澤木国

実績を問い始めると、若い人は永久にチャンスがないと

土交通省大臣官房官庁営繕部長も次のようにおっしゃっ

いうことになってしまいます。現在の点数制度では、所

ています。

員数が少ない実績のない事務所は、いくら頑張っても、

発注者側としても、一定の品質のものができるという、

所員数の多い実績のある事務所と最初からかなりの差が

ある種の担保として、実績の評価が入ってくるとご理

ついているのです。この問題点について、さまざまなお

（278・澤木）
解いただきたいと思っています。

話をうかがうことができました。
過去 10 年、15 年に区切って実績を問われると、それ

人の提言から

15

ほどの数をこなしているのは大事務所に限られてくる

また、別の問題点として、プロポーザルの定義に「プ

のです。10 年以上前の実績は認められない。ある図書

ロポーザルとは人を選ぶものであって、案を選ぶもので

館のコンペでは、一級建築士が 50 人以上いなければ

はない」という書き方をしていることが挙げられます。

（272・槇）
ならないという条件がありました。

案を出さないで建築の良し悪しを決めるという基本的

今は個人の設計事務所で大きな建築を手がける機会は
（273・高橋）
ほとんどなくなってきています。

プロポーザルの最大の問題点は、同種業務実績の有無
を問われることである。これでは若い建築家をはじめ、

で建築をどう決めるかということが、まず大きな問題
（271・馬場）
としてひとつあります。

形のないものをどう審査するのだろうか。基本設計も
見ずに文章で決定するとは、あまりにも軽率ではない

このままでは、建築界の次世代を担っていく若者が育

だろうか。建築の良し悪しは、基本設計で決まるので

たない。すぐにでも実績主義のプロポーザルと QBS

（275・出江）
ある。

（275・出江）
はやめるべきだ。

ところが、実際はプロポーザルでも設計者に「案」を

（275・渡辺）
案は見つかりません。

過去に類似のものをやったから OKというものではあ
●

なところが間違っているのです。デザインを出さない

多くの建築家は永久にプロポーザルに参加できない。

減点主義では社会を変え、社会をリードする建築の提

002

人で選ぶといいながら案で選んでいる
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出させています。
「人を選ぶ」といいながら、案を出させ
るのは矛盾があるのではないかという議論があります。
その「案を選ぶのではない」という一文が若い人にとっ
（

）内の数字は掲載号、発言者のお名前は敬称略としています。

槇

文彦

ては足かせになっているのではないでしょうか。人を選
ぶ＝実績で判断、つまり案を出しても仕方がないという
捉え方をする人もいるわけです。

高橋 一

にした結果、30 歳前後の人が出せるくらいのものにな
（277・山本）
りました。

実績を下げないと面白いものはできないということを
話したのです。ハードルを上げた条件でつくられたも

計者としてのフィロソフィーや技術があって、初めて

のでは、なかなか良いものができない、つまりアイデ

良い悪いを判断することが大事で、案というものが
なければ設計者との関係は成り立たないと思います。
（276・平井逗子市長）

「案ではなくて、人を選ぶ」というならば、われわれ

（277・青木）
ア勝負でいかないといけない。

❿
——

出された「案」はとても大切です。案に込められた設

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

馬場璋造

プロポーザルの審査員を引き受ける際の条件は、
「過去
の実績」主義はできるだけ減らしてもらうということ
（275・渡辺）
です。

設計者にすると、
「じゃあ何のために案を出すのか」と

実績条件を下げて実施されたプロポーザル事例は増え

いうことになるんです。せめて「案を尊重しながら人

つつあります。また実際に国土交通省のプロポーザル方

を選ぶ」というような一文が入るだけで全然違ってく

式のガイドラインも改定されています。

（276・柳澤）
ると思うのです。

社会が変われば、当然、適正なシステムというのは
徐々に変わっていくのだろうと思いますから、直せる

それでは実際にどのように改善していけば良いのか、
さまざまなご意見が出た中から、プロポーザルを実施す
る上で重要なポイントを挙げてみます。

ものは直していきます。以前の、実績を最高 3 つ出す
ことができるという条件から、今は 1 件で良いとして
（278・澤木部長）
います。

ところが、現状はこの改定が地方公共団体に伝わって

プロポーザル方式の
改善方法
1 実績条件を下げる（条件は変えられる）

いません。それをどのように伝えていくかが、私たちの
課題でもあると思います。

2 プロポーザルの成功は審査員がカギ
実施するのにふさわしい作品と設計者を見極める審査

実績条件のハードルを下げることは果たして不可能

員。プロポーザルの成功は審査員にかかっています。実

なのでしょうか。この特集では、ガイドラインの条件

際にお話をうかがった建築家の方達も、審査員が誰であ

に則ってプロポーザルを実施するのではなく、審査員

るかを重視していることがわかりました。

や主催者側の裁量で、広く門戸を開いたプロポーザル

私たちがプロポーザルに応募する際は、審査員の構成

の事例を紹介してきました。
（273、274、277、278 号に
掲載）
また、審査員を経験した建築家の方から、実績条件の

（275・渡辺、276・伊藤・柳澤）
を重要視します。

コンペやプロポーザルに応募するのは、やっぱり審査
員によりますね。審査員を発表していないコンペなん

ハードルを下げた実例もお話しいただきました。

（279・隈）
て、あり得ないと思います。

展望のある方を審査委員長にして相談して、コンペの

また主催者の立場である平井逗子市長からも次のよう

規約も決めていくことが大事だと思います。実際にそ

なご意見がありました。

（272・槇）
ういう方式もあります。

コンペやプロポーザルが成功するには審査員をどなた

「今登竜門がない若い建築家やアトリエ派の人達に
チャンスを与えるために 3,000㎡の実績を問わないよ
うにしていただきたい」と京都府副知事に強く訴え、

（276・平井
にお願いするかが大きいと実感しました。
市長）

プロポーザル方式の応募条件の実績のハードルを下げ

実績をなくしていただいた。その結果、106 点もの応

る場合も、審査員の裁量が大きく左右します。したがっ

募があり、多くのアトリエ派の建築家に参加してもら

て審査員を誰に依頼するかということもプロポーザルを

（275・出江）
え、とても嬉しく思った。

実施する上で重要なポイントです。

 1 万㎡の設計実績という条件がありましたが、その数
字を小さくしてもらうこと、そして、応募者の代表作
（277・山本）
を実績に加えることを提案しました。

今まで経験した話をして、ハードルをできるだけ設け
ず、所属する建築家の人数なども問わないということ

コンペの準備委員会が審査員をちゃんと選ぶというと
（277・芦原）
ころまできちんとやることが必要ですね。

やはり設計者選定においては審査員の力が大きく左右
（277・青木）
するといえます。

また、それだけに審査員は非常に責任の重い立場であ
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大川三雄

出江

るといえます。

（276・
た社会においてはいかようにもできますしね。

審査員も選ぶことによって身体を張るくらいのことを

平井市長）

考えないといけませんね。私も審査員になったらそう
（273・高橋）
しますよ。

先日広島で実施されたプロポーザルでは、事務所設立
から何年以内というような若手と、組織事務所もしく

と思います。それでなかったら審査員は引き受けるべ

はほかの経験のある事務所が組んで、JVで参加する

きではないと思う。それが審査員の責任だと思います。

ことが可能でその結果、並みいる大手組織事務所が地
（277・芦原）
元の若手と組んで参加してきました。

さらに公開審査とすることで、審査する方も審査され

JVの方法もいろいろあります。たとえば病院の設計

ることになり、より公平な審査が可能になってきます。

などの特殊な技術が必要な場合、ノウハウのある事務所

プロポーザルコンペにおいて審査を公開することは、

との JVや、同種の小規模の事務所同士の JV、地域の事

絶対条件だと思います。公開されるということは、審

務所との JVなど、さまざまな方法が考えられます。

査員も試されることになりますから、きちんとしない

当然、JVを組む必要はあるけれども、例えば、その

（273・高橋）
といけません。

審査結果に審査員が審査されることは、審査に関わっ
（275・渡辺）
た経験のある人間はよくわかっています。

そして、審査員は建築家が中心となる方が適正な作品
を選定できると思われます。
専門委員が過半数（少なくとも複数）になるようにお
願いします。専門委員は必ずしも建築設計者ではなく
て、もちろん学識経験者も含んで良いと思いますが、
複数の専門委員が関与することで、それぞれのプロ
ポーザル提案の内容を一般委員に的確に説明できるこ
（275・渡辺）
とをめざします。

設計者の提案を正しく理解して選出するためには、選

相手が大手でなくても、それこそアトリエ事務所がい
くつか組んだり、大手というよりも経験を持っている
ところと組んだりという形のほうがいいかもしれませ
（271・馬場）
ん。

デザイン力のある設計事務所が地元の事務所とタイ・
アップすることで、地元にもノウハウを与え、将来的
（275・渡辺）
なメンテナンスにも備えたのです。

4 案＋人で選ぶ
プロポーザルの定義では、
「設計者は「案」ではなく
「人」で選ぶ」となっていますが、現状は応募者に「案」
を出させていますし、
「案」で選ぶことは当然であると思

定委員は建築家が中心となり、ある程度の人数を占め

われます。

（277・青木）
る必要があります。

プロポーザルは人を選ぶのではなくて、やはり案を選

日本の場合は、行政と市民と専門家、三者が入って徹
（277・芦原）
底的に議論することが必要だと思います。

3 経験のない場合は JVで
仮に選定された設計者に経験が少ない場合、発注者で
ある公共団体が心配であれば、しかるべき大手事務所と

んでいると思います。しかし、今後はますます市民
ワークショップや市民との検討委員会など、合意形成
づくりの中で建築家の役割が問われる場合が増える方
向にあるので、建築家はデザイン能力だけでなくコ
ミュニケーション能力も問われることになるでしょう。
「人を選ぶ」という言い方があったとしたら、それは

JVを組むという方法もあります。

その人の実績を測るという意味ではなく、二次審査段

まず案で選んだあとに、設計者の経歴をみて実績がな

階で、図面などの提案内容を明快に説明できる力、審

ければ、審査員が「しかるべきところと組みなさい」
とアドバイスをする、それで良いのではないでしょう
か。しかも組む相手は当選者が決める方が、より筋が
（272・槇）
通っています。

 JV 方式は今後若い人に参入してもらうのにも大変い

査側の質問に的確に対応できる力をもっている人物を
（275・渡辺）
選ぶということなのではないでしょうか。

国土交通省のマニュアルにプロポーザルには図版は提
出してはいけないとありますが、やはり市民や行政の
かたが言葉だけで判断するのは難しいだろうというこ

いやり方だと思います。専門家同士の協働という方式、

（276・
とで、図版を提出してもらうことにしました。

ジョイント方式は、欧米ではごく一般的なものですか

森岡）

（275・
ら、今後もっと展開した方が良いと思います。
渡辺）

実績や規模は、グループを組めば、これだけの発達し
●

実例も増えつつあるようです。

審査員に選ばれて引き受けたら、全責任を負うべきだ

（277・山本）
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渡辺真理

寛
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プロポーザルは案ではなく人で選ぶという定義になっ
ていますが、たとえコンペで案を出してもらったとし
（277・青木）
ても、その案は修正可能なんですよね。

伊藤

寛

5 保険も活用する
実績主義の背景には、経験のない設計者への不信感が
欧米の場合、設計契約する段階で保険に入ることが義務
づけられています。保険を導入することで、施主側と設
計者側のお互いが安心であり、新しい建築の提案にもつ
ながる可能性が増します。

潤

とをしないと、行政の担当者だけでコンペを実施しよ
うとしても、永久にうまくいかないだろうなと思いま
（277・芦原）
した。

発注のやり方のご相談という立場でいろいろアドバイ
（278・澤木部
スをされるのは良いことだと思います。
長）

絶対にそれはやったほうがいいですね。JIAの機能の
（279・隈）
中で中心的になっていいと思いますね。

いい制度ですね。それなら役所も安心です。建築家は

実際に、JIAがプロポーザルの企画段階から協力した

大胆に設計をして、大胆に責任を取る、それが本来の

事例は 273、274、278 号で紹介しています。276 号では逗

（273・高橋）
建築家です。

子市のプロポーザル事例について、逗子市長、逗子市緑

日本の場合も保険を導入するべきだと思うんですね。

政課課長、JIA 神奈川の森岡氏、設計者の伊藤氏、柳澤

若くて経験がないと雨漏りなどの失敗をする可能性も

氏による座談会を実施しました。その中でも以下のよう

ありますし、どうしても役所などの依頼する側も躊躇

なお話をうかがえました。

してしまいます。でも保険でフォローできますよね。

行政にはプロポーザルコンペのノウハウがありません。

（275・渡辺）

6 コンペ相談窓口を設立したい
プロポーザルを実施したくてもそのノウハウがわから
ないという地方公共団体は数多くあると思います。JIA
でコンペ相談窓口を設立し、プロポーザルのシステムを
どのように組むか、ふさわしい審査員を推薦するなどの
アドバイスを行えばいいというご提案をいただきました。

どういう設計者を選べば良いか、それにはどういった
コンペをやれば良いのかががわからない。選考委員の
先生の人選のノウハウもありません。それらも全面的
に JIA 神奈川が協力してくれて、一流の先生にお願い
（276・平井市長）
することができました。

7 重要な啓蒙活動
小さな地方公共団体でプロポーザルを実施する際には、

将来の建築文化につながっていく魅力のある案を選ぶ可

どうしても国交省のガイドラインを参考にするしか方法

能性を拡げるためにも、必要なことだと思われます。

がありません。ガイドラインが改定されていることも全

「設計者選定センター」というのを作って、そこに自

国の地方公共団体に浸透していない状況では、当初のガ

治体が相談に来れば、話を聞いて、それに合うシステ

イドラインに則った旧来の実績主義のプロポーザルが繰

ムを紹介するという提案です。しかも、コンペの選考

り返される恐れがあります。そのようなことを防ぐため、

（271・馬場）
委員も広い範囲から紹介するわけです。

JIAは地方公共団体にガイドライン改定の現状を理解し

 JIAが理想的な形で、コンペを通してどうやったら建

てもらい、デザインの重要性や、良い建築をつくること

築文化というものを育てられるかというコンサルティ

が社会資本としても文化としても大事だという広報をす

（272・槇）
ングをおやりになるのが良いですね。

る機会をつくっていくことが大切だと思います。

何をなすべきか。第 1 は、既に提案されているように
JIAを中心とし、専門のアドヴァイザーを擁したコン

県や市などに行って、良い建築を社会に提供すること
（271・馬場）
が大切だと説くことが大事です。

ペセンターの設置であろう。そこで主催者の意図に即

審査を公開したりしていますが、そこで自分たち建築

した適切な審査委員を選出、委員を交えての募集要項

家は、地域のために、あるいは生活者のためにこうい

の作成と審査方法の検討などを行い、公正を原則とし

うことを考えているということを一所懸命に述べるこ

た企画内容を立案する。審査結果は全てを公開とする。

とも、一般の人が建築家に触れる機会になると思いま

コンペに関する全ての資料（企画、運営、審査、結果）

（277・芦原）
す。

をセンターで集約し、今後のコンペの参考に資するも

このような啓蒙活動を通じて、発注者側である地方公

（274・大川）
のとする態勢を作ることも大切であろう。

コンサルタントなりコーディネーターのような具体的

❿
——

あります。その場合、保険が有効に働く場合があります。

柳澤

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

平井竜一逗子市長

共団体の方々にも建築に興味を持ってもらうことが大切
です。

な専門家を置くことが必要ではないでしょうか。きち

やはり首長さんを洗脳する。それは決して悪い意味で

んとその状況を説明して、クライアント側の責任者が

はなくて、建築に関心を持ってもらうことです。
「さ

誰なのかをきちんと話して、こうしましょうというこ

すがに、きちんとしたコンペをやったら、いいものが
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森岡茂夫

山本理顕

芦原太郎

できるんだな」という意識を発注者側に持ってもらう。
そうしたら、それを成功例として、また発信できる。
（271・馬場）

建築文化というものは建築家と施主との教養やビジョ

的で、そのために建築を選ぶシステムがある。それに
はいろいろな方法がありますが、一番大切なことは、
「社会に質の良い建築をいかに提供するか」です。そ
れを忘れて手続き論だけになったらダメなのですね。

ンが合った方が良いですね。安全だというだけでは建

プロポーザルも、それよりも「本当に社会のために

築文化は発展しません。建築文化に対する理解や認識

なっているの ?」というところで問いただすと、いろ

を、施主側に立つ人にもっと持ってもらいたいですね。

（271・馬場）
いろな問題が見えてくると思います。

（272・槇）

プロポーザルにはどういう問題があるかということよ

「私たちだってちゃんとやれるんですよ」ということ

りも、建築家がどのような考え方において選ばれるの

を、アトリエ、組織にかかわらず、建築家も見せない

か、それが非常に大きな問題だと思います。建築家は

といけない。見せる努力をしていないで「そんなのは、

誰のためにつくって、誰が発注者で誰が利用者なのか

俺に任せれば大丈夫だ」というようなことで終わって

ということを、もう一回、我々の内側で考える必要が

（277・芦原）
いるようなところもあると思うんです。

（277・山本）
私はあると思います。

8 設計者選定後もフォローが必要

プロポーザル、コンペの意義

より良い建築を創出するには、コンペやプロポーザル

それでは、どうしてプロポーザルやコンペが必要なの

に協力する JIAや、審査員が設計者選定後も協力をして

でしょうか。社会の価値観、時代の要求、人々の考え方

いくことが必要です。

の変化に対して新しい物が出てきて新しい領域が開発さ

コンペ、プロポーザルで大事な設計者を手間暇をかけ

れる、それこそ、コンペの社会的な役割・意義・面白さ

て選ぶということは大切ですが、選んでおしまいでは

であり、それで新しい文化が生まれてくると考えていま

ダメで、その人がその街や場所にどんなものをつくる

す。プロポーザルやコンペの意義について皆さんのご意

かをしっかり見届けていくことが大事だと思います。

見をうかがいました。

市民にしてみれば、誰が設計してくれるかではなくて、

私はコンペというものは建築家にとって究極のロマン

本当に自分たちの街や地域がいいものになっていくか

だと思います。叶えられなくても夢を与えてくれる、

（277・
が一番知りたいし、大事なことなのですから。

これがコンペの一番大事なところです。これが建築文

芦原）

化にとって重要なことなのです。それが、最近ははじ

審査員は設計者を選んで仕事が終わるのではなく、そ
の後選んだ設計者を審査員がバックアップすることで、

（272・槇）
めから夢のないコンペが多すぎますね。

チャレンジングの要素がないと、コンペじゃないです

できあがる建物がまったくちがってくる。当選者が力

（273・高橋）
ね。私たちはチャレンジャーですから。

を十分に発揮できるような環境をつくることも、審査

沈滞しがちな建築界を活性化する方法として、また建

（277・青木）
員の重要な仕事です。

築家の存在と建築家の提案する建築の意義とを、辛抱
強く社会に訴え続けてゆく上で、コンペティションに
（274・大川）
は大きな役割が期待できるのである。

特集「プロポーザル方式を考える」を
通じて

プロポーザルを行う意味は、
「他者」が入ってくること

これまで、よりよいプロポーザルを実施する方法につ

い人、若い人が入ってくる余地をできるだけ残すのが

いて、まとめてきましたが、インタビューではその方法
論だけではなく、より原初的な話までうかがうことがで
きました。

で、地域を良くしていくところにありますから、新し
（275・渡辺）
健全ではないでしょうか。

現在のような混沌とした時代には、思い切って何かや
るべきであって、それが足りないのではないでしょう
（277・青木）
か。

私たちは誰のために建築をつくるのか

006

●

もちろん、コンペやプロポーザルに応募するというこ

現在、未来を含めて建築を誰のために、何のためにつ

とはたいへんな労力が必要ですが、必ずしもその苦労が

くるのか、今改めてそこに立ち返ることが必要かもしれ

報われるわけではありません。私はすごい数のコンペに

ません。

応募しますが、そこで自己満足かもしれませんが自分な

「社会に良い建築を提供する」、それが一番大きい目

りに「ああ、いいアイディアだったな」と思うこともあ
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茂

隈

澤木国土交通省営繕部長

研吾

る提案ができていないということではないでしょうか。

となります。

今社会が欲していることは、ユーザーである市民が納

良い空気の中で建築家が競い合って、また応募した設

得して、発注者である自治体が納得できるものを誰が

計者にとってとても良い勉強になりました。落ちた人

作ってくれるかであって、それを提案してくれれば年

（273・高橋）
の方がよけい勉強になったりするんです。

（275・渡辺）
齢は関係ないのではないでしょうか。

もちろん、悔しかったこともありますが、負けるとい

日本の若手も、逆に、自分たちの状況を当たり前の状

うことが後につながっていくから、何もしないよりは、

況だと思って受け入れてしまっていて、それも歯がゆ

負ける案を出すほうが後にプラスになりますね。負け

いですね。若い人も変えていこうという意識を持たな

るにしろ勝つにしろ、案を出して応募するということ

（279・隈）
ければいけない。

❿
——

るわけです。それは修練で、当選しなくとも大きな蓄積

特集●プロポーザル 方 式 を 考 え る

青木

が後の糧になるので、そうやって負けを通じて強くな
（279・隈）
るという感じがします。

新しい時代の建築をつくるために
以上、今までのインタビューを振り返ってきました。

若い建築家に向けて
この特集の目的のひとつに、プロポーザル方式の実績

戦後、数多く行われてきたコンペが減少し、実績主義
のプロポーザル方式に変わってきた大きな理由としては、

条件を下げることで、若い建築家に門戸を広げたいとい

日本全体が前向きではなく何か自分達を守ることに汲々

うことがありました。特集の中で若い建築家の皆さんに

としていることと無関係ではないようです。その結果、

向けてのお話がうかがえました。

税金を使うのだから安全な建築を作るのが役所としての

いかにして建築の文化を育てるか、若い人に夢を与え

義務だという論理になってしまうようです。もちろんこ

続けられるか、という大きなビジョンがあって良いは

れは一面で正しいのですが、それは単に雨漏りのしない

（272・槇）
ずです。

建築だけを作っていれば良いということになりかねませ

若い人は経験がないからこそいいのにね。経験の無い
人だけを集めたコンペというのはないですかね。たと
えば、3,000㎡以上のものを設計したことのない人が

ん。そういう姿勢や方向性がハコモノ行政批判につなが
るのかもしれません。
安全な雨漏りのしない建築をつくるというのは当然の

対象のコンペとか。それは（若い建築家が参加できる）

ことですが、一方で建築には使いやすさ、快適さ、自然

（273・高橋）
1 つの方法かもしれませんよ。

との調和、地球環境を守る役割等に加えて、刻々と変わ

いまの若い人はみんな萎縮してしまって、彼らに希望

る社会や時代の価値観に対応し、新しい時代の提案をつ

を与えないと、良いものができません。日本の建築界

くり上げていくことも求められます。そのためには様々

が衰退しているのは、若者のチャンスを閉じているこ

な世代、異なる価値観を持った多様な人々が建築に関

とですね。ぜひ若者に夢と希望を与えるためのコンペ

わっていくことが必要です。過去の実績主義だけに拘っ

（273・高橋）
をやろうじゃないですか。

ていては、未来への提案の可能性は狭まってしまいます。

コンペは若い建築家にとって、世の中に認められる

このことこそ、コンペの開放性の意義だと思います。

チャンスであり、夢とロマンがあるのだ。今後も、例

もちろん発想だけで技術が伴わない設計者では困るわけ

えば公衆便所、幼稚園、小学校、老人ホーム等々あま

ですが、そこに審査員の重要性があると思います。学識

り規模の大きくないものを若者向けのコンペにする等、

経験者や役所の方々、市民の方々だけでは本当に最上の

若者のため、そして日本の建築文化のために夢のある

案や設計者を選定していくことは困難です。充分な経験

（275・出江）
公平なコンペを増やして欲しい。

と知識のある建築家や建築技術者が参加すれば、そこで

建築デザインの面白さのひとつには年齢に関係なく勝

選ばれた案を最上の結果に導くための提言も可能です。

負できるところにあるのではないかと考えています。

例えばこの設計者であれば充分に、この計画が実現可能

私は日本の地方都市を変えていけるのは、地方にいる

である、あるいは未経験な若手建築家に対しては技術力

（275・渡
若い建築家ではないかと思っているんです。

のある大手設計事務所と組ませるといった方法などもア

辺）

ドバイスできます。

その一方で、若い建築家の皆さんにもっと頑張っても

建築は人々を守る安全なシェルターであると同時に

らいたいという意見もあります。

人々に豊かな気持ちやゆとり、感動を与えることができ、

年齢が上の人が仕事を皆取っているというのは、若い

また未来への提言もできるものなのです。

人の勘違いで、厳しくいえば、それは「作品性」のあ

（古市徹雄）
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復興支援のひとつのかたち

東日本大震災被災文化財建造物復旧支援事業（文化財ドクター派遣事業）の報告
文化庁は、2011 年 4 月 27 日から 2012 年 3 月 31 日まで、東日本大震災によって被災した建造物に対して、
被災状況を調査し、応急措置および復旧に向けた技術的支援を提供する事業を行いました。この復旧
支援事業「文化財ドクター派遣事業」は、日本建築学会が文化庁と連絡調整の上で、関係機関と連携協
力するという体制で行われ、JIAは初めてのケースとして組織的な取り組みを致しました。

JIA 建築家の

される関東地区の調査にまず参加する意見表明を行ったことでし

「文化財ドクター派遣事業」
への参加

「被災した文化財建造物の
た。一方、文化庁からも JIAに対して、
復旧支援事業（文化財ドクター派遣事業）
」に建築学会の下で参加、
協力するよう要請があり、5 月 10 日 JIA 本部理事会で連絡会議か
らの報告を確認し、JIAとして全面的な支援体制をつくりあげる

篠田義男（本部災害支援復興提言 WG）

ことができたことが、大きな節目になりました。

■何ができるのか？

2011 年 3 月 11 日の発災直後から、日本建築家協会（JIA）として、

具体的な（文化財ドクター派遣事業）の概要は、震災で被災し

あるいは建築家として、何ができるかを模索していました。災害

た文化財である建造物の被災状況を調査するとともに応急措置、

支援マニュアルが確定している JIAの初動体制も、今回の巨大災

技術的支援等を行うことが目的とされていました。画期的だった

害においては、交通手段の壊滅的被災などで的確に機能できない

のは、事業の対象が「国・地方の指定等の有無を問わず、文化財

状態が続いていました。そのような中、3 月 18 日 JIA 本部に参集

である建造物とする」と明記されていたことで、私達はじめ多く

できた本部再生部会、関東甲信越支部保存問題委員会など建築の

の JIA 会員の心をつかむことになりました。

保存活動を担ってきた会員が、
「災害と保存」のテーマで連絡会を
持ち、何かできないか意見交換したのが今回の文化庁の「文化財

■調査体制を組む
建築学会の調査が関東グループと東北グループに分けて実施

ドクター派遣事業」参加へのきっかけになりました。

されることから、JIAとしても山崎千葉工大准教授を代表とする

この連絡会で確認された事項は、

1） まずは文化財等の被災把握が重要

日本建築学会関東グループの各県の責任者である大学の先生に、

2） 被災状況把握のための調査対象共通リストが必要

JIA 関東甲信越支部保存問題委員会の各県担当者が付き、永井山

3） 調査、提案等多様に拡散しがちな建築界の多様な意見は、

形大教授を代表とする建築学会東北グループ各県の大学研究者に、

JIA 本部再生部会と東北地域会各県担当者が対応するというシン

日本建築学会の活動にベクトルを集約

プルな調査組織を、JIA 水戸部東北支部長や、福島地域会の方々

これらにより、この活動が「復興支援のひとつのかたちになる

に交通機関寸断の中直接お訪ねし、理解していただきながら組み

のではないか」という漠としたイメージを抱いていました。

（図示）
立てました。
■連携の模索と JIA 建築家の文化財ドクター事業への参加
模索していた連携への流れを加速したのは、2011 年 4 月 20 日

■事業を終えて——継続の重要さを痛感

建築学会で開かれた「東日本大地震被災文化財建造物復旧支援事

結果として延べ 300 名を超える JIAの建築家が、建築学会の研

業」連絡会の開催で、日本建築学会歴史意匠委員会に設置された

究者や、建築士会の会員とともに、これから長く続くと思われる

災害特別調査 WGに JIAとして参加し、東北地域に先行して開始

悉皆的ともいえる文化財の復興支援調査に参加できたことは、歴
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史的な一歩と考えることができるかもしれません。今年度の調査

総目録データベース（東北全体で約 9,100 件：宮城 2,500 件、岩手

では、JIAの出自ともいうべき戦後のモダニズム建築の被災調査

2,500 件、福島 1,100 件）を基本とし、文化財に指定登録されてい

にまで手が廻らないなどの初年度調査の限界もありましたが、次

ない建築の調査が大半を占めました。東北地方の文化財ドクター

年度以降も何らかのかたちで、より具体的な支援を JIAという柔

派遣事業にボランティアで参加した JIA メンバーは、宮城県の調

軟で能動的な組織の力を集めて継続することがますます重要で、

、
査に 21 名（約 100 日人工）、岩手県の調査に 21 名（約 70 日人工）

社会から求められている建築家が参加できる復興支援のひとつの

福島県の調査に 18 名（約 50 日人工）、青森県の調査に 2 名でした。

かたちと考えています。

複数の県の調査に参加した JIA 会員も多いため、約 50 人弱の JIA
会員が東北の文化財ドクター派遣事業に参加しました。

JIA 会員が行った宮城県の調査エリアは、柴田郡村田町、気仙
沼市、栗原市等で、9 割以上が村田での調査となりました。村田

東北地域の
文化財ドクター派遣事業
鯵坂

は、店蔵等の土蔵建築が多数残っており、みちのく宮城の小京都
とも呼ばれているところです。多数の土蔵が東日本大震災で被災
し、解体された土蔵や、部分破壊した土蔵もありますが、文化財
ドクター派遣事業が後押しとなり伝統的建造物群保存地区へ向け

徹（再生部会）

た動きが、地元で話し合われはじめました。

■ JIA 東北支部と本部との連携
被災された東北各県の JIA 会員の方々とどのように連携して文
化財ドクター派遣事業を始めるかが難しい課題でした。しかし、
東北支部に保存再生部会を立ち上げていただくことができ、東北
での文化財ドクター派遣事業を 7 月から具体的に開始することが
可能となりました。5 月 27 日の午後、仙台の東北支部で大枠につ
いて協議し、東北支部保存再生部会の各県担当と、本部再生部
会の各県担当が連絡を取り合いながら進める体制とし、6 月にそ
の体制に基づき準備を進めました。宮城、岩手、青森で 7 月初旬
から、福島でも 7 月下旬から調査が始まり、2012 年 2 月末（一部 3
月）まで、調査が継続されました。
（下図）

村田の調査

岩手県では、遠野市の調査を中心に実施しました。遠野市は沿
岸部の後方支援の拠点となっており、多忙の中、教育委員会から
所有者に連絡いただき、金山眞人部会員が中心となり、約 150 件

■ JIAが東北で実施した調査
日本建築学会の各県担当の先生と連携して調査エリアを絞り、

の調査を行いました。

教育委員会が受け入れて下さる地域で調査を実施しました。教育
委員会が繁忙で、機能できない沿岸部の調査は実施できませんで
した。また、東北で民家を訪ねて敷地外から調査をしても、不審
者に間違えられてしまう可能性が高く、当初は事前に教育委員会
から連絡していただき調査を進めました。調査対象としては、登
録有形文化財、県及び市町村指定文化財、近世社寺や古民家、近
代和風、近代化遺産の各調査報告書、日本建築学会の歴史的建築
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遠野の調査

福島県では、福島地
域会の方々も多数参加
いただき、福島市、会
津若松市、いわき市で
調査を実施しました。
福島市指定文化財の福
島市写真美術館（旧電 遠野で被災した煉瓦煙突
気試験所福島試験所 1922 年）は、被災直後の調査では、組積造
で危険のため解体することになっていました。しかし、田代洋志
副部会長、今川憲英部会員の調査で修復が可能であることが確認

E`?X[\Y

東北支部再生部会と本部再生部会の連携

され、福島市に文化財建造物の災害復旧処置に関する助言を提出、
文化財として再生されることになりました。
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ではないかと思えます。初めての事業であり、試行錯誤の繰り返
しだったと思いますが、情報の伝達と整理は今後の課題と感じて
います。
スタート時は、各県の学会責任者と、担当学会員とが調査チー
ムを率いるはずでしたが、連絡協調の取りやすさから、学会組と

JIA 組が別行動で調査することが、特に後半は多く見受けられま
した。
関東地域で協力していただいた JIA 会員の方は、70 名を超えて
いますが、特に被災地茨城では、地域会が率先して活動を牽引し、
調査全体の大きな力になったと思います。または、地域会単位で
はありませんが、精力的に参加下さった方も多く、この事業の次
年度への継承は、そういった JIAの会員の力が評価されたものと

福島市写真美術館

思います。

調査には東北支部の地域会会員や再生部会員の他、関東甲信越
支部保存問題委員会、茨城地域会、長野地域会、世田谷地域会、

■被害状況から感じたこと

千代田地域会等の方々が積極的にボランティアで参加して下さい

今回の調査においては、文化財の救出がテーマではありました

ました。本来全ての方の氏名を記すべきところ誌面の制約から略

が、建築家にとっても学ぶことは多く、特に写真に挙げた、茨城

させていただきます。ご協力誠にありがとうございました。

県内のそう遠く離れてはいない 2 ヵ所にある、室町時代の四脚門
の健全さと、RC 造である旧笠間市役所の壊滅状況とは、その被

今回の調査を通じて、近代以降の建築も含めたリストの大切さ

害において象徴的であり、建築を学ぶ者にとっては、衝撃の走る

を実感し、また伝統工法についてわれわれが学ぶべきこと、また

場面でした。総じて、木造の板張りの建造物は比較的被害が小さ

伝統工法から学ぶことの多さを痛感しました。そのため、新年度

く、土蔵造りのものは、壁材は落ちたが、骨組みは異常が見られ

から本部再生部会では、伝統工法の勉強会を実施する方針です。

ないという状況でした。
また、液状化被害に限らず、地盤と建物との関係が大きく歪ん
だために、設備などのインフラが機能しなくなり建物が利用でき
ないという状況も、結局は人々の生活を奪う事実であるとして、

関東地域の
文化財ドクター派遣事業
左

今後の私たちの職能的課題であると感じました。
■日頃の活動が功を奏す

知子（関東甲信越支部保存問題委員会）

3 月にこの事業の報告会を東京と仙台で開催したことで、ひと
つの区切りをつけたことになりましたが、振り返ると、関東の調

■順調に進んだ調査活動
関東地域内の調査対象県は、東京、神奈川を除く、千葉、埼

査が順調に進んだのは、学会や JIAの活動会員が多く存在してい

玉、群馬、栃木、茨城の 5 県でした。文化庁からの委託要請に応

たこと、災害被害が東北ほど重度広域ではなかったこと、また、

えて 5 月の連休明けから、精力的に活動を開始しました。という

津波被害や原子力問題が小さかったことなどが挙げられます。し

のも、支部保存問題委員会には、各県地域会からの選出の委員が

かしそのような調査に対しての好条件があったとしても、委員会

揃っており、地域会と密接に連絡が取れる状況にあったために、

というミッションがあり、常日頃からコミュニケーションを取っ

調査体制土壌がすでにあったという利点がありました。委員会が

ていたことは、非常時の発動には効果があったと言えるのではな

特別にフォローしていたわけではありませんが、調査参加登録者

いかと思います。

用のメーリングリスト（ML）を立ち上げ、参加予定者への情報提

今後の体制作りには、ぜひ全国的な継続的体制の設置を望みた

供に寄与しました。調査地の特定は遅れがちでしたが、この ML

いと思います。ひとりの力は小さく、ひとつの地域は非力であっ

で応募者の募集や状況の確認をしたりしました。MLの立ち上げ

ても、繋がれば大きな力になれるという実感のあった事業でした。

がもっと早い時期に実行できていれば、さらに効果が高かったの

楞厳（りょうごん）寺山門
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富津市「宮醤油店」

タイ建築事情

The World Report
【海外レポート】

いま日本人に求められていること
岩本昌樹（設計事務所 On Ground

バンコク在住）

ンコクだけでも在留邦人数は約 3.4 万人と上海に次ぐ規模で、香

バンコクらしさ

港やシンガポールなどとの経済的関係も深く、日本を飛び出した

タイ、というと何を思い浮かべるであろうか。微笑みの国、東
洋のベニスと称されたチャオプラヤ川を中心とした運河網、仏教
寺院や遺跡、象、トムヤムクン、カラフルな果物、ムエタイ、ゴ

若者の起業なども着実に増えており、人が動くことによる経済活
動の実態を直感できる場所でもある。
当然のように日本人向けコミュニティ、学校なども発達し、

ルフ、ビーチリゾートホテル、伝統舞踊、マッサージなど、農業

スーパーや専用コンドミニアムなども数多くあって日本にいるか

国、観光国としてのイメージと熱帯地域特有のオリエンタルでど

と錯覚するくらいであるし、そのクオリティの高さからローカル

こか叙情的な雰囲気が混在した記憶が呼び起こされる方も多いは

にも人気が高くなっている。バンコク中心部はもちろん、少し郊

ずである。

外にも寿司などを提供する和食店が増加しており、定食屋、ラー
メン、カレー、牛丼の日系チェーン店も数多く進出するなど、食
文化やテレビなどを含め日本文化は馴染みやすいものとなってい
る。その意味では、日本人をはじめ外国人が生活する場として生
活習慣上でも困ることはほとんどない。

成熟期を迎えるバンコク
今、中進国としてのタイは変化と活気にあふれ、経済成長に
ともなって成熟期を迎えつつある。私がバンコクに初めて来た
のは、東京大学生産技術研究所藤森研究室在籍時の 1999 年のこ
とであった。村松伸や研究室生、チュラロンコン大学との近代建
築・都市研究を通じ、まちをひたすら歩いて見てまわった悉皆調
査や実測、分析を繰り返しながら、建築や都市の歴史のなかに新
バンコク中心部には高層
オフィスビルが建ちなら
び、スカイトレインが間
を走り抜ける

しい可能性を身体で感じたことを覚えている。あらゆるものを柔
らかく吸収し、例外や矛盾ですらうまく融合してしまう不思議な
力がそこにあった。その当時から比べれば高層ビルも増え、高架
電車や地下鉄も整備され生活レベルは確実に進歩し、豊かで混沌
とした都市空間がつくられ
てきた。
学生時代からのタイでの
経験の後、隈研吾建築都市
設計事務所を経て、タイの

一方近年では、リーマンショックの爪跡も感じさせないほど、

Architects 49 にて、バンコ

タイの中心でもあるバンコクでは大型商業施設や高層ビルの開発

ク最大のショッピングモー

も数多く進んでいる。東南アジアで唯一植民地化を免れ、諸外国

ルであるセントラルワール

の文化を柔らかく許容してきたバンコクはタイらしさを象徴する

ドやバンコク大学キャンパ

ものではないともいわれるが、よい意味でも悪い意味でもアジア

ス計画などを担当し、2006

的都市の代表である。例えば毎日の激しい渋滞も有名で、不幸に

年に建築やランドスケープ

も都市基盤整備という点での近代化に失敗したまま乱暴な成長を

を中心とした設計事務所

続けているが、むしろ世界のどの都市も経験したことのない現代

On Groundを立ち上げ、住

都市として日々変化を続けること、それこそがバンコクらしさな

宅 や コ ン ド ミ ニ ア ム、 リ

のかもしれない。
インドシナ半島の真ん中に位置し、1980 年代後半からの急速な

ゾートホテルやショッピン
グセンターなどの幅広い

工業化の進展により高い経済成長をとげたタイは、メコン圏のハ

プロジェクトに参加する機

ブとして ASEANでも重要な役割を果たしている。日本にとって

会を得て現在に至っている。

も相性のよい東南アジア最大の投資先国であり、約 7,000 社がタ

建築の分野においても、ア

イに進出しており、建築に限らず様々な分野で日本のビジネスマ

ジア経済圏に参加すること

ンの方々にとっても馴染みのある場所となっている。現在ではバ

は、もはや必要不可欠であ うな心地よい空間を目指している

建築とランドスケープが一体となったよ
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る。東南アジアのハブとして成長を遂げたバンコクの包容力を実

築における交流は、1996 年に日タイ両建築家協会主催で大学院生

感すれば、アジアのダイナミズムを理解するヒントが見つかるで

の共同ワークショップがバンコクで開催されて以来盛んになって

あろう。

いる。このワークショップは日本の建築家グループ、岸和郎、北
川原温、北山恒、妹島和世、トム・ヘネガン、内藤廣、原尚、村
松伸、古市徹雄、古館克明、古谷誠章によって企画され、安藤忠

アジアの建築ネットワーク

雄の講演会も行われた伝説的なイベントで、その当時学生であっ

さて建築においても日タイのつながりは意外と歴史があり、

たタイ側の参加者が現在の ASAの中心メンバーとなって企画を

JIAと ASA（タイ王立建築家協会）は 1993 年に協定を結んで以来、

拡大させているのだ。私がタイに渡る契機も、このような長年に

日本では JIA 全国大会の際に、タイではバンコクで開催される協

わたって培われてきたアジアの建築交流によるネットワークの下

会主催の建築フェアの一環として毎年両国で国際親善会議が開催

地がすでにあったからこそである。そして現在でも大学共同研究

されている。この建築フェアの会場は、バンコク北部のインパク

やワークショップが各地で行われている。日本側からは実測や

トアリーナ内の 6 万㎡のコンベンションセンターで、参加者が 25

データなどを中心に実証的な分析によって失われた水との共生の

万人にもなる 1 週間程度の一大建築イベントである。毎年テーマ

記憶を取り戻そうと郊外の水路網へ、タイ側からは直感的な現代

が設定され、昨年は「BOTTOM UP」、今年は昨年の大洪水後の

都市のイメージをテーマにした提案に対する傾向の違いが感じら

水との共生について考えようということで「WATER BRICK」と

れるのも面白い。

題し（2012 年 4 月 24 日から 29 日まで）、世界各地から最も注目さ

そして最近では、建築以外でも交流の幅が広がっている。ASA

れている建築家たちを招聘した無料講演会、建築家協会や設計事

は昨年、UIA 東京大会にて開催されたサッカー大会、WA-CUP

務所、学生によるパビリオンや展示、建材メーカーなど約 1,000

（World Architects Cup）に初参加した。日本チームの優勝で幕を

社の企業参加型プロダクトフェア、アジア各国の国際会議など

閉じ大盛況であったが、今年はタイにて初開催されることになり

様々なイベントから構成され、建築関係者、学生から一般客まで

日本、韓国、マレーシア、インドネシア、ラオス、インドなどの

を含めて多数の人々で巨大なホールはお祭りのような活気に満ち

アジアの建築家が各地から集結する。様々なレベルや世代での真

ている。

の交流を通じて、それぞれの土地で独特の建築文化の差異を感じ

最 近 の フ ォ ー ラ ム で は MVRDV や BIG、OMA Asia、Studio

ながら建築家としての感性をさらに発展させることができる。ア

Mumbaiをはじめ、ゲストはアメリカ、中国、オランダ、デン

ジアの激しい競争のなかで同時に自らの社会的レベル向上を目指

マーク、ドイツ、イタリア、フィンランド、ベルギー、香港、韓

す建築家のグローバルなネットワークの形成は、今後さらに加速

国、インドなど世界中から招聘されている。日本からもここ数年

し拡大していくであろう。

ではアトリエワン、西沢立衛、藤本壮介、最近ではタイの若手建
築家も加わるようになり、毎年 10 組前後の建築家による無料講

2011 年の大洪水と復興バブル

演会は、建築書籍やインターネット上の情報だけでなく直接交流
生たちの熱気に包ま
れる。特に日本人建
築家の人気は高く、

撮影：岩間浩二

できる機会ということもあり、会場は幅広い年齢層の建築家と学

2011 年 の 10 月 初
めよりタイ中部を
中心に記録的な洪
水が発生し、2 ヵ月

今年は谷尻誠、アル

にわたり被害が続い

ファヴィルの 2 組の

た。特に日系企業が

招聘が日本から予定

集中するバンコクか

さ れ て い る。 建 築

ら 60kmほ ど 北 に 位

フェア時以外でも山

置するアユタヤ地域

梨知彦、佐藤淳、石
上純也などによる講
演会やワークショッ
プが企画されるなど、
タイ建築界から日本
への注目度の高さを
うかがうこともでき
る。

2011年のASA建築フェアとUIA東京大会にて開催

実はこのような建 されたサッカー大会WA-CUPの様子
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2011 年 10 月から 2 ヵ月間にわたって被害が拡大した大洪水。アユタヤ近郊で
はボートや大型車が活躍。バンコク北部の旧空港では飛行機の胴体まで冠水

の工業団地ものみ込まれ、そのほとんどで 2m 以上の冠水により
相次いで操業停止となり、居住エリアでも 1 階部分が水没し周辺
住民も避難を余儀なくされるなど大きな影響が出た。タイ東部の
工業団地は無事であったが、中部での洪水被害により ASEAN 最
大の生産拠点であるタイのサプライチェーンは完全に寸断され
て、東日本大震災から回復へ動き始めたばかりの製造業では自動
車、ハードディスクやカメラなどの製品不足が日本だけでなく世
界中に影響したことは記憶に新しい。日本との関係が深いだけに、
やや混乱した報道からはバンコク全体が水没したというようなイ
メージを持たれた方も多かったようであるが、実際にはバンコク
では最北部の区を除いてほとんど被害はなかった。しかし一瞬の
地震や津波とは違い、何日もかけてゆっくりと迫りくる水と、政
府見解の曖昧さから人々はパニックになり、高速道路は自家用車
や路線バスの臨時避難駐車場と化し、スーパーやコンビニの棚は
空になった。異様な風景と大都市の災害への脆弱性に長期間スト
レスを感じたのも確かである。

建築にも積極的に緑が取り込まれ、豊かで柔らかい空間が演出
されている

点からも、徐々に迫ってくる洪水の段階ごとに様々なレベルでの

実際の洪水現場に通い発電機やポンプの確保、清掃員の手配な

リスク予想に応じた具体策、例えば防水壁の構築方法、敷地の造

どのサポートをする中で、溜まった汚水や悪臭に負けずに大型ト

成高さ、電源供給バックアップなどのシミュレーション、費用対

ラックやボートを駆使して潜水による金型引き揚げなどの復旧作

効果の検証など、横断的な対策が要求されている。

業やそこで生活を続ける工場関係者や周辺住民の姿からは、自然
災害と対立するのではなく、いざという時には共存しながら問題
解決しようとする力強さや気概を感じることができたのも事実で

バンコクの現代建築

ある。このような状況のなかで、東日本大震災後の日本での建築

タイの景気がよい、というのはゼネコンや工場建設関連だけ

家の役割と同様、タイでも建築家による自発的な支援の輪が広

に限った話ではない。1997 年のアジア通貨危機後には地道に回

がっているが、どこであっても建築家の理念、アイデア、ボラン

復を遂げたが、2004 年のスマトラ島沖地震による大津波、2006 年

ティア活動が災害時に実効性を持つかどうかが重要な課題となっ

のクーデター、2008 年の空港占拠、2010 年の赤服デモ隊、そして

てくるはずであり、ネットワーク化されたアジア各地が連携しな

2011 年の大洪水とほぼ毎年何かしらあった近年のタイであるが、

がら、災害に対する様々な角度からの取り組みが展開されていく

前回の総選挙後は政情も比較的安定しており、それまで溜まって

ことが今後期待される。

いたものを吐き出すかのように経済活動も活発化し、食生活やス

現在でも復旧、復興に向けた取り組み、懸命な清掃作業が同時
進行で進められているが、油汚れ跡や水没による廃棄物の量には

マートフォン利用者の増加など、ライフスタイルの変化にとも
なって文化的にも成熟期を迎えようとしている。

圧倒される。半年を経てようやく工場の一部再開までこぎつけて

バンコク中心部でも数多くの大型ショッピングセンター、高

いるところもあるが、生産設備を含めた完全復旧にはまだ時間が

層オフィスビルやコンドミニアムが建設中で、さらに高架電車

掛かると言われている。もともと、最近の好景気や日系企業の進

BTSの延伸工事による都市圏居住域の拡大により郊外でも大規模

出増加による需要過多状態であった信頼度の高い日系ゼネコンで

な宅地開発が急ピッチで進行している。開発のスピードもさるこ

は、さらに身動きが取れない状態、言い換えれば空前の活況を呈

とながら、バンコクで次々と建てられているコンドミニアムやホ

している。

テルなどの高層ビルでは派手で目立つファサードが重要視される

しかしながら大洪水後の建材不足、人件費の高騰により、復興

ようになってきている。タイの不動産販売は建設後に販売をする

スピードにも深刻な影響が出始めている。さらに、損保各社は今

のではなく、建設前からお金を集めてその資金で建設費用をまか

後タイで洪水被害をカバーしないとしており、再発は企業にとっ

なうシステムが通常で、人気投資物件では着工前に完売してしま

て致命傷になってしまう。実際に各工業団地では、全体を高さ

うケースも多々ある。大規模プロジェクトであるが故に法規や立

3mもの高さのコンクリートシートパイルで囲う防水対策工事が

地条件、マーケティング面での制約も多く、デベロッパーが付加

すでに急ピッチで進めてられている。被害を受けた約 450 社の日

価値のひとつとして、建築家による個性的な外観を要求する傾向

系企業は撤退を考えた企業がほとんどない中で、工場の復旧と同

にあるといえる。ブランド化した高級物件では、デザイナーの名

時に半年後の今年の雨季までに防水壁による要塞で自己防衛対策

前がメディアに出てくるようになってきたり、日本人向けに玄関

をとるか、洪水のない安全地帯に移動するかという決断も迫られ

やバストイレ別の住居プランニング、温泉設備を完備した物件な

ている。都市計画や治水計画レベルからだけでなく、建築的な視

ども宣伝されるようになってきてはいるが、スケルトン状態で売
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デザイン性の高いショールーム建築も出現。左からサイアムセメントグループの SCG Experience（A49 設計）、Honda Big Wing（VaSLab 設計）、超高層コンドミニ
アム Mahanakorn（OMA 設計）

買される物件も多く、やはり外観を売りにして差異化を計るのが

は、コンセプトや基本設計までで実施設計からはローカルアーキ

一番手っ取り早いから、ということなのであろう。

テクトが対応することが多く詰めが甘くなりがちであったが、最

朝夕の大渋滞、ラッシュ時の通勤満員電車など大都市ならでは

近では著名な建築家の知名度を強調することも増えており、レ

の光景であるが、都市基盤が整備されないまま、ばらばらな開発

ム・コールハース率いる OMAの設計によるリッツカールトン系

プロジェクトが乱立し、それを許容しながら個性的で雑多な都市

の超高層コンドミニアムやフューチャー・システムズのパート

景観が形成されてきたが、半面それこそがバンコクらしさをさら

ナーであったアマンダ・レヴェットによるセントラル・エンバ

に表現する機会となり、多くの問題を抱えながらも社会の新たな

シーなどは、完成すればタイのみならずアジアを代表するランド

面を生み出しつつあり、むしろ大きな自由度を与えられた建築家

マークとなるであろう。

としては新しいデザインの豊かさの表現にチャレンジしやすい環

これまでローカルアーキテクトとして外国事務所と協働して
きたタイ建築家は、今ではどこも大手事務所への成長を遂げた

境であるのかもしれない。

が、彼らもタイ以外でのプロジェクトを抱える現在では、経済同
様、タイ国内においても世界との競争やスタンダードに身を置か

タイの建築家事情

ざるを得なくなっている。海外旅行の機会も増え、インターネッ

バンコクにいるとタイ国内だけでなく、シンガポールやベトナ

ト環境も整備された現在では、外国建築メディアだけでなく、タ

ム、中東、中国やインドなどのプロジェクトに参加するチャンス

イ国内でも建築メディアが発達してきており、先行する経済発展

が多くある。今日のアジアに存在する無数の建築プロジェクトの

に引っ張られながら消費や文化的活動も活発になり建築のレベル

ために世界各国からやってくる建築家たちに負けじと戦略的に駆

も上がっていく、まさにそんな新しい段階への過渡期といえる。

け回るスピード感は、若干内向的で技術力を売りにしている日本
では味わえないかもしれない。

建築教育に目を向けると、日本と違い建築学部は 5 年制で、建
築、タイ建築、ランドスケープ、インテリア、都市計画、プロダ

その一方でバンコクには、東京や北京、パリ、ニューヨークな

クトデザインなどの学科から構成され、横断的な教育は将来の建

どのような、いわゆる作家性を帯びた現代建築はまだ数少ない。

築家としての幅を広げる可能性を大いに持っているし、熱帯特有

歴史的な経緯や食の豊穣さから他国に依存する必要もなく、一見

の豊かな緑と共生した開放的な建築が生まれるヒントが隠されて

あらゆるものを受け入れる開かれた国に見えるが、実は制度とし

いるのかもしれない。また建築家を志す学生は、卒業後数年、タ

ては他国に対して閉鎖的でドメスティックな指向を有した国であ

イ国内での実務経験をしっかり経てからの修士課程進学、留学、

り、会社設立を含め外国人建築家が活躍するのは容易ではない。

専門変更などということもよくあり、日本のように学部の後にす

しかしこのような制度的に閉じた形式とは矛盾していても、状況

ぐ修士課程というパターンは少ない。英語を自由に話す学生も増

に応じてある部分においては表面的にはあっさりとインターナ

えてきており、日本をはじめアメリカ、ヨーロッパなどの大学へ

ショナリズムを受け入れる懐の深さも持ち合わせていることは非

留学やシンガポールなどでの事務所勤務経験を経て帰国後、独立

常に面白い。

というケースが最近では多くなっている。

これまでの外国人建築家による大規模プロジェクトのほとんど

商業施設の外観はどこも主張が強い
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タイではまだまだコンペで設計者を決めることは少ないが、

ダイナミックな商業施設の内部空間

個性的なファサードの高層コンドミニアムやホテルが続々と建設されている。
左から The Met（WOHA 設計）、The Sukhothai Residences（Kerry Hill 設計）、Sofitel So Bangkok（OBA 設計）

2010 年には 2 つの大きな公共建築設計コンペが行われた。1 つ目

も、今後グローバル化の流れやスピードにのり、このような傾向

は新国会議事堂コンペ、2 つ目は若手建築家を対象としたラン

が加速していくはずである。そのなかでも注目度の高い日本勢に

チャルムプラキアット・センターである。新国会議事堂コンペは、

求められているものは、やはり技術力に基づいたクオリティとマ

チャオプラヤ川沿いの 19 万㎡の敷地に計画され、ティラポン・

ネージメントであることは間違いない。しかし、多少の問題は気

ニヨム率いるプラングループの伝統的寺院建築様式を引き継ぎつ

にしないタイの直感的な性格は、理念や倫理を超えたところで外

つ現代的な要素を取り入れた重厚で壮麗な案が採用された。ラン

から取り入れたスパイスによって世界をほんの少しだけアレンジ

チャルムプラキアット・センターは国王記念ランドマークとして

し、自由な書き換えを繰り返すことで自分らしさを形成してきた

王宮前広場前の 8,000㎡の敷地に展示スペース、図書館、ラーニ

だけに、それは日本からのデザイン、やり方のコピーではいけな

ングセンターなどの複合施設であり、78 組の若手建築家参加者の

い。例えば将来を見込んだ計画の最適化やマスタープランニング

結果、ランドスケープ事務所 LABをリーダーとした建築家混成

など、違った角度から実証性のある日本人ならではの決め細やか

チームが獲得した。どちらのコンペも、建築、ランドスケープ、

なサービスを提供していけるかどうかがキーポイントになるであ

インテリア、エンジニアなどの混成チームによる提案が多かった

ろう。

こと、フル CG アニメーションによるプレゼン、若手建築家の健
闘など、今後の一つの方向性として注目したい。

同時に日本人には非効率と思われることであっても、高温湿度
のタイという国になじんだやり方が重要である。例えば急激な乾
燥を避けるためにコンクリート柱の施工でビニールシートを巻い
たり、地盤が弱いため杭を 20m 以上打ち込むことが通常である

アジア建築の可能性

こと、施工精度とコストバランスなどをうまく理解し、土地や文

このようなタイ建築界の状況の中で、設計については外資規
制のためタイへの進出はまだ少ないが、数年前から外国建築事

化を熟知しながらローカライズされて初めて、微笑みの国の持つ
懐の深さに溶け込んでいけるのだ。

務所がローカルパートナーと提携する傾向があることも見逃せ
ない。また建築 CGなどの分野でも建築を理解した若いクリエー

建築のあり方、建築家とは何か、日々悩み格闘している。可能

ターの制作レベルは高く、安い人件費のコストメリットもあって

性や本質を探ろうとする態度を真剣に実践し、共有できてこそ初

ハリウッド映画の製作基地も数多く存在している。建築では先述

めて豊かな建築を目指すことができるはずである。バンコクとい

したように、プロジェクトベースでは OMAやケリー・ヒルなど

う不思議な場所で、そしてアジアのネットワークのなかで、設計

がローカルアーキテクトとコンドミニアムやホテルなどを手がけ

に対してもう少し違う価値の提示の仕方があるはずである、と感

てきたが、最近ではシンガポールの WOHA、オーストラリアの

じるようになってきた。建築家としての場所を求めて、新しいア

HASSEL、そして日本からは PLANTECがバンコクに直接、現地

ジアの時代を切り開きながらその可能性にチャレンジできること

事務所を構えるようになってきている。

は幸せである。

日系ゼネコンも 20 ～ 30 年以上も前から数多く進出して信頼を
勝ち取っているが、ローカル建設会社も着実に実力を伸ばし技術
や品質の向上に繋がっている。設計やコンサルティングの分野で
提供：Landscape Architects of Bangkok Limited.
And Mr. Patchara Wongboonsin

岩本昌樹（いわもと まさき）

UIA東京大会でのタイ新国会議事堂コンペ展示とランチャルムプラキアット・センター CGパース

一 級 建 築 士。1976 年 東 京 都 生 ま れ。
2002 年 東 京 大 学 大 学 院 修 士 課 程 修
了、2011 年博士課程単位取得退学。隈
研吾建築都市設計事務所、Architects
49 を 経 て、2006 年 バ ン コ ク に て On
Ground 設 立。2012 年 よ り PLANTEC
GROUP (THAILAND)。
http://onground.asia/
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被災地で活動する建築家

vol.3

東日本大震災から1年が過ぎて
今後は建築家として原発災害を考える
JIA 福島地域会会長 辺見美津男

■事務所の片付けと調査に奔走した震災後 1 週間

3.11 のあの時、私は遠方へ打合せに出向いていた。人生で感じ

思わせるほどで言葉を失った。

2 日間の応急危険度判定調査を

終えた私は、妻を避難所支援に残し白河に戻った。

たことのない強く長い揺れ。
「大変な事態に」という思いと同時に
築 120 年の蔵を改修して使っている白河の事務所の職員の安否が

■ 4 月～、仮設住宅の概念を変えたい

気がかりであった。事務所とは連絡がつかず磐越自動車道の閉

応急危険度判定がひと段落した 4 月初旬に JIA 福島の会合を開

鎖で身動きがとれない状態が続く中、最悪のシナリオが脳裏を過

き、地域会が災害支援として取り組むべき具体的内容を議論し

ぎった。

た。なかでも県が行う「木造仮設住宅 4,000 戸建設の建設業者公
募」に対する議論に大半が費やされた。
「被災者のために少しでも

あくる日、職員や家
族の無事は確認できた

良い居住環境を」と「フクシマから仮設住宅の概念を変える」と

ものの事務所の中は案

いう理念で取り組むことで、意見が一致した。
公募の結果は福島地域会会員が支援した
「日本ログハウス協会」

の定いたるところ土壁

と「三春の住宅を考える会」が 1 位 2 位を獲得した。

が崩れ落ち、見るも無
残で、壁内の小舞の露
出は人間の皮膚内の露
出のような痛々しさを
感じさせた。蔵を再生
するための落ちた土の

蔵（事務所）の被害状況

保存や事務所の片付けに 1 週間ほどを要した。
すぐに地元を中心とした応急危険度判定調査に奔走した。発電
所爆発の 3 月 14 日も、何も知らされずにたくさんの放射能が降
り注ぐ中、黙々と外での調査を行っていた。
■ 3 月後半、宮城県亘理町で応急危険度判定調査

3 月後半には宮城県亘理町の応急危険度判定調査応援依頼が
JIAから入った。亘理町は阿武隈川の源流と下流の PTA 交流の
あった所で小学校の被害状況を確認すると、
「全児童が無事に避難

三春町仮設住宅

所にいることや着の身着のままの避難で子どもたちの靴が必要」
ということであった。仲間や地域の協力を得て 2 日で約 700 足の
靴を集め、支援物資として用意した。偶然にも妻が所属する日本

日本ログハウス協会の 500 戸と三春の 100 戸とあわせて 1,600 戸

助産師会からも亘理町支援依頼が同時に入っていたので、妻と息

の配置に関わり、一ヵ所の敷地に複数の業者が関わるため、4,000

子と甥の四人でガソリンを確保した 2 台のワゴン車に支援物資を

戸の大半の配置を支援することとなった。

積んで深夜に亘理町に向かった。
亘理町に入ると海岸から数キロ離れた道路脇に漂着した小船の
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我々は、福島県建設業協会の約 1,000 戸の配置支援を取り付け、

それからは、地域会会員が手分けしての走りながらの対応に追
われる日々が続いた。戸数の変更や候補地の変更、そのたびごと

異様な光景から津波の被害の大きさが予見できた。海岸に近づく

に配置計画のやり直し、それでも我々が掲げた仮設の理念をかな

につれ漂着した船の大きさが拡大し、海岸沿いは「別の世界」と

えようと奔走した。福島県も JIA 福島地域会の行動を理解し、二

亘理町の被害

木造仮設住宅スケッチ

●
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玄関向かい合わせ事例

プレファブの仮設住宅例

次公募では建築家の明記が附加条件とされ連携した取り組みを行
うことができた。
■ 2012 年 1 月～、復興住宅供給システム提案の公募
年が明けた 1 月に福
島県主催「ふくしまの
家」復興住宅供給シス
テムプロポーザルが実
施された。これは、一
日も早く被災者の生活
再建と住宅関連産業の
復興を同時に実現する
ための県内事業者連携

復興住宅構造模型

災害支援復興シンポジウム

による復興住宅供給シ
ステム提案の公募である。
私は「原発に依存しない新生福島
を創造する」を柱として日本文化で
独特の考え方「豊かさとはどれだけ
多くの物をもっているかではなく、
どれだけ多くの物を必要としないか
によって測られる」という茶の湯の
精神でもある「足るを知る」をテー
マとした提案を行った。
結果は応募した地域会メンバーの多くが採用となった。3 月末
に国土交通省主催の委員会に上位に選ばれた提案の発表の場が与

「フクシマトクシマ防災シンポジウム」
（JIA四国支部主催）
東日本大震災復興支援活動の取り組みについて話す

えられ、
「福島の復興から、日本そのものを変えることが問われて
いる。皆さんの知恵を借り、新たな福島のプライドをつくってい
きたい」と訴え、あわせて、応急木造仮設住宅の今後の災害に対

は忘れたころにやってくる」我々の災害における教訓が少しでも
「次の災害に備える」礎になればと思う。

する可能性と地域建築家の関わりについて、仮設住宅が単なるス
チールから木質に変わるだけではなく、地域建築家の災害におけ
る立ち位置も同時に確立することの必要性を訴えた。

■今年度、原発災害を考える
今年度の JIA 福島地域会は、原発災害についてフクシマの建築
家として「何故起きてしまったかの検証」
「今起きていることへの

■ JIAならではの横の繋がりを実感

対応」
「フクシマから何を変えていくかの確認」の活動を行う。

昨年 6 月と 11 月に福島で開催した災害支援復興シンポジウム
には全国から多くの建築家が集まり、たくさんの支援をいただき、
あらためて JIAならではの横の繋がりを実感することができた。

東北にも春が到来した。しかし、3.11 以前のような季節への思
いは感じられない。

また本部や九州支部、四国支部、近畿支部や自治体からお声が

春の息吹が放射能という目に見えない膜で

かかり、応急木造仮設住宅や災害支援に関する現場の声を届ける

ラッピングされている。庭先に芽吹いたフキ

機会もいただいた。

ノトウも食することは適わない。震災から 1

徳島地域会と福島地域会では、相互情報提供用のブログ「フク
シマトクシマの会」を立ち上げ情報交流をはかっている。
「災害

年が過ぎ「何故このような事態が起こってい
るのか」現実と向き合う日々が続く。
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■ information

JIA 建築家大会 2012 横浜
25 周年記念大会
日時：2012 年 11 月 29 日㈭、30 日㈮、12 月 1 日㈯、2 日㈰
場所：神奈川県横浜市

BankART Studio NYK ギャラリー、神奈川県民ホール、開港記念館（予定）

『共に超える』
建築並びに建築家が担うべき社会的役割について、一般市民と共に考え、共に
育むために議論の場を設け、社会へ示す機会とする。
災害復興に留まらず、未来に残すべき記憶と文化の大切さを一般市民と共に考
え、共にこの時代を超えていく道筋を探る大会と位置づける。

Photo by GEN INOUE

〈基調講演・パネルディスカッション〉

〈一部〉基調講演
田中優子

法政大学社会学部教授、
国際日本学インスティテュート
（大学院）
教授

JIA設立25周年記念大会

〈二部〉パネルディスカッション
パネリスト
山崎 亮 コミュニティデザイナー、京都造形芸術大学教授
芦原太郎 建築家、JIA 会長

皆様のご参加をお待ちしております。

神奈川県民ホール 大ホール

11/29
（木）18:00〜21:00 ウェルカムパーティー
（BankART Studio NYK ギャラリー）
11/30
（金）12:30〜13:30 大会式典
（神奈川県民ホール 大ホール）
11/30
（金）18:00〜20:30 レセプションパーティー
（ホテルニューグランド 本館 2F レインボーボールルーム・フェニックスルーム）
主催 社団法人 日本建築家協会

www.jia-kanto.org/jia2012

大会委員長あいさつ

連帯を
昨年の UIA 大会においてブータン王国ティンレー首相の「サスティナブル
な幸福な社会のための建築」と題した基調講演がなされました。演説は危機的
状況にある世界の今日的な問題点を指摘するとともに新たな規範をサゼッショ
ンし、経済成長幻想に根ざす資源浪費型の社会から持続可能な社会のあり方へ
の転換を示唆する「GNPから GNHへ」という自国の政策を例示しつつ、説得
力にとんだ問題提起によって、世界中から参画した人々に深い感銘と、忘れが
たい記憶に残る体験を遺されました。
建築家大会 2012 横浜の開催にあたり、われわれ建築家はそこから深く学ば
ねばなりません。
持続可能な社会の枠組みをふまえ物質的豊かさと経済の成長幻想を超えた、
精神の自由に私達は日常の営みの希望と豊かさを見いだすという、凡慮ではあ
るが今までの社会に至難であった高級であることから高貴なことへの価値観の
転換を問われています。
「足るを知る」の江戸時代』
大会にあたり基調講演者に田中優子氏を迎えて『
と題したご講演をいただきます。資源循環型社会の魁といわれる江戸に学びつ
つ、続いてあらたなコミュニティのあり方について山崎亮氏、芦原太郎会長を
交えてパネルディスカッションを行います。
未曾有の災害を乗り越えるという困難な課題であるとの認識と同時に、この
機会を新しい価値観に基づいた社会の構築に想像力の飛躍を持って臨む希望の
試練と受け止め、この建築家大会がその鏑矢なることに成功すべく連帯しよう
ではありませんか。
何卒多くの会員方々の参画を願いつつ、震災復興 90 年を経た都市、ここ横
浜に皆様を心より歓迎申しあげます。
室伏次郎
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公式ホームページ http://www.jia-kanto.org/jia2012/

パーティー・レセプション
ウェルカムパーティー
■日時

2012 年 11 月 29 日㈭ 18:30 〜 20:30

■場所

BankART Studio NYK

レセプションパーティー
■日時

2012 年 11 月 30 日㈮ 18:00 〜 20:00

■場所

ホテルニューグランド（本館 2 階）

ホテルニューグランド

レインボーボールルーム

関東大震災後の復興計画の一環として、渡辺仁設計によ
り建設されたホテル。チャーリー・チャップリンをはじ
めとする多くのスター、皇室や英国王室といった賓客、
来日直後のマッカーサーが滞在したクラシックホテルと
して有名である。ホワイエからは、眼下の山下公園（関
東大震災の被災がれきを埋立てて造成した）と横浜港の
抜群の眺望が楽しめる。

本館階段

大会式典
■日時

2012 年 11 月 30 日㈮ 12:30 〜 13:30

■場所

神奈川県民ホール

大ホール

（横浜みなとみらい線日本大通り駅）

基調講演 ＆ パネルディスカッション
—江戸から学び、未来に繋ぐ—

《持続可能で幸福な社会のための環境を問う》
3.11 を契機に、国内のあらゆる分野で、従来の価値観を根本
から変えるパラダイムシフトの必要性が叫ばれています。この

基調講演に於いて、江戸学を通して人々の絆を基礎とした循
環型社会を研究されておられる田中優子氏に、江戸の何が特徴
的であって、そのような社会を実現するためには、建築家が他
分野の専門家や市民と共にどのように「超えて」いくことが求
められるのかについて、講演をしていただきます。

求めに対応するためには社会全体で大胆な発想の転換と多くの

後半は、田中氏の講話を問題提起として、パネリスト自身の

技術革新が必要になりますが、建築家にとっても、地域社会か

主張する視点から、現代の日本社会に潜む問題点を指摘してい

ら付託された責務と役割を明確にして、それを積極的に担って

ただき、社会全体が価値観の転換を成し遂げるためにはどう

いくことを通じて、地域の充実と住民の幸福実現に貢献してい

いった施策が有効と考えられるのかを議論していただきます。

くことが求められています。
今回の建築家大会は、他分野の専門家、市民、行政と共にこ

その上で建築家が「まちづくり」という観点からどういった
役割を果たすべきなのか、社会は建築家に何を期待しているの

の新たな価値観に基づく街づくりとは何かを考える大会にする

か、という「建築家」に関わる議論を重ねたうえで、そういっ

予定です。それぞれの地域の歴史、風土等に根ざした美しい国

た社会を目指すために、専門家ではない市民には何ができるの

土とは何か、どのようにしたらそれを実現できるのか、本当の

か、専門家と市民、専門家同士はどうそれを「共に超えて」い

豊かさ、幸せを感じるためにはどうしたらよいか、この大会で

けば良いのか、という命題に向けて、議論を戦わせていただき

皆様と共に考えたいと思います。

ます。

■日時
■場所
■構成

2012 年 11 月 30 日㈮ 13：30 〜 17：00

田中優子（たなか ゆうこ）

法政大学社会学部教授、
神奈川県民ホール 大ホール
国際日本学インスティ
テュート（大学院）教授。
（横浜みなとみらい線日本大通り駅）
専門は日本近世文化・ア
第１部：基調講演 13：30 〜 15：00
ジア比較文化。研究領域
は、江戸時代の文学、美
「足るを知る」の江戸時代
術、 生 活 文 化。
『江 戸 の
講演者：田中優子氏（江戸文化研究者、エッセイスト、法政大学社会学部教授） 想像力』で芸術選奨文部
大臣新人賞、
『江戸百夢』
第２部：パネルディスカッション 15：00 〜 17：00
で芸術選奨文部科学大臣
パネリスト：田中優子氏
賞・サントリー学芸賞。
その他多数の著書がある。江戸時代の観点から、現代の
山崎 亮氏（コミュニティデザイナー、京都造形芸術大学教授）
問題に言及することも多い。2005 年度紫綬褒章。近著に
コーディネーター：芦原太郎氏（建築家、JIA 会長）
『カムイ伝講義』
『未来のための江戸学』
『布のちから』
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第 21回 保存問題栃木大会報告

会期：2012 年 3 月 17 日㈯、18 日㈰

大谷での大会を終えて
災害を経たあとの大会でしたので、果たしてどれだけの方々が

氏をはじめ岡田義治会

参加してくださるのか心配しながら準備を整えていましたが、ふ

員、小西敏正会員、藤

たを開けてみると総参加者数が 100 名を超える大会となり、企画

原宏史会員、武井貴志

した側として正直ホッとしました。

会員と大谷石に関して

準備に際しては保存問題委員会より横浜の笠井さん、筑波の上

深い知識と愛情を持っ

遠野さんが遠方より駆けつけてくださり、一昨年は毎月、昨年は

ている方々で揃え、保

年度後半に毎月準備委員会を開き大会スケジュールを詰めていき

存の現実的な問題や法

ました。午後 1 時スタートの大会初日はあいにくの雨天となり、

的扱いの限界まで含め

参加者の皆さんには足もとの悪い中を小野口邸、渡辺邸、屏風岩

て討論した内容の濃い

渡辺家、大谷寺、大谷公園や石の里、高橋祐知商店採石場の見学

シンポジウムになりま

をしていただきました。参加者は平均推定年齢 60 歳でしたが全

した。説明が不足した

員地下 50メートルの「石の里」地下採石場に降り、桟橋を上って

点としては、宇都宮大

きた時には非日常的な驚きの体験で大分興奮していたようです。

学峰が丘講堂の基礎が

旧厚生年金保養施設である温泉付きの宿泊施設での懇親会は、
福田知事のフレンドリーな挨拶で始まり、さらに武井会員が率い

大谷石で、外側を芦野
石で保護されていたせ

るジャズバンドの演奏で大いに盛り上がり大変楽しい内容となり

いか、88 年を経た現在

ました。それにしても 2 次会、3 次会での皆さんのタフさ加減に

も健全を保持している

は脱帽でした。

松が峰教会

ことを改修時に確認し 大谷石レストラン「てっぱんびすとろ天野」

2 日目の午前は市内に

たこと。また窓の外に見える大谷石の旧図書室は、将来カフェ等

残る大谷石空間巡りを主

に転用し、庭園を含めて再整備する計画が宇都宮大学の安森研究

とした見学会となり、松

室で現在検討されていることです。

が峰教会、南宇都宮倉庫

各見学先を担当した各会員の熱のこもった説明と迫りくる予定

群の保存活用例や歴史的

時間とのせめぎあいの中、少々盛り沢山のメニューを分刻みの移

建造物の保存活用例とし

動で、大谷石と石空間を十分味わっていただくことができたの

て佐藤功一記念室のある

旧 県 庁 舎 等 を 見 学 し た 宇都宮大学峰が丘講堂でのシンポジウム

か、気になるところですが、本大会で「大谷石を取り巻く現状と
魅力について」参加者の皆さんに知っていただくことができたの

後、石のレストランである HACHINOJO、石の蔵、てっぱんび

ではないかと思っています。

すとろ天野でランチを楽しんでいただきました。
午後はやはり保存活用例である宇都宮大学峰が丘講堂でのシン
ポジウムと盛り沢山の内容でした。パネリストは建築家中山繁信

遠方より大会に参加くださいました皆様方には
この場をお借りしてお礼を申し上げます。
佐藤公紀（保存問題栃木大会実行委員長）

虹プロジェクト ―ケニアと日本に虹を架けよう―
■私たちの信條
人と人との「間」には、無限の可能性があります。国と国の
「間」も同じです。しかし、現実には、人と人、国と国との「間」
には様々な障害があり、豊かな可能性に満ちた「交わり」を妨げ
ています。
私たち―ケニア人建築家、ディック・オランゴと日本人建築家、

ありません。そうではなくて、ふたつの国と国の「間」の豊かな

坂田 泉―は、ケニアと日本というふたつの国で生まれたふたり

「交わり」を通じて、互いの「力」を見つけ、互いの「力」を合わ

の建築家によるユニットです。そして、その職能を通じて、ケニ

せて、私たちの「間」に何かかけがえのないものを生み出してゆ

アと日本の「間」をより豊かにし、様々な人々による、様々な「交

くこと。それが虹プロジェクトの目指すところです。

わり」を生み出そうと願い、プロジェクトを立ち上げました。そ
れは、ケニアと日本の「間」に、彩り豊かな虹を架けることに似
ています。そこで、私たちは、このプロジェクトを「虹プロジェ
クト」と名づけました。

020

■ OSA ジャパンの設立

2011 年 1 月、私たちは、虹プロジェクトの日本における活動拠
点として、一般社団法人 OSA ジャパンを設立しました。OSAは、

私たちのプロジェクトは、
「慈善行為」でも「援助」でもありま

「Olango and Sakata Associates」の略称です。会長は坂田 泉、顧

せん。私たちの「間」には、
「助ける―助けられる」という構図は

問がディック・オランゴという形でスタートし、その後、2011 年

●
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5 月には、ケニア人エコノミスト、エマニュエル・ムティシヤ（国
連大学研究員）をシニアエコノミストとして迎え入れました。
虹プロジェクトは 2012 年、ケニアにおける活動拠点「OSA ケ
ニア」を設立し、文字通り、ケニアと日本を結ぶプロジェクトと
なります。
■ケニアと日本を結ぶ技術の架け橋
虹プロジェクトは、ケニアの持つ潜在的な力を実現するために
日本の技術力を活かす、という理念の下、ケニアと日本の技術協
力のコーディネーションを進めています。
「てるてる坊主」をモデルに私たちの役割を説明します。てる
てる坊主は小さな頭と広い裾野を持っています。私たちも小さな

ソーラーシートによるグリーン・ビレッジ

集団ですが、ケニアに広いネットワークを持っています。その
ネットワークを活かし、私たちは、ケニアにほとんどコネクショ
ンも情報も持たない日本の企業に対し、可能なかぎり広い範囲か
らプロジェクトにふさわしい現地のパートナーを探し、互いに結
びつける。これが「てるてる坊主モデル」です。
私たちが日本企業の協力相手として対象とする組織は、企業に
留まらず、大学、NGO、政府関係機関、国際機関など広範にわ
たることを特色としています。そこに形成される協力関係はケニ
ア社会にとって幅広い利益を創出するものとなるため、現地側に
しっかりとサポートされ、その結果として、真に競争力と持続性
のある事業展開が可能になり、日本企業にとっても好ましい展望
を約束するものであると信じます。

ソーラーシートによるグリーン・シティ

その一方、ソーラーシートは、その特性を活かした様々な日常
■ソーラーシートプロジェクト
現在、虹プロジェクトが進めているケニアと日本の技術協力の
例として、
「ソーラーシートプロジェクト」を紹介します。
古来、多くの人的資源、天然資源を奪取されてきたアフリカに

用途のプロダクトへの応用も可能です。私たちが進めているのは、
携帯電話の充電用シートです。すなわち、軽く、簡単に持ち運べ、
落しても割れることのないシート状のバッテリーチャージャーで
す。

おいて、太陽光だけは誰にも奪うことのできない、無尽蔵のエネ

「ソーラーシートプロジェクト」は、上記のような日常用途の

ルギーです。ケニアではインフラの整っていない無電化地域も多

製品と、より大規模な建築への応用という、二つのスケールの異

く、地産地消型の太陽光発電は、これからのエネルギー源として

なる展開を通じて、ソーラーシートをケニアに普及させることを

高い妥当性とニーズがあります。虹プロジェクトでは、この貴重

目指しています。

な財産を有効に活かすために、日本の優れたソーラー技術を役立
てることを目指しています。
日本の多くのソーラー技術の中で、私たちが着目しているのが、

■日本の卵をケニアでゆでる
「ソーラーシートプロ

「薄膜系アモルファス太陽電池」
（以下、
「ソーラーシート」）です。

ジェクト」において私た

ソーラーシートは、従来のガラスタイプの太陽電池にはない、
「薄

ちが原則としているの

い・軽い・柔らかい」という特性を有しています。

は、
「日本の卵をケニア
でゆでる」というルール
です。
今までの途上国ビジ
ネ ス で は、 例 え ば、 日
本の卵を中国で安くゆ

ソーラーシート（富士電機のカタログから）

で、 ケ ニ ア で 売 る と い
うのが通常でした。ソー

この特性を活かせば、例えば、ケニア村落部の簡易な建造物や

ラーシートも中国で安

伝統的建造物にも太陽電池を取り付けられます。また、ソーラー

く 製 品 化 し、 ケ ニ ア で

シートは屋根材や外壁材と一体化が可能なので、従来の太陽電池

売るということも考え

とは異なり、建築デザインと調和のとれた設置が可能です。要す

ら れ ま す が、 私 た ち は

るに、ソーラーシートは、景観やデザインの美しさと太陽光発電

そういう方法は採用し 日本とケニアが力を合わせるビジネスモデル

の両立を可能にする優れた素材なのです。

ません。
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虹プロジェクトでは、日本で生まれた半製品をケニアで製品化

また、ソーラーシートの製作を担う民間企業、また、普及の協力

することを目指します。具体的には、ソーラーシートに内蔵され

者として、関係省庁（エネルギー省、電力省）などの要人とも会い、

るフィルム状の太陽電池セルをケニアに輸入し、それを現地でラ

今後のパートナーシップの構築を図りました。

ミネート加工しソーラーシートとして完成させます。そうするこ

成果は期待以上で、今後の展開が楽しみです。当面は、携帯電

とによって、ケニアにも新たな技術と雇用、そして何よりも、自

話の充電用シートから着手し、現在、サンプルモデルを製作中で

分たちで製品にしたという達成感を与え、日本とケニアの双方に

す。また次の機会に、その進捗をお知らせしたいと思います。

とって WIN-WIN 関係を構築できるからです。
■プロジェクト始動

坂田

2011 年 11 月、ソーラーシートプロジェクトの実現に向け、私

泉

（JIA 国際委員、一般社団法人 OSA ジャパン）

たちは、ケニア視察を実施しました。まず、ソーラーシートの
建築への応用を共に開発するパートナーとして、坂田がかつて

JICA（国際協力機構）派遣専門家として建築教育に従事したジョ

ディック・オランゴ

モ・ケニヤッタ農工大学、また、ナイロビ大学を訪問しました。

（一般社団法人 OSA ジャパン）

神奈川地域会

横濱建築祭 2012 CROSS×CROSS
神奈川地域会（以下 JIA 神奈川）では、建築文化の普及を目的に

続小泉雅生氏。審査委

1995 年から年 1 回建築祭を開催して参りました。また、建築を志

員に柳澤潤氏、谷尻誠

す県内の建築大学生の啓発活動として 1990 年から「学生卒業設

氏、鍋島千恵氏。午前

計コンクール」も行って参りましたが、昨年からはその 2 つの活

中は審査委員の先生方

動を一体化させ「横濱建築祭」としました。

が一人ひとりの作品を

「横濱建築祭 2012」は、メイン会場は横浜のアート文化の発信

丁寧にヒアリングしな

地となっている BankART（今秋の全国大会の会場）にて 2 月 24 ～

がら点数をつけ、午後

26 日、模型展をハウスクエア横浜にて 16 ～ 28 日まで開催しまし

は上位者の公開審査が

た。テーマ【交流＝ CROSS × CROSS】は、建築家と市民、行政、

行われ、パーティー内

学生、こども、民間企業などと交流＝ CROSS × CROSSし、建

で表彰しました。

卒業設計コンクール公開審査

築教育の啓発活動、市民へ建築文化の伝達と普及をしよう！と昨
年に引き続き設定されました。

②シンポジウム１「地域を創る建築家の役割」

JIA 神奈川が今年度掲げた活動方針には “らしさのあるまちづ

一昨年逗子で実施したプロポーザルコンペについて、逗子市長

くり ”、“ ストック型社会構築を考える ”、“ 住教育の普及 ”の 3 つ

はじめ、逗子市職員、逗子市民と審査委員長の建築家飯田善彦

があります。神奈川のコミュニティーアーキテクトとして、多く

氏、審査で選ばれた伊藤寛会員がパネルディスカッション形式の

の人と【交流＝ CROSS × CROSS】しながらこの 3 方針を楽しく

シンポジウムを行いました。このプロポーザルコンペの仕掛人で

考える建築祭を目指しました。

ある前 JIA 神奈川代表の森岡茂夫会員がモデレーターとなり、プ

プログラムは、まちづくりやストック型社会を市民と行政と考

ロポーザルコンペの導入による「まち」のつくりかた、コミュニ

えるシンポジウム、学生と交流する卒業設計コンクールと交流

ティーアーキテクトのありかた、建築家や行政の関わり方を検証

パーティー。横浜のまちの歴史を伝える近代建築史の展示や横浜

した昨年からの連続シンポジウムです。

の建築を見る街歩き。写真家として活動している会員による写
真講習会。一番小さな交流のカタチ二畳台目の展示。また、建築
家がすまい手と一緒に作り上げた、世界で一つのすまい手のため

③シンポジウム２「住宅ストックの形成・集合住宅再生リノベー
ション」

の住宅模型、パネルを展示、市民と一緒に暮らしを考えるワーク

今年度掲げた JIA 神奈

ショップ。さらに、未来を担うこども達の創造性を育むこども空

川の活動方針の 1 つで

間ワークショップなど、多くのプログラムで 2,000 名を超える来

あるストック型社会へ

場者で盛り上がりました。

の再生保全の問題を建
築相談室黒田和司会員

022

各プログラムをご紹介します。

と再生保全研究会が中

①学生卒業設計コンクール

心となって行ったシン

神奈川県内にある 7 建築大学の卒業設計で各大学から優れた作品、

ポジウムです。この問

合計 27 作品ほどが展示されました。今年の審査委員長は 2 年連

題 は、 持 続 可 能 な ス

●
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横浜近代建築展の展示

トック型社会を構築するための制度問題、建物保全などハード

会員お手製の生ハムと会員の手作り料理で市民、学生、企業、行

面と周辺の環境形成を考えるソフト面と大きく 3 点があると思い

政、建築家と約 150 名の人との交流パーティーでした。2 年連続

ます。今回のシンポジウムでは、制度面を横浜市の建築局から、

で JIA 神奈川会員から JIA 新人賞が選出され（2011 年宮晶子会員、

ハード面、ソフト面はそれぞれ再生保全の実践で活躍している建

2012 年西田司会員）、仲間のお祝いを皆で行いました。

築家を交え、パネルディスカッションを行いました。次世代へつ
なぐために我々が取り組まなければならない大きな課題であると

ここまでが 24 ～ 26 日のメイン会場 BankARTで、以下はハウ

思います。

スクエア横浜会場です。

④横浜近代建築展

⑨すまいの模型と写真展

昨年の横濱建築祭 2011 で調査した関内地区に歴史的建造物の現

普段住宅を中心に仕事

（95 棟内 43 棟現存）
。市民が愛す
存率は 50 ％を切っていました。

をしている会員による

る「横浜らしい街」を継承するためには、何が必要か？ 歴史的建

模型展示です。ハウス

造物の保存及び活用を視野に入れつつ、今年は写真をさらに増や

クエアに訪れた人々が

し展示を充実させました。まちづくり保存研究会笠井三義会員が

足を止めて熱心に見入

中心となって調査を続けた展示は、今後は本として記録を残す予

る姿がありました。今

定です。

年 は UIA 大 会 で 住 宅

⑤建築家と歩く横浜近代建築街歩き

家・街並みパネルもお

部会が展示した世界の
「横濱建築祭 2011」では、関内地区の代表的な近代建築街歩きを

住まいの模型と写真展

借りして展示しました。

実施しました。
ペリーが来航し日本の近代の幕を開いたこのエリアは、関東大震

⑩すまいワークショップ

災の復興建物や戦災復興の建物が多く立ち並び、それらが “ 横濱

キット化した模型キット（青木恵美子会員が市民のために開発し

らしい街 ”を形成しています。今秋の全国大会でぜひ多くの方に

たキット）で簡単にお部屋を組み立てて、手を動かしながら自分

ご覧いただきたい街並みです。

の部屋を表現するワークショップ。お子様とともに参加されたお
母様、模様替えを考えていらっしゃる女性、家づくりを考えてい

⑥コンパクトデジカメで横濱を撮ろう（入門編）

る男性などに参加いただき、一人一人楽しみながらマイルームを

若手建築家であり写真家である井上玄会員による写真講座。建築

組み立てていました。

写真だけでなく基本的な写真に構成など奥の深い写真講座になり、
受講された市民の方には満足の笑顔がありました。

⑪子ども空間ワークショップ

JIA 神奈川でここ数年、
⑦一番小さな交流のかたち～二畳台目の ARTな茶室～

小学校の課外授業やイ

この企画は、JIA 神奈川の賛助会と建築家がコラボレーションを

ベントから依頼を受け、

組む企画で 2 台の二畳台目を展示しました。1 台は山口賢会員に

年間十数回行っていま

よる「Styrene tune」。発泡スチロール（時久商事提供）を使って

す。

細いスリットで波をイメージしながら、日本の気配を感じる作品

今回は他地域会の会員

に。1 台は青木恵美子会員による「光交庵」倉庫空間の高天井から

の方にもご協力いただ

吊った透ける布（協進印刷 提供）に横濱の街並を印刷し、畳には

きました。

LEDを CROSSに仕組んで新しい床の文化を表現しました。

子ども達が木のぬくも

子ども空間ワークショップ

りを感じ、自分の夢の
家をイメージする想像力を養いながら、共同作業の楽しさ、物を
完成させるという喜びを体験できるワークショップは、定員 50
名でしたが、即日満員になりキャンセル待ちまで出ました。
「横濱建築祭」では、今後も建築文化を創造する私たちの日頃
の活動を市民に伝達し普及することを継続して行いますが、今秋
は全国大会「JIA 建築家大会 2012 横浜」が開催されます。開港都
市であり震災、戦災という 2 つの災害を乗り越えた復興都市でも
ある横浜で【共に超える】を多いに語り合いたいと存じます。皆
「Styrene tune」

「光交庵」

さまと 11 月にお目にかかれますことを楽しみにし
ております。

⑧ CROSS × CROSS パーティー
卒業設計コンクールの表彰及び講評を厳かに行った後、中澤克秀

青木恵美子（関東甲信越支部神奈川地域会代表）
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支部便り

近畿支部

改めて
「福祉」を考える機会に
福祉部会セミナーに参加して

2012 JIAKINKI 福祉部会セミナー
屋外空間におけるユニバーサルデザインの新たな挑戦
「病気の子どもにチャレンジを」
講師：三宅祥介（SEN 環境計画室）
日時：2012 年 3 月 24 日㈯ 13:30 〜 15:30
場所：㈶大阪国際交流センター

■生きるためのモチベーションが必要

モチベーションになるのではないかと感じています。このたびの

「福祉」とは何か。このたびのセミナーに参加して、このこと

セミナーにも出てきたチャレンジする素晴らしさは、それを物

を改めて考えるよい機会を得たと思っています。福祉は、これま

語っています。できないこと（＝夢）を乗り越えることによって

で社会的弱者を保護し、いたわるという一方的で、固定的な人間

得られる成功体験はその人の自信になり、次のことにチャレンジ

関係によって成り立っているイメージが強かったように思います。

するバネになります。そうした自信は初めからそれらの人のうち

そこには弱者への思いやりはあっても、相手の立場に立って見た

に備わっていることはないでしょう。そうすると、その自信を引

り、考えたりするという視点は乏しかったのではないでしょうか。

き出すチャレンジ精神はどこから生まれてくるのでしょうか。余

一方的に保護される立場では人間は常に受け身になったり、自分

程意志が強く、人生を前向きなとらえ方ができる人は別として、

の存在自身に自信が持てなくなったりして、自分の人生を前向き

一般的な人は仲間の存在が大きいのではないかと思います。人間

にとらえて積極的にチャレンジしようとする気力もなくなってし

はあくまでも社会的な動物です。仲間の中でしか生きていけず、

まいます。

自分以外の多くの人間からストレスを与えられる代わりに、多く

高齢者や障害者であるかを問わず、人は誰も生きるためのモチ

の癒しも得ています。仲間と「共感」すること、その中にこそ人

ベーションが必要です。今や現代人はすべからく、この問題を追

の一番の喜びがあるのではないかと最近つくづく思います。恋人

い求めて苦悩していると言っていいでしょう。若いうちは、地位

といて楽しいのは、共感して気持が通い合っているからだったり、

や名誉、お金、異性等、身の回りには獲得することを願ってもま

友人といて盛り上がるのは、その場を共有して共感し合っている

まならず、手に入れがたいものがたくさんあって、自分に今持っ

状態にあるからでしょう。

てないものを手に入れたいということが、生きるためのモチベー

米国の「ホール・イン・ザ・ウォール・キャンプ」と日本の「そ

ションとなることはよくあることです。人生はそれらのものを一

らぷちキッズキャンプ」その両方とも仲間の存在が大きい。参加

つ一つ手に入れようと努力し、そして手に入れたり、また、でき

当初は引っ込み思案で消極的だった子供たちが、皆が盛り上げる

ずに夢破れてあきらめることの連続なのではないでしょうか。

雰囲気の中で、小さな一つのことに挑戦し、成功を勝ち取り、小

若いうちに、難病というものを背負い込んでしまった子供たち

さな感動と共に小さな自信を身につけていく。このプログラムに

にとって、希望や望みを一つ一つあきらめたり、自分自身に制限

は先ほど述べた生きるためのモチベーションである
「小さな感動」

を設けたりして、意識の外に追いやっていくことでしょう。それ

や喜びを獲得する仕組みが見事に組み込まれています。コミュニ

では、そうした子供達の生きていくためのモチベーションとは何

「小さな感動」の
ケーションの力は仲間との「共感」を生み出し、

でしょう。同じことが高齢者や障害者等の社会的弱者にも言えま

獲得へとつながって生きる力となっていきます。会話の弾む雰囲

す。記憶も飛びがちで身体も徐々に不自由になっていく高齢者は、

気作りにはハード（施設）とソフト（人間）の両方の存在が欠かせ

ままならない自分の身体と付き合い、何の希望をもって生きてい

ません。私たち建築の設計に携わる者は、そのうちのハードの整

けというのでしょうか。

備という点でこれらの行為を呼び起こすための仕掛け作りに取り

ナチス時代のアウシュビッツのことを書いたヴィクトール・フ

組んでいきたいものです。

ランクルの『夜と霧』の中で、絶望的といわれるほどの極限状態
の中にも、冗談を言い合ったり、自然の中の小さな発見に喜びを
見出したりと、生き残った多くの人は、積極的に「小さな感動」
を求めてやまない人達だったことが書かれています。

■改めて「福祉」を考える
そして最初に話は戻りますが、
「福祉とは」また「これからの新
しい福祉とは」何でしょうか。私は新しい福祉とは特別な人のた
めだけではなく、普通一般の人が生きる力を得て生き生きとした

■仲間の存在の大きさ
私はこの「小さな感動」の追求が、人が生きる上での最低限の

人生を送り次の世代が自分たちよりも豊かで幸せになれるように
していくことではないかと考えています。そして福祉を語る上で
は、誰でもが今日より明日がよくなることを信じて取り組んでい
くことが大切で、その際のバネになる「小さな感動」を不断に与
え続けられる仕組みでありたいものです。それが定着した時、は
じめて、福祉は特別の人達だけのものでなく、普通の人々の人生
生活の中でより普遍的で身近なものとして受け止められるに違い
ありません。

浜田洋光（黒田建築設計事務所）
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登録建築家資格制度のいま
建築家資格制度委員長 河野

したい。

■はじめに

進

えたのが 2009 年で、更新者は 421 人であり、
更新率は 83.8 ％と前回並みである。2 回目の

登録建築家資格制度に関する情報が不足し
ているという、会員からの声が寄せられてい

■データから見る登録建築家制度のいま
本年度第１回の本部建築家認定評議会が、

る。現時点での登録建築家の数やその推移と

更新率も概ね 80 ％前後を維持している。つ
ぎに会員数との関連を見ると、新規登録が

分析、あるいは建築士会連合会や建築士事務

3 月 29 日に川崎議長をはじめとする 4 名の委

一段落した 2006 年度で JIA 会員数が 4,735 人

所協会など他団体との協議の内容と進捗具合

員の出席のもとに開催され、各支部から申請

に対して、登録建築家数が 2,274 人であり、

についても、理事会報告までで、直接会員向

のあった新規登録者、登録更新者、再登録申

48.0 ％となる。2003 年度から 2009 年度の間

けの広報がまとまった形で成されてこなかっ

請者に付いての評議と認定が行われた。その

では 2008 年度が会員数 4,945 人、登録建築家

たことは、率直に反省材料としたい。広報委

結果を含め、現時点での JIA 会員数と登録建

数 2,336 人といずれもピークで 47.2 ％となっ

員会とも協議した結果、
「登録建築家制度の

築家の数及び 2003 年以降 2011 年度までの推

ている（比率が最も高いのは、2006 年度の

これまでとこれから」といった内容について、

移をまとめたものが以下の表である。

49.2 ％）。次頁の棒グラフは登録建築家数の

『JIAMAGAZINE』の誌面も借りながら、多

推移を表したものである。ここ数年の会員数

角的な広報活動を行うことになった。まずは

登録建築家制度は 2003 年に始まり、3 年

の漸減傾向とパラレルな減少傾向と、新規登

初回として「登録建築家制度のいま」と題し

を経過した 2006 年から第 1 回の更新手続が

録者が 2009 年 4 月を除いて、ほとんど見ら

て、登録建築家数の推移など、各種データか

始 ま っ た。 第 1 回 の 認 定 登 録 者 603 人 の う

れないことが大きい。新入会員数の頭打ちと

ら見えてくるものをまとめた。建築家資格制

ち更新者は 502 人となっており、更新率は

会員の高齢化傾向、更に現状会員数の 5 割に

度の立ち上げからこれまでの推移の概略を述

83.3 ％である。同様に第 2 回 80.5 ％、第 3 回

満たない登録建築家数の問題など、
「誰のため

べ、さらに建築設計者資格に絡む建築界全体

62.6 ％とその後も概ね 75 ％前後で推移して

の、何のための制度なのか」という、登録建

の動きと他団体との協議の目的と経過を報告

いる。第 1 回更新者 502 人が第 2 回更新を迎

築家制度の原点に返った議論が必要な時期に
来ていると思う。

登録建築家総数
年度
2003
2004
2005
2006

2007

2008

2009

2010

2011

（2012 年 4 月 19 日現在）
新規

認定日

更新

認定者

登録者

認定日

申請者

更新者

登録
建築家

JIA
会員

昨年は JIAにとっても大きな試練の年で
あった。3 月 11 日の東日本大震災により、東

第 1 回 2004.02.19

603

603

第 2 回 2004.04.26

460

458

第 3 回 2004.10.27

592

584

第 4 回 2005.03.09

239

232

第 5 回 2005.10.20

298

292

第 6 回 2006.03.20

105

105

第 7 回 2006.10.25

150

150 第 1 回 2004.02.19

516

502

第 8 回 2007.03.19

77

77 第 2 回 2004.04.26

388

369

第 3 回 2004.10.27

398

366

94 第 4 回 2005.03.09

180

159

再登録 2008.03.18

6

6

なった。この間 JIAが運動として継続してき

第 5 回 2005.10.20

231

212

た「登録建築家資格制度」についても、これ

第 6 回 2006.03.20

85

81

第 7 回 2006.10.25

114

110

第 8 回 2007.03.19

59

57

第 9 回 2008.03.18

第 10 回 2009.03.30

第 11 回 2010.03.26

第 12 回 2011.04.25

第 13 回 2012.03.29

94

320

28

11

11

319

28

1,061

4,681

北地方を中心に関東地域にも及ぶ地震 ･ 津

1,877

4,426

被り、その終息と復興の道筋すら見えていな

2,274

4,735

された。テーマも、災害に向き合い未来に向

2,311

4,696

い 9 月 26 日～ 28 日に、UIA 東京大会が開催
けてそれを乗り越えるための方策を話し合

2,120

2,335

424

421

303

296

再登録 2010.03.26

10

10

第 3 回 2004.10.27

304

303

第 4 回 2005.03.09

137

136

第 9 回 2008.03.18

82

80

4

4

再登録 2011.04.25

13

12

第 5 回 2005.10.20

188

181

10 第 6 回 2006.03.20

64

61

236

202

9

9

更新
対象者

申請者

更新
完了者

605

488

444

（非会員 2）

再登録更新 2008.03

（非会員 5） 第 10 回 2009.03.30
再登録 2012.03.29
2011 年度更新状況
人数
更新率

4,829

4,945

な役割を果たせるのかを考える貴重な機会に

らの経験を踏まえ、再度運動の方向を確認す
る必要があるだろう。

第 1 回 2004.02.19

10

う内容に重点が置かれ、海外からの多くの参
加者も得て、これからの時代に建築家はどん

第 2 回 2004.04.26

（非会員 7）

波・原発事故による未曾有の複合的大災害を

2,159

4,798

■「プロフェッションの原点と
建築家資格制度」
昭和 50 年に制定された建築士法の特殊性
と不十分性を問題にし、UIAの制度をはじめ

2,079

4,689

として、諸外国の制度を調査・研究し、それ
らを参考にしながら、建築士法を抜本的に
改める制度モデルとして、UIA 基準に遜色の
ない建築設計者の資格制度を立ち上げたのが

1,930

4,446

「登録建築家資格制度」である。その資格制
度の構想・立ち上げの段階から、中心になっ
て取り組み、議論をリードした先達の一人が

80.7％ 73.4％

鬼頭梓・元 JIA 会長である。鬼頭さんが「JIA

News（2000 年 6 月号）」に書かれたのが表題
の論文である。内容は、自主認定路線から第
三者認定への切り替え／建築家のプロフェッ
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登録建築家数推移
2500

2424
2274
2169

2000

1877
1645

2012.4.19

2501
77

150

105

2334

2311

‐190

292

2093

‐218

2120
6
94

2040

‐73

‐80

319

2293

‐41

2079
2160
10
28 12

‐171

‐25

■混乱の末の建築士法改正とその後

1930
10

姉歯事件を契機に、建築士法を含む制度全

9

体を見直さざるを得なくなった国土交通省は、

10

‐65

232

社会資本整備審議会の議論を経て、一級建築

‐146

士の中で構造設計・設備設計の実務経験を

1500

各々 5 年以上有する者から、講習と考査によ

584
1061

2169

1000

2274

2424

2311

1877
458

再登録

2293
2093

2020

2040

2015

2122

2057

新規
1911

登録者

1645

については、その他大勢の一級建築士の中に

1061
603

しい資格を創設した。しかし建築設計全般を
統括しまとめる建築士（統括建築士・建築家）

603
500

り構造一級建築士・設備一級建築士という新

放置されたままになり、
「二団体合意」の趣旨

603

や「5 会調査会」での議論の積み重ねとは明

0
2004.2.19 2004.4.26 2004.10.27 2005.3.9 2005.10.20 2006.3.20 2006.10.25 2007.3.19 2007.4.1 2007.11.1 2008.4.1 2008.11.1 2009.4.1 2009.11.1 2010.4.1 2011.4.1
第1回新規 第2回新規 第3回新規 第4回新規 第5回新規 第6回新規 第7回新規 第8回新規 第1回及び 第3回更新 第9回新規 第5回更新 第10回 第7回更新 第11回
第12回
第2回更新
第4回更新
新規
新規
新規
第6回更新
第1・2・8回 第3・4・9回
更新
更新

2012.4.1
第13回
新規
第5・6・10
回更新

ションの意味／建築士法の問題点・アーキテ

を前提に合意を図る。③他の専攻分野の種別、

クトとエンジニアの未分化／職業者の義務と

名称等については、関係する諸団体との連携

らかに乖離した法律改定がなされた。他会か
らは一定程度の前進があったとする評価の声
もあるが、JIAとしては、再度建築士法再改
正へ向けた運動を立て直すしかない。

倫理責任の不備／教育・実務訓練・登録試

を図りつつ、検討を深めるものとする。④資

■市民 ･ 行政から信頼され、

験・CPDの 4 段階を一貫システムにした制度

格者の登録・認定は、第三者性のある機関に

必要とされる専門家として

設計／貿易の自由化、市場開放などの世界の

よって行うものとする。⑤他団体にも呼びか

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害に強い

動き／国際化対応と UIA 基準；教育制度の

けて、今回の資格制度の立ち上げに向け、各

建築やまちづくりを考えるとき、災害復興と

見直し・米中の資格相互認証の動き／建築に

地域での協調関係を強化するものとする（JIA

地域の再生のために、その土地の風土や歴史

関する国民の利益・安全と健康・公共の福祉

『建築家』2002 年 12 月号）という内容である。

を熟知し、地域住民とも充分に信頼関係を築

などに対する期待に応えられない建築士／教

調印式は両会の会長、副会長、専務の他に鬼

ける建築家の役割が今こそ発揮されるべき時

育の問題とアクレディテーション等々の、こ

頭認定評議会議長（当時）も参加して行われ

にもかかわらず、建築家の参加を期待する声

の制度の根幹に関わる論点について詳述し、

た。合意文書の締結後、合意に基づいて認定

は、残念ながら一部を除いてほとんど聞こえ

「登録建築家制度」の立ち上げの際の国内と

基準のすり合わせなどについての話し合いが

てこない。土木や都市計画の専門家、建築構

国際的な背景、及び制度に込めた理念が極

重ねられたが、双方の思惑のズレもあり、な

造・設備の専門技術者の協力を得ながら、市

めて説得力を持って論じられている（原典を

かなか合意に到らず、その後 2005 年に発生

民・行政とも協働し、計画をまとめる専門職

JIAの HPでぜひ読んでいただきたい）。

した「耐震偽装事件」の影響による建築士法

能としての建築家の仕事は、これまで市民の

見直しの騒ぎの中で、話し合いは中断した。

理解と信頼を得てきたとはいえない。これか
らの建築設計者の資格を論じる際にも、今回

■日本建築士会連合会との間の
「二団体基本合意書」の締結・調印
鬼頭論文以降の 2002 年、大宇根弘司会長

■耐震偽装事件（姉歯事件）の公表と
その後の混乱と迷走

の経験を活かし、自らの立ち位置を再確認す
ることから運動を再構築する必要がある。

時代に日本建築士会連合会との間で、
「新たな

耐震偽装事件が公表された 2005 年の 2 年

建築資格制度」創設に向けた基本合意書を締

前から、国交省もオブザーバー参加した建築

結した。要点は１）
『長期的な展望に関する

資格制度調査会が建築家協会、建築士会、事

との絆の強化と更なる運動の構築

合意内容』として、建築士法制度や建築教育

務所協会、建築学会、建築業協会（BCS）の

JIAは UIA 大会で世界の建築家を日本に呼

制度といった基本制度の抜本的改革も視野に

5 会により開かれ、アジア・オセアニア地域

ぶための事務局として活動し、設計界に留ま

入れた新たな建築資格制度を再構築するも

にアメリカを加えた環太平洋の新しい経済圏

らず建築学会、建設業界、国土交通省も含む

のとする。２）
『中長期の対応に関する合意

に対応した APEC エンジニア及び APEC アー

関連団体を挙げて JOBを組織し、オールジャ

内容』として日本建築士会連合会の提唱する

キテクト資格について議論されていた。その

パンで取り組んだ。そのことで東日本大震災

「専攻建築士制度」の基本的考え方と日本建

中で当時の建築士法の問題点についても議論

などの様々な困難を乗り越えて大会を成功裏

■ UIA 大会を契機に深まった建築関連団体

築家協会が試行している「建築家資格制度」

され、紆余曲折はあったものの、建築士法改

に終えることができた。現在様々な課題を抱

を整合させる方向で、具体的な資格制度設計

正の要点は以下の２点に集約されつつあった。

える建築関連業界では、今回の UIA 大会で

を、他団体の意向も充分に留意しつつ、可

①建築士資格を国際的にみても遜色の無い設

築かれた各団体相互の信頼の絆をさらに大き

及的すみやかな全国試行を目指すものとする。

計者資格にするためのレベルアップ。②構造

く育て、一致して難局に対処し、国民の信頼

３）
『制度設計に当っての基本的合意内容』と

技術や設備技術の高度化に伴う専門分化の進

に応えなければならない。団体相互の利害と

して、①建築士会連合会が目指す “ 統括建築

行に合わせた新しい専門技術者資格制度の創

立場の違いを超えた更なる協力関係の構築が

士資格 ”と建築家協会が試行している “ 建築

設とそれら技術者の協力のもとに設計をまと

必須であり、JIAは他団体に呼びかけ、その
活動を支えていくべき立場にあると思う。

家資格 ”とを同等性のあるものにしていくと

める統括的役割を果たす建築士の認定。とこ

の考え方に立って、その認定基準については、

ろが 5 会調査会の議論が構造・設備技術者の

現行建築士制度の不十分な部分を補うととも

あり方に向けられていたちょうどその時期に

に、UIA 等の国際的動きにも合理的に対応で

耐震偽装事件が発覚して大騒ぎになり、資格

話し合いの継続

きるよう定める。②上記の新たな資格は一定

制度改革の方向は、混乱と迷走を始めること

2002 年に建築家協会と建築士会連合会の

の期間ごとに更新するものとし、CPDなど

になった。
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■建築士会との新しい資格制度創設に向けた

間で取り交わされた「二団体基本合意書」は、

「建築設計資格」のTOTALROADMAP（案）
建築士法改正

国
家
資
格
2010/06

日
本
建
築
家
協
会

専攻建築士制度

2011/01

建築士連合会内部

築士と兼業事務所に勤める建築士の違いがあ

2011/09

設備設計一級建築士
構造設計一級建築士

2011/5総会・2011/8大会

のコンセンサス
2010/05オープン化
まちづくり/その他の専攻建築士
統括設計専攻建築士

社会制度資格

日
本
建
築
士
連
合
会

2010/09

存続

発注者保護の観点から設計監理業務の適正

新資格制度スタート
資格法

（仮）
統括
建築
士

（仮）統括設計一級建築士

•両制度の一本化
•認定機関、認定基準及び事務管理の統一

2011/5総会

JIA内部のコンセンサス
登録建築家
建築家協会会員 （現会員要件/種別）

化・透明化を図るためにも資格法と業務法を
分離し、
「建築士事務所法」を新たに制定する
のが分かりやすい。開設者と管理建築士が分

検討課題の整理

2009/12オープン化

独立性（自律性）を論ずるのなら、建築士事
務所のあり方を問題にするべきである。

両制度の一本化合意

登録建築家制度

るだけである。設計監理業務の施工業からの

かれている場合、各々の業務と責任が不明確
であり、医療法人の病院における理事長と院

（新会員要件/種別）

長のように権限と責任が明確にされていない。
二
会
の
協
議
再
開

U
I
A
大
会

登録建築家制度
の終了

ー

資
格
制
度
の
オ

両
制
度
の
一
本
化

また後を絶たない建築士事務所のダンピン

建
築
士
法
改
正

グ・談合などの業務獲得に際しての不祥事の
防止と罰則強化なども、
「建築士事務所法」と
いう新しい枠組みで整理した方が、発注者・

プ
ン
化

市民にとっても分かりやすい。

21 世紀に入ってますます加速する建築設計

務所登録などの業務法的な規定が付加されて

JIA 内部でも未だ議論が不十分であり、事

分野の専門分化と国際化に対応するために、

おり、かねてから建築士事務所協会は、建築

務所法制定に向けた課題は多い。昨年（2011

現行建築士法の不十分なところを改める制度

士法から業務法的部分を分離して、独立の業

年）建築士事務所協会連合会を中心に建築士

モデルとして、両会がそれぞれ提案し試行し

務法（建築事務所法）を制定すべしとして積

会連合会も含めた三会による「事務所法勉強

ていた「専攻建築士制度」と「建築家資格制

極的に運動を継続してきた。JIAは、かつて

会」が始まり、率直な意見交換を始めたとこ

度」を、認定基準と認定機関を一本化し、新

公益性の担保と発注者保護の観点から、専業

ろである。開設者と管理建築士の業務と責任

たな資格制度を構築する方向で合意したも

資格者の優位性を主張し、その法的裏づけと

の明確化や設計監理契約の義務付けなど、大

のである。二会の協議が継続中の 2005 年に

して職能法制定を要求してきた経緯もあり、

筋で見解を同じくする点も多く、建築設計監

起こった耐震偽装事件（姉歯事件）を契機に

建築士事務所法制定運動にはほとんど関心を

理業務の透明化と適正化に向けて三団体の協

して、極めて不十分な建築士法改正がなさ

示してこなかった。JIA 内部には未だに専業

議を進めたい。

れた。2010 年に建築士会連合会に呼びかけて、

者のみに設計者資格を認めるべきであると主

このことは「次世代建築生産システムの構

2002 年の基本合意を前進させるべく協議を

張する会員もおり、建築士法改正運動やその

築」へ向けた活動の一環としての「建築基本

再開した。今後双方の合意が成立した段階で

ための建築士会との新しい資格制度創設の協

法」制定運動とも密接に関連しており、今後

は、当面の間二会が協力して社会制度として

議に疑問を呈する意見もある。

各会が共同で取組むべき重要課題であると考

実績を作り、市民の理解と認知が進んだ段階

現行建築士法では建築士資格登録者でも

で、建築士法の再改正を含む法制化を図る方

「……報酬を得て……業としようとするとき

向で協議を進めたい。

は……建築士事務所を定めて……登録を受

えている。各支部・地域会でも地域建築士会、
事務所協会との積極的な話し合いを進めて欲
しい。

けなければならない」
（第 23 条）としている。
つまり建築士資格者には専業・兼業の区別は

■次回以降、会員諸氏から「登録建築家制度」

建築三会勉強会の開催

なく、建築士事務所の業態に専業・兼業の区

に関する質問や意見を寄せていただき、資格

現行の建築士法は、資格法の中に建築士事

別があることになる。専業事務所に勤める建

制度委員が交代で Q&A 方式でお答えするこ

■建築士事務所法制定に向けた

とを計画している。資格制度のそもそも論か
2011 09 15

ら始まって、規則、細則などのディテール
に至るまで、どんな質問や意見でも構わない
ので、積極的に JIA 事務局まで寄せて欲しい。
会員内部の UIA 基準解釈のばらつきを整理
し、2009 年の資格オープン化の際に問題に
なった、
「独立性」
「自律性」
「芸術性」
「利害の
衝突の概念」などの解説を、UIAの PPC 委員
会で「設計事務所の業務形態」を主査として
まとめた和智委員の解説なども予定している。
また回を追って、芦原会長の資格制度に掛け
る思いを述べてもらう内容や、11 月 29 日に
始まる横浜大会では「建築家資格制度を巡る
シンポジウム」を企画しており、その結果報
告など、会員諸氏や社会的な理解を深めるた
めの広報活動を積極的に展開する予定である。

日本建築士事務所協会連合会作成
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JIA NEWS
理事会報告
■ 2012 年 4 月 13 日

第 199 回理事会速報

各支部での国際活動の一環として協定提携は望ましいが、金銭が
絡んだりリスクを伴うものは全て事業管理委員会、理事会の承認

●日

時：2012 年 4 月 13 日㈮

13 時 30 分〜 17 時 30 分

●場

所：建築家会館 1 階大ホール

問題ない旨、確認があった。

【審議事項】

1.

【報告事項】

中国建築学会現理事長が、追加して名誉会員として理事会承認さ
れた。

2.
3.

が必要。ただし友好協定的なものは事前の理事会報告さえすれば

6 月の総会決議で正式に 2012 年度予算が承認されるまでの間、暫
定的に予算を執行することが承認された。
7 名の 2 年間を超える会費滞納会員が、再三の督促にかかわらず
期限内完済がなく、資格喪失処分となった。

【協議事項】

1. 2011 年度決算が基本了承された。2012 年度予算方針が確定した。
2. 5 月 31 日の通常総会で決議対象となる会員規定・会費規定の改訂
版草案がほぼ確定した。
支部規定・地域会規定は 7 月頃に理事会審議決議を見込んでいる。
3. 関東甲信越支部より、中国上海の建築学会との友好協定締結予定
の旨、報告があった。

1. 中野地域会から芦原会長宛の建築家資格制度に関する質問状に対
する回答文書が報告された。
2. JIA 横浜大会への各委員会等の企画応募が 37 案届いたことや、基
調講演者等が確定した旨の報告があった。
3. 東北支部より、震災後の各支部・地域会・JIA 会員個人からの支
援状況と使途等につき報告があった。
4. 総務委員会が 2011 年度全支部の事務局の課題を調査分析した報
告書を理事会に提出した。総務委員会は、この報告内容をベース
に、改善改革案を 2012 年度中に提出し、2013 年度予算に反映し
たい意向。
5. 2011 年度アルカシア会長である国広ジョージ氏より、アルカシ
アの活動報告があった。
6. 5 月総会議案書の議事次第案が確認された。

本部便り
● 2012 年度通常総会開催のお知らせ
2012 年度通常総会は 5 月 31 日㈭建築家会館で行われます。詳細に
つきましては、後日お送りする議案書をご確認ください。

● JIA 建築家大会 2012 横浜ホームページ開設
本年度の全国大会である JIA 建築家大会 2012 横浜（開催：2012 年 11
月 29 日㈭～ 12 月 2 日㈰、メイン会場：神奈川県民ホール）の公式ホー
ムページが開設されました。

● JIA 会議室のお知らせ
JIA 本部では JOB 事務局の解散に伴い、同事務局に貸し出していた
スペースを 4 月末より会議室として運用します。
新会議室には Web 会議の設備も整えられております。委員会等で

本部及び各支部のホームページからリンクされています。
現在は日程など基本的な情報と基調講演の内容のみの公開となって
いますが、プログラムのスケジュールや参加登録などが今後掲載され
る予定です。
また、今回のホームページではフェイスブックとの連携が行われて

ご利用ください。

います。

●スイス建築団体による表敬訪問
4 月 24 日㈫スイス建築団体の会長（Mr. Patrick Reymond）、副会長
（Mr. Daniel Kündig）が JIAを訪問しました。
JIAからは上浪寛理事、赤堀忍国際委員長、岩村和夫元副会長が対
応し、約 2 時間真剣な意見交換が行われました。
●全国で支部総会開催
4 月から 5 月にかけ全国の各支部で支部総会が開催されています。
芦原会長は北海道支部（4 月 20 日）、九州支部（4 月 21 日）に参加し
「JIAのこれから」というテーマで講演。他にも近畿、関東、東北、北
陸の各支部を訪れる予定（4 月現在）。

北海道支部総会
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■新規入会承認者
関東甲信越支部
関東甲信越支部
東海支部
東海支部
中国支部
九州支部
九州支部

承認日：2012 年 4 月 13 日
東京都
東京都
静岡県
愛知県
広島県
鹿児島県
鹿児島県

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

山本想太郎
白江龍三
松下高之
竹中アシュ
大旗 祥
水本浩二
福田真樹子

一級建築士事務所 山本想太郎設計アトリエ
㈱白江建築研究所
合同会社デザイン・アープ
竹中設計事務所アシュ
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シリーズ特集「プロポーザル方式を考える」は今月号が最終回となります。
昨年 8 月から 10 回にわたって多くの建築家、評論家、歴史家それに発注側の
方々にも参加していただき、実に数多くのご提案、ご意見をいただきました。
深く御礼申し上げます。
今月号は、それらの貴重なご提言をテーマ別に抜粋してまとめました。
結局、私達建築家が自ら努力をしながらコンペの意義を理解してもらう努力
が大切だと痛切に感じました。279 号で隈さんも言われていますが、日本の若
手も自分たちの状況を当たり前の状況だと思って受け入れてしまわず、自分た
ちから変えていこうという意識を持つことが必要だと思います。
昨年の 3 月の大地震・津波・原発問題以来、地方の、いわゆるコミュニティ
建築家の存在が評価されています。今月号でもその方々の報告が掲載されてい
ます。頭が下がります。
これを機に一方では節電・節エネルギーがもはや一時的なものではなくライ
フスタイルの変換、建築・都市の大転換へ向かいつつあります。
来月号からは（仮称）
「建築・都市のパラダイム・シフト」が年間特集となり
ます。ご期待ください。
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2012 年 6 月初旬発売予定。

2011 年度日本建築大賞受賞作品

ホキ美術館

収録！

設計：山梨知彦、中本太郎、鈴木隆 、矢野雅規、向野聡彦（日建設計）

既刊のご案内と各年度の日本建築大賞受賞作品
第 1 巻（2005 年） 梅林の家 設計：妹島和世（妹島和世建築設計事務所）
第 2 巻（2006 年） 京都迎賓館 設計：中村光男、佐藤義信（日建設計）
第 3 巻（2007 年） 情緒障害児短期治療施設 設計：藤本壮介（藤本壮介建築設計事務所）
第 4 巻（2008 年） 中村キース・ヘリング美術館 設計：北川原温（北川原温建築都市研究所）
第 5 巻（2009 年） 大船渡市民文化会館・市立図書館／リアスホール 設計：新居千秋（新居千秋都市建築設計）
第 6 巻（2010 年） 犬島アートプロジェクト「精錬所」 設計：三分一博志（三分一博志建築設計事務所）
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日本建築家協会では、2005 年より開始された優秀建築選の一環として建築
年鑑『現代日本の建築家』を発行しています。本年度は 7 巻目の発刊となり
ます。毎年の JIA 会員による建築作品の集大成として、日本建築大賞、日
本建築家協会賞受賞作品、優秀建築選 100 作品のほか、新人賞、環境建築
賞、25 年賞の受賞作品を収録。その年度の秀逸な作品を凝縮した一冊です。

MAGAZINE

第７巻 発刊のお知らせ
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