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建築・都市のパラダイムシフト—ライフスタイルの転換④

人と人とのつながりを重視して エネルギー・食料を半自給自足する暮らし
「くりもとミレニアムシティ」
「あさひミレニアムシティ」

● JIA 建築家大会 2012 横浜
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建築家会館です

株式会社
建築家会館の本 5

『建築家の自律』
椎名政夫

対話と創造

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、当社は『建築家会館の本』シリーズを刊行しております。
シリーズ 5 冊目は強く、しなやかな建築家、自由な発想で民に立脚し、クライアントを
大切にする建築家 椎名政夫氏にお願いいたしました。
海外の調査で知った建築家職能の実態、日本社会に必要とされる建築家の条件とは。
建築家のありようを、次世代を担う若い建築家に語ります。
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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

定価 1,890 円（税込）

TEL：03-3861-8104

FAX：03-3861-8205

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

オプションプラン

「構造基準未達」
10 月より、オプションプラン『構造設計等の業務ミスによる
「構造基準未達」時の損害賠償をカバー』の追加中途加入が、
インターネットで簡単にできます。
◦ 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。

http://kenbai.jp/

※「建築家賠償責任保険インターネット操作マニュアル』をご覧ください。

■毎月中途加入を受付けています
【JIA指定代理店】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 FAX：03-3348-4623
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京の酵素浴情報
MAGAZINE

Cover Story

ニューヨークで建築家として活躍している私の従兄がわざわざ来日して、色々な病気に効
く、有名人や海外セレブまでが通う酵素浴が京都にあるので行ってきたとの話を聞きました。
酵素浴は、砂風呂のように酵素により発熱しているおが屑の中に寝て入るものです。
ここ数年、私自身も出張のたびに京都で途中下車して酵素浴に通っていますが、明らかに
体が元気になることがわかり、ちょっと臭いし、汚い感じなのですが、また入りたくなって
きます。
一般に酵素浴は酵素の力で人間の細胞が活性化して、美容上の若返りや健康増進に繋がる
とのことですが、この京の酵素浴〈栗林酵素〉についてはどうして病に効果があるのか医学
的に証明するべく研究者が研究中のようです。ストレスを感じると人間は免疫力が低下して
病気にかかりやすくなることがあるそうですが、酵素で細胞を活性化させることにより、人
間が本来もっている免疫治癒力が高まって病に効くのかもしれません。
「病は気から」との故事もありますが、癌に打ち勝つイメージをすることで病気を治すサイ
モントン療法など、心と体、酵素と細胞の間には、まだ私たちが知らない様々な関係がある
ようです。
●社団法人 日本建築家協会会長

ザリア（ナイジェリア）の住宅
1980 年代、丹下健三事務所が西アフリカ・
ナイジェリア国の新首都を設計する際に政
府から強く求められたことは、アフリカの、
特にナイジェリアの伝統を表現して欲しい
ということであった。
私達は広大なナイジェリアの多くの街を訪
れてそれらのヒントになるものを探し求め
た。最もポピュラーなものとして、アフリ
カのイスラム国家に見られるデザイン・パ
ターンがあった。食器や様々な日用品、民
族衣装等にも染め上げられる独特な紋様で
ある。基本形は丸、三角、四角であるが、
これらの単純な幾何学形態を組み合わせて
複雑で独特な動きのある多くのデザインが
生み出されていた。イスラム世界では偶像
が禁止されている。そのためこのような幾
何学紋様が広く用いられる。
表紙はナイジェリア東北部にある古い歴史
を持つザリアの住居である。この街は古い
モスクとその前の広場を中心に街区が構成
される。入り組んだ都市空間、建築群の表
情も豊かで歴史を感じさせる。その中でも
イスラム伝統住宅が密集する地域が圧巻で
ある。
ここでは建築単体の構成は単純なので自ら
を主張するために、人々は壁面に思い思い
のデザイン、色彩を施す。屋上に角が生え
たような独特の形態を持った住宅が延々と
続く。この角は中近東でもよく見かける
が、その形のいわれは魔除けのためと言わ
れる。
イスラム世界では悪魔が住宅に腰を掛ける
とその家は不幸になる、そのため住宅の屋
根にトゲのような突起物を付け、悪魔が屋
根に座れなくするのだそうである。
通りにはユニークなパターンの壁面が次か
ら次へと展開され、世界でも稀に見るユ

芦原太郎
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ニークな集落が作り上げられている。
時の変化と共に刻々と変化するこれらの影
は、この建築に強い表情を与える。
しかし、これらの壁面のデザインは紛れも
なく西洋の絵画・彫刻に影響を与えたアフ
リカンアートである。

（文・写真 : 古市徹雄）
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特集
建築・都市の
パラダイムシフト

人と人とのつながりを重視して
エネルギー・食料を
半自給自足する暮らし
「くりもとミレニアムシティ」
「あさひミレニアムシティ」

特い事例として、NPO 法人ミレニアムシティが展開する、エコビレッジ「ミレニアムシティ」を紹介し
集「建築・都市のパラダイムシフト—ライフスタイルの転換」の第 4 回目は、このテーマにふさわし

———ライフスタイルの転換 ❹

ます。
1998 年から建築家・井口浩氏を中心に、環境破壊や社会問題を解決するために市民の手で環境都市を新
たにつくることはできないか、というコンセプトで活動を開始し、新しい都市像のモデルとして実際にエ
コビレッジを建設・運営しています。そこでは、建物の提案だけではなく、新たなライフ・スタイルの提
案、まさしくパラダイムシフトへの試みがなされています。
エコビレッジ「くりもとミレニアムシティ」
「あさひミレニアムシティ」を訪問し、井口氏にお話をうかが
いました。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）

ミレニアムシティとは
■名前の由来
「ミレニアムシティ」の名前は、1000 年以上続く持続可能な社会モデルをつくれないかというところから、代表
の井口浩氏および小野加瑞輝氏、織田秀文氏（副理事長）、守谷克俊氏（常任理事）らを中心としたメンバーによっ
て付けられました。また、ちょうど NPO 法人として登録したのが 2000 年だったことも、ミレニアムと付けられた
理由です。

■ 2 つの目的と 5 つのキーワード
「地球環境の蘇生」、
「人のつながりづくり」という 2 つの目的のもと、設立当初の 2 年間で延べ 500 人が参加した
ミレニアムシティ主催のワークショップから、参加者の思いが 5 つのキーワード「パラダイムシフト」
「セルフビル
ド」
「コネクトハウジング」
「環境蘇生と環境共生」
「ネットワーク都市」にまとめられました。それらのキーワード
を使いながら、いくつかのエコビレッジがつながりをもつ「ネットワークエコビレッジ」をつくり、新しい都市像、
コミュニティ像、特に都市型コミュニティ像をつくることが目指されています。

1
2
3
4
5

パラダイムシフト

今までの価値観を転換して、変化をもたらす。

セルフビルド
自分たちの住む環境はなるべく自分たちで考えて、自分たちでつくっていく。

環境蘇生と環境共生
近代都市計画のゾーニングでは、都市、農地、森林など主要な土地利用は分化することがよいとされてきて当面

の効率は高くなったが、持続可能なものではなかった。ミレニアムシティでは、いろんな形の実例を提示しよう
としている。キーワードは都市、農地、森林の「シェアと混成型」。

コネクトハウジング
コレクティブハウス（各住戸の独立性を確保しながら、施設を共有し住民自ら運営まで行う相互扶助型住まい）と

コーポラティブハウス（共同で建物をつくり、希望通りの施設をリーズナブルな価格で手に入れられる）両方の
いいところをとったもの（造語）。コミュニティを作りながら相互扶助の生活までつくれないかという考え方で、
シェアハウスがポイント。

ネットワーク都市
いくつかのコネクトハウジングをネットワークでつなげ、民主的なルールのもとでそれぞれ自由に行き来でき、柔

軟に住み替えや移動も可能である次世代の住まいかたを提案。全体でゆるやかなコミュニティ像、都市像ともなる。

■コンセプトを実現するプロジェクト
現在、ネットワークシティとして、2003 年第 1 号の「くりもとミレニアムシティ」第 1 期が誕生。その後、2006
年より有機栽培による体験農園を行う「吉祥寺ミレニアムシティ」、利用権型シェアハウスとして 2010 年に完成し
た「あさひミレニアムシティ」の 3 つが、実現しています。
このうち、ここでは、
「くりもとミレニアムシティ」第 1 期と「あさひミレニアムシティ」第 1 期を紹介します。
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第1期

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

写真：小野加瑞輝

ライフスタイルの転換 ❹
——

ネットワーク都市第くり
1 号として農業をテーマに千
もと
葉県香取市（旧千葉県栗 源 町）に、自力建設された
エコビレッジです。アイデアが出た 2001 年秋から
数回にわたるワークショップで参加者を募りました。
定住型施設ではなく、約 40 人の出資者による移住、
定住のためのお試し別荘であり、隣接する有機農場
“くりもと地球村”と連携しながら会員を中心に毎月
文化行事やセミナー、農業体験などのワークショッ
プを行う、都市と農村を結ぶサロンとしての施設で
す。
施設は「落葉樹—温室—COYA（小屋）」の 3 層構成
であり、省エネルギー建築を実現しています。
樹木の下に建物をつくると、それだけで夏涼しく、
冬は暖かい。これを都市部で採用すれば、ヒートア
イランド現象もなくなるかもしれないという、都市
と森林と農地の同時再生モデルにもなっています。
温室で囲うことで雨風を凌ぐことができ、内部を
自由にデザインすることができます。
専有部分の COYA（小屋）は 32 戸あり、極小でそ
れぞれ 1 坪しかありません。毎月 1 回、延べ 150 回
のワークショップを実施してどこまで共有できて、
専有部分をどこまで減らせるかを追求していった結
果、寝室（ベッド、パジャマ、布団）は専用、トイレ
やリビングはルールを決めて共用にというモデルが、
この「くりもとミレニアムシティ」です。
もし 30 戸別荘をつくると 1 戸当たり 30 坪位は必
要になり、非常に巨大なものになってしまいます。
それと比較して換算すると、この約 30 戸のシェア
ハウスで80％以上の CO2 を削減することができます。
第1期に隣接して定住施設としての第2期を計画中。

特集

くりもとミレニアムシティ

落葉樹木・温室・COYA（小屋）の 3 層構成で省エネルギー建築を実現
写真：斎藤洋

月1回ワークショップが開催されている

COYA（小屋）
1 階部分は共有に使えるように開放していて、2 階がプラ
イベート空間。広さ 1 つのタイプが 2 畳（1 坪）
施設全体が温室で覆われているため、断熱、防水も不要

1 階平面図・配置図

建物概要
所在地：千葉県香取市高萩
敷地面積：1,652.33㎡
建築面積：583.68㎡
延床面積：583.68㎡
設計・監理：井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ
設計協力者：エコライン、織田建築研究所、モリヤ建築研究所
施工：大仙関東支社、石塚造園、青山工務店、C ＆ K
竣工：2003.12
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あさひミレニアムシティ

第1期

写真：Alessio Guarino

建物概要
所在地：千葉県旭市上永井
敷地面積：527.18㎡
建築面積：213.40㎡
延床面積：305.51㎡
構造・規模：木造、地上 2 階
設 計・ 監 理： 井 口 浩 フ ィ フ ス・
ワールド・アーキテクツ
設計協力者：エコライン、織田建
築研究所、モリヤ建築研究所
施工：ハヤシ工務店
施工期間：2009.3 〜 2010.9
竣工：2010.9

建物全景
合計 9 室の利用権型シェアハウス。
共用部分の 2 階は木造軸組工法の
まわりに農業用のガラス温室を設
置。内部に断熱材として非常に優
れた茅葺き屋根がある

「くりもとミレニアムシティ」より車で約 45 分、
千葉県旭市の屏風ヶ浦の海を望む高台に建つエコビ
レッジ「あさひミレニアムシティ」第 1 期が 2010 年
に完成しました。合計 9 室の利用権型シェアハウス
で、メゾネットの長期滞在型住宅とワンルームの短
期滞在型住居、シェアリングする共用施設からなり
ます。土地や建物の所有権ではなく、施設の利用権
として安価に販売されています。
さまざまな環境共生設備を持つ、最先端のエコビ
レッジです。最大の特徴は、断熱性に優れた茅葺き
屋根をガラス温室で覆った、2 階の共用居間部分。1
年を通して、エネルギーを削減して快適な環境をつ
くり出すのに、大きな役割を果たしています。
写真：Alessio Guarino

ワンルームの短期滞在型
住居
天井からも光が入り、昼
間の照明は不要

共用の居間部分の上部の茅葺き屋根
千葉県山武市内の古い小屋を譲り受けて再構築。旭市内の茅
葺き職人に葺き直してもらったもの

くりもと地球村の稲穂で
つくった西日除け。食用
備蓄も兼ねる

田園への眺望

田園への眺望
写真：Alessio Guarino

急斜面
無農薬無化学肥料農場

あさひミレニアムシティ
第I期

協生農法ゾーン

循環農法
ゾーン

展望露天風呂
急斜面
太陽光発電 10kw
(ソーラーパネル)

海の
デッキ

ビオトープ

循環農法ゾーン

第III期
屋上
菜園

駐車場

バイオトイレ
コンポスト
茅葺き民家の
移築再生
パッシブソーラー
ハウス

共用の居間
茅葺きの小屋組が表れる。四周を囲む障子
は蔀戸になっていて、季節・用途によって
閉じた空間にも開放的な空間にもなる
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海への眺望

急斜面
急斜面

[CROCUS]クロッカス
C:Community・・運命共同体
R:Ring・・・輪・和
O:of
C:Connect・・つながれた、関係
U:Universal・・普遍的な、共通の
S:Sustainability・・持続可能性

太陽熱
温水機

第II期予定
はちみつオーガニック
レストラン
＋キャンピング
ステーション

駐車場

ビオトープ

あさひミレニアムシティ全体配置図

特集

温熱環境図

夏

茅葺き屋根の軒下の高さに強化ガラスの床を張って、温室の空気を遮
断。上層の暖気を棟換気で排出、下層は四方を開放し自然通気を行う

温熱環境図

ライフスタイルの転換 ❹
——

アグロフォレストリーによる農場。手前は協生農法の畑で大きな畝
をつくるのが特徴。太陽光パネルの最大出力は 10kW

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

写真：Alessio Guarino

■アグロフォレストリーで半自給自足の生活を
プランテーション農地のように作物を 1 種類
だけ耕す農地は、病虫害に弱いため農薬や化学
肥料漬けになってしまいます。
そこで見直されているのが、樹木を植栽して、
その木々の間で農作物や家畜を栽培・飼育する、
アマゾン・インディオの農法アグロフォレスト
リー。そのアグロフォレストリーのミニチュア
版が「あさひミレニアムシティ」にあります。

冬

茅葺き屋根と温室の間の暖かい空気をダクト内に引き込み、居間の
床暖房などに利用。夜は蔀戸を下ろして熱を逃さないようにする
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『ホビーリゾート＆レスキュークラブ』
（仮称）
モデルエコビレッジ（国際救助都市）構想
2011 年（平成 23 年）3 月 11 日の東日本大
震災と原発の爆発を境に、世界中でパラダイ
ムシフト（価値観の転換）が大きく始まりま
した。
津波や地震等の自然災害も甚大な被害をも
たらしましたが、何と言っても原発の爆発事
故は日本のような人口密集国で起きたという
意味では、人類初の大人災ということがいえ
ます。
日本には既に 54 基もの原発が存在してい
ます。しかも、日本は大地震頻発国であり、
首都直下大地震や東海、東南海大地震は今後

等により、各エリア間も含め、メンバー相互
に救助や支援、避難受け入れを行うことなど
で、市民やコミュニティ、市民団体相互によ
る全く新しい形の安全保障をつくり出します。
もともとネットワーク・エコビレッジの考
え方は、定住の責任感と住みかえの自由さ
をあわせもつ、ゆるやかな都市像、コミュ
ニティ像（ゆるこみ）のあり方のモデルです。
海、山、都市、農場、牧場 etc.に拠点を持
ち、それぞれがエネルギーと食糧の半自給自
足を前提としているので、そのうちのひとつ、
ふたつの拠点が津波や放射能汚染等で住めな

数年から 20 ～ 30 年の間に高い確率で起き
ることがわかっています。要するに、日本の

くなったとしても、容易に他の拠点に避難や
移住ができ、しかも同じゆるやかなコミュニ

どこでも今回の福島原発のような大爆発と広
域エリアの放射能汚染が起こり得るというこ

ティの内側での移住のため、移住によりコ
ミュニティが分断されることもないといった

とです。
今回の福島の事故では、地震にも津波にも

災害にも強いモデルです。
これにさらに、建築や家が移動できるト

耐え、無傷である建物や田畑も放射能汚染に
より使用不可能となりました。その結果、放
棄され、村ごと町ごとゴーストタウンやゴー
スト農村となっているところも多数あり、何
千棟、何万棟という住宅や建築や土地までも
一瞬にして財産価値を失ってしまったことに
加えて、それまで培ってきたコミュニティも
バラバラになり崩壊してしまいました。市民
やコミュニティ、市民団体相互間の助け合い
が不可欠です。このことに応えうる新しいパ
ラダイムの村づくり、まちづくりのモデルづ
くりが急務です。
そこで、ハードとソフトの両面を伴った解
決策の実例モデル提示として（仮称）
「ホビー
リゾート＆レスキュークラブ」モデルエコビ
レッジを提案します。
ホビー仲間を中心に、多種多様なクラブコ
ミュニティをつくり、日常は楽しく交流し、

レーラーハウスやキャンピングカー等の性能
を取り入れることで、使用後の仮設住宅がゴ
ミ化するのを避けられたり、緊急的な応急避
難拠点もつくれたりします。放射能汚染など
には特に有効でしょう。エコという意味でも、
建築が移動可能ということはリ・ユースモデ
ル（再使用可能モデル）という環境負荷の極
めて少ないモデルです。またゴムタイヤのた
め、もともと免震性能も兼ね備えていて、か
つ安価な点も重要なポイントです。さらに発
展的には、キャンピングカーやトレーラーハ
ウスで災害現場に救助に向かうことも可能に
なりますし、このような方法でまちをつくれ
ば、全体がモバイルタウンとなり、日常的に
はエコタウンとして機能し、災害時には防災
拠点としても機能する全く新しい「未来型防
災エコタウン」としてのモデルとなる予定で
す。
（ミレニアムシティ 井口 浩）

非常時（災害時）等は、相互救助・避難協定

画像資料提供：㈱井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ
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井口浩氏に聞く

特集

ミレニアムシティ代表

（聞き手：古市徹雄、室伏次郎（『JIA MAGAZINE』編集委員））

古市●最近は、風力発電や太陽光発電などが盛んにいわ
れていますが、それはあくまでも機械に頼ることになり、

作成しています。
ミレニアムシティでは設立当初から毎月 1 回以上ずっ
とワークショップを開催しています。その内容は多彩で、
「くりもとミレニアムシティ」では “くりもと地球村 ”（佐

結局我々の機械文化を守るために一生懸命電気をつくっ

藤文彦氏代表）の協力のもとで「有機農作業体験」
、
「セル

ているわけです。むしろ電気を作らずに、自然の風、自

フビルド」
「各種セミナー」
「親子での学びあい」
「地域と

然の光を使って、できるだけ CO2 を出さないというこ

の交流」
「祭り」など、さまざまなテーマで実施していま

とを考えるべきですね。

す。
「くりもと」
「あさひ」それぞれのミレニアムシティ

またパラダイムシフトにおいてもうひとつ重要だと思

で行うこともあれば、合同で実施する場合もあります。

われることは、コミュニティ意識です。震災前は、これ

毎月テーマを替えてワークショップを実施しています

からは IT 社会で、地縁ではなく知縁（IT）と言われてい

ので、ある意味親戚よりも会っているのです。そうする

ました。しかし震災時、被災した人は電話は通じない、

とだんだんお互いの人となりがわかってくる。反りが合

暖房もつかない、最後に人を救ったのは人と人とのつな

うか合わないか、お互いに一緒に住めるか住めないかも

がりといわれています。最近は都心の限界集落というも

だんだんわかってきて、それが助走になって定住してい

のが増えているそうで深刻です。例えば、新宿の戸山団

きましょうということになればいいと思っているのです。

地では 65 歳以上の高齢者が約 7 割を占めると言われて

いきなりだと思い違いもできてきますから。それがワー

いて、片廊下式でドアが並んでいる。孤独死の問題も生

クッショップの意味でもあります。お試し機能を兼ねて

じています。日本のみならずかつての先進国ではコミュ

います。
「くりもとミレニアムシティ」の 1 期目はお試し

ニケーションが生まれるような集合住宅をつくることが

別荘と農場サロンの位置づけで、定住者はいません。

大きな命題です。
それには、今日拝見した「くりもとミレニアムシティ」

「くりもとミレニアムシティ」と「あさひミレニアムシ
ティ」は、本格的なネットワークエコビレッジとしては、

や「あさひミレニアムシティ」はモデルハウスとなり得

たぶん日本で初めての試みです。以前からコンパクトシ

るのではないでしょうか。

ティをそれぞれ 1 つずつつくり、それらをネットワーク

ミレニアムシティでは、どのようなコミュニティ活動

ライフスタイルの転換 ❹
——

ワークショップでお互いを知る

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

建築家だからこそ
次世代ビジョンを提示できる

で結ぶという考え方はありましたが、ここでは 1 つ 1 つ

をされていますか。

が独立しているわけではなく、全体でひとつのゆるやか

井口● 2000 年から 12 年間、1 年ごとの活動レポートを

なコミュニティであるというところが決定的に違います。
写真：小野加瑞輝

井口 浩（いぐち ひろし）

1984 年明治大学大学院修士課程修了。松田平田設計、UG
都市設計を経て、95 年㈱井口浩フィフス・ワールド・アー
キテクツを設立。2000 年 NPO 法人ミレニアムシティ理事
長。2008 年度 JIA 新人賞／ 2009 年日本建築士会連合会賞、
JIA 環境建築賞優秀賞受賞。2012 年～日本大学藝術学部非
常勤講師。
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ミレニアムシティが取り上げられている
『エコデザイン』
（浅井治彦×益田文和著
東京大学出版会 2010 年刊）

「くりもとミレニアムシティ」でワークショップ
参加者が短冊に書いた夢

ネットワークシティのすべてに知り合いはいるけれど、
相性の合わない人とは距離も置けるという考え方なので

2009 年に開いて、お互いの施設や村を訪問し合い、広
がりをつくっていこうという「未来ビレッジ体験塾」を

す。人間がいる限り、必ずそういうことが起こり得ます

今も続けています。サミットは成城ホールで 10NPO 団

ね。コミュニティが 1 箇所しかないと、そこで問題が起

体のエコヴィレッジ関係者が集まって、そこには中村

こると解決しにくい場合がありますが、バリエーション

勉さんや糸長浩司さんなどにも登壇していただきました。

があると、うまくいきやすいですね。

やはり一団体ですと限界がありますので、ヴィジョンを

東日本大震災のとき、
「くりもと」、
「あさひ」両方とも

共有しようと思ったのです。

無傷でしたが、
「あさひ」は停電してしまい、オール電化
だったため、プロパンや灯油もある「くりもと」に避難
して暖を取ることができたのです。これもネットワーク

さまざまな参加のかたち

都市だからできたことでした。

古市●メンバーを集めるのには具体的にどうしているの

古市●「くりもと」ではワークショップに参加した皆さ

でしょう。

んの夢が、短冊に書かれているのが強く印象に残りまし

井口●最初は趣味の会と酒飲み会から始まりましたが、

た。

実際のプロジェクトをやってみようという話が口コミで

井口●ワークショップごとに、夢と未来を語る会をやっ

広がって、コレクティブハウスをどこかでつくれないか、

てきました。最初も、そのなかで酔っぱらいながら話を

首都圏のいろいろなところを探して回りました。

していたら、コレクティブハウスの話が出て、集まって

古市●建物を完全につくったあとでメンバーを募ったの

住むということはどうかということになったのですね。

でしょうか、それとも企画の段階だったのでしょうか。

『エコデザイン』という本にも取り上げてもらいました。

井口●両方ですね。
古市●企画の段階だと、皆さんがいろいろな要望を出せ

ボランティアで街をつくる

ますよね。現在どのくらいの会員数なのでしょうか。
井口●今、会員は約 300 世帯 400 人の方がいますが、ミ

井口●脳科学者が書いたある本には、どういうときに

レニアムシティの趣旨に賛同してくださると年会費

人間は幸せを感じるかというと、DNAに刻まれていて、

6,000 円で会員になれます。そうすると最大公約数的で

人のために役に立てるときや貢献したときにドーパミン

緩やかなコミュニティの一員になれまして、それが「ミ

が出たりするとありました。

レニアムシティをつくる会」です。インターネットだけ

古市●最近、利他性という言葉を耳にしますが、人のた

で参加する方もいれば、ワークショップに参加したり、

めに何かをするということで人間は幸せを感じるそうで

シェアハウスの利用権者になる人もいます。

すね。東北復興の瓦礫撤去のボランティアにもリピー

エコビレッジ業界の中ではメンバーの数は最大級のひ

ターが非常に多いそうです。

とつですが、定住者がいないとコミュニティとして見な

井口●普通、人は褒められると非常に嬉しいのですが、

されませんので、私も「あさひミレニアムシティ」があ

人に貢献している時は褒められなくても幸せを感じるの

る旭市に住民票を移しました。
「くりもと」
、
「あさひ」な

だそうです。それは 450 万年前にサルから人間に進化し

ど多拠点生活をしています。若いうちは 1 箇所に定住す

たときから真理なのだと思います。そうすると、このよ

る希望者が少なくて、子どもの学校さえうまくマネージ

うに集まって住むというところに回帰していくのではな

できれば、多拠点で生活をしてみたいという人もいます。

いでしょうか。

定住の概念を変えていこうと思っています。

我々自身もミレニアムシティは、ボランティアでまち
をまるごとつくっていこうという、半分無謀な計画では
あるのです（笑）。
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1 年中食べられる野菜をつくる

古市●「あさひ」、
「くりもと」、
「吉祥寺」がモデルケース

古市●農園のことを教えてください。

になって他の団体にも広がっていくと、相当広いネット

井口●「あさひミレニアムシティ」はアグロフォレスト

ワークになっていきますね。全国的に発展すると面白い

リーのミニチュア版です。協生農法といいまして、東大

ですね。

とソニーのグループが研究開発をしていて、モニターを

井口●「未来ビレッジサミット」というシンポジウムを

やらないかという話が来たのです。それを 2 年半くらい
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ういう運動を知って、いきなり何百世帯というのではな

起、無農薬無化学肥料で、有機農法でもありません。要

くて、小さな世帯のグループだけど未来志向の考えをす

するに肥料なしで耕さないという方法です。多年草は除

る人が生まれてきてほしいと思いますが、そのような働

去しますが、1 年草は生やしっぱなし、1 年中常に間引き

きかけはしているのでしょうか。

をして収穫することが特徴です。立派なものはなかなか

井口●東北出身のもう一人の代表が今、大船渡の復興ま

できないので、製品化は難しいのですが、小さなものは

ちづくりに参加しています。

1 年を通じて獲れ、単位面積あたりの収穫量は約 10 倍に

古市●東北復興では、実際の計画をつくっているのは土

もなり得る農法ということです。理想は 200 種か 300 種

木系のコンサルタントということを聞きます。日本の組

の野菜を植えて、果樹も植えたいのですが、果樹はここ

織上、土木が強くて建築が入っていきにくい。でもそれ

では潮風が強くてなかなか育たないですね。今、実験中

は建築家にも責任がありまして、建築家がもっと参加・

です。

提案していけるよう働きかけていかないといけませんね。

ただ、ほったらかし農法なので、全然手間が要らない

ライフスタイルの転換 ❹
——

やっています。混成型で、大きな畝をつくります。不耕

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

「あさひミレニアムシティ」第 1 期

特集

写真：Alessio Guarino

写真：小野加瑞輝

「くりもとミレニアムシティ」第 1 期

井口●そうですね。主催者側と応募者側も体験しようと、

のです。去年の種がまた出てきて蒔くという、家庭菜園

気仙沼復興コンペに応募したのです。ところが、結局採

向きのシステムです。1 家族が 1 ヵ月に食べる分、間引

用されたのは、堤防だけというものになってしまいまし

いたものが食卓に並ぶというイメージです。

た。まちづくりの要素が入っていれば、まだわかるので
すが。

まちづくりにはコミュニケーションが重要

古市●その結果には本当に驚きました。将来のまちのビ
ジョンやコミュニティについてはあまり考えられていな

古市●周囲の人とのつながりというものはどうなので

い。今回の東北復興は、これだけの犠牲を払いましたが、

しょうか。

新しい日本の国づくりのビジョンを考えていくのに絶好

井口●それもいろいろな課題があります。
「くりもミレ

のチャンスだと思うのです。

ニアムシティ」は “くりもと地球村 ” 代表の佐藤さんが

井口●旭市も被災地なので、これから復興コンペをやる

数年前から入植していたので、知り合いから紹介しても

ため我々もお手伝いをします。事務局によると、住民の

らって比較的うまくいきました。普通ですと土地を貸し

意向を吸い上げるようなワークショップをやるそうです。

てもらえませんので。

住民の意向を吸い上げながらも、未来に対して持続的な

古市●土地を借りるノウハウはあるのでしょうか。

ヴィジョンがあり実現できるモデルを出すことが重要で

井口●ひとつは企画の誠実さですね。変なことをやるの

すから、従来型のコンペの方法ではなかなかうまくいか

では貸してもらえないです。エコビレッジというものを

ないかもしれませんが、今回は、途中でワークショップ

つくるということで説得して最終的に貸してもらえまし

を入れましょうということになったので、面白いのでは

た。地主の大松秀雄氏のご協力に感謝しています。

ないかと思っています。

室伏●優秀な建築家がはるばるやってきていきなり建物

古市●建築家の本来の役割を根源的なところから提案で

つくって、つくったら帰ってしまう、そういう建築家の

きると良いですね。

あり方が普通ではないでしょうか。でもこちらは地元の
方とコミュニケーションを取ることから始めているとい
うことが深いところだと思います。

パラダイムシフトの社会化には時間が必要

古市●東北復興で時々建築家に対して不満の声を耳にし

古市●今日拝見した両方の「ミレニアムシティ」は「建

ます。敷地もよく見ないで、模型をつくって自分の好き

築家はこういうことができるんだ」と強くアピールでき

な提案をしていく、もう少し深いところまで付き合って

ると思います。広報活動も大事ですね。今までメディア

ほしいと言われるのです。土地を探す段階からコミュニ

ではどのような分野で取り上げられることが多かったで

ケーションをするということが大事なことですね。

しょうか。

室伏●今回の東北の復興では、残念ながら町をそっくり

井口●当初は建築ルートのメディアに発表したのですが、

そのまま移転しようという考えもあるわけですよね。こ

だんだん新聞の社会欄や一般メディアに取り上げられる
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写真：Alessio Guarino

「あさひミレニアムシティ」
露天風呂もあるウッドデッキテラスから東洋
のドーバーといわれる屏風ヶ浦を望む

ことが多くなってきました。
最初は、マスコミやメディアなどにもあまり相手にさ
れませんでしたが、特に震災後パラダイムシフトの重要

しで活動しており、大きな意味では人類への貢献や利他
心というところから非凡な成果につながっていて、頭の
下がる思いです。

性が問われ、日本人の地球環境への意識が変わってきた
り、
「くりもと」や「あさひ」の実例ができてきたりした
ので、だんだん取り上げてもらえるようになりました。
今ではメディアの掲載数も 100 回を越えています。
建築界で取り上げられるのが一番遅かった（笑）ので、
やっと話が通じるようになったのが嬉しいですね。

も大事だと思うのです。かっこいいと思うことが大事で、
そこは建築家が演出できるところです。エコビレッジも

トーマス・クーンという人が 50 年前からパラダイム

世界にもすばらしいものはたくさんありますが、話を聞
くとすばらしいけれど、かっこいいといえない、写真だ

ラダイムとは何かを言っていたりします。いろいろな解

け見ると行きたいと思わないところが多いのですね。で

釈はありますが、パラダイムシフトはコペルニクスや

すから、あり方のおしゃれさというのも、パラダイムシ

ニュートンのような大きな話から、一見小さく見えるこ

フトにおいて武器だと思います。

とでも実はパラダイムシフトになっている例があるとい

古市●社会改革のパラダイムシフトには必ず文化が伴っ

うことです。

てきます。デザインの意味はそこにあると思います。し
かし、そこにはいつでも中味が伴っていないといけませ

同時多発的に出てきました。2005 年ぐらいからメジャー

ん。

に取り上げるようになり、さらに 3.11 を経たことで大

井口●デザインというと、よく表層的な意味で使われま

きくパラダイムが変わってきていると思います。長い目

すが、企画して仕組みをつくることがデザインの本質で

で見ると、2010 年～ 30 年あたりはまとめてパラダイム

あるはずです。本来は、表層的なものと仕組み作りとの

シフトということらしいのです。

2 本立てでないといけない。ところが今までは表層、つ

古市●エジプト時代からずっとパラダイムシフトを考え

まりかっこよさのデザインのみがあまりに取り上げられ

ていた例がありまして、現代でもそれほど変わらないよ

すぎて、仕組みの方のデザインが後回しにされてきまし

うですね。この間、本を読んでいましたら、傑作なのは

た。コミュニティなどもそうです。それらも含めて、デ

エジプトのパピルスが発見されて、その文章が「最近の

ザインの根本に立ち返って、表層的なものと仕組みづく

若いものはだらしがない」というような内容だったそう

り、それが両方できて統合できるのが建築家の職能の重

なのです。

要な点です。そこを前面に出していくとよいと思います。

井口●要するに、人間の本質については、いつの時代で

古市● 1970 年代はコミュニティ意識が非常に高まった

もそんなに変化していないということですね。コペルニ

時代でした。当時提案されたものを見ると今でもいろい

おもしろいのです。コペルニクスは地動説を発見するの
ですが、中世だと異端だと言われて命が危うい。それで
自分で本を書いたのですが、発表は自分が死んでからに
してほしいと言って、発表後、数十年も経ってからガリ
レオはコペルニクスの地動説を支持したのですね。そう
したら拷問にかけられて失明してしまうんです。だから
パラダイムシフトが受け入れられ社会化するためには、
それなりの努力とエネルギーとそれなりの時間が必要な
のです。
古市●時には犠牲も出ますよね。
井口●このような過渡期に立ち会えるということ自体、
やりがいがあって面白いのかもしれません。ミレニアム
シティのメンバーの多くも、ほとんど見返り（報酬等）な
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クスが受け入れられるまで何十年かかったかというのも

●

井口●メディアにコマーシャルしてもらうには、意匠性

シフトという定義や『科学革命の構造』の本の中で、パ

1990 年代あたりの日本では、環境論のようなものが

010

かっこよさやデザインも大事な要素

特集

かりで、義務を怠ることをさんざんやっている人たちが

でした。しかし多様化する現代では様々な価値観、ライ

大発生してしまっているようですが、このような人を相

フスタイルを考えていく必要があると思います。新しい

手にコミュニティをつくることは生半可なことではあり

生活プログラムを加味していくと、新しい提案が生まれ

ません。モンスターペアレントを思い描いてみてくださ

る可能性があると思います。

い（笑）。

井口●これからは、その生活プログラムの提案とデザイ

しかしそれを言っていても仕方がありません。パラダ

ンの部分の両輪の提案が重要だと思います。

イムシフトは個人レベルではひらめいても、いかに社会

室伏● 1960 年代は戦後の貧しかったときから一転して、

化するかというところが非常に大事なところだと思いま

高度成長政策で人々が少し豊かになっている実感があっ

す。それをこの「ミレニアムシティ」では、実験として

たのではないでしょうか。そしてそれこそライフスタイ

いろいろなパターンで、パラダイムシフトをいかに社会

ルが変わっていくぞという時代になったのですが、その

化できるかというところを模索しているのです。

時に、新しいライフスタイルを考えることに建築家は一

古市●最近小津安二郎の映画を見るのですが、あの頃の

生懸命努めて、その中の一つとして、コミュニティの問

生活が日本が一番心が豊かだった時なのではないでしょ

題がありました。ところがあの当時のコミュニティ論は、

うか。よく出てくるシーンで印象的なのは、隣同士で米

結局成立しないまま衰退してしまったのです。

や野菜や酒を貸し借りするのです。もちろん返すわけで

それは、かつてはお互いに助け合って豊かになろうと

はないのですが、年中やっていると貸し借りはプラスマ

いうことだったのが、個人個人が豊かになっているとい

イナスゼロになるのでしょう。大事なのは、ちょうど江

う実感があるために、個人的な志向が台頭してきてし

戸の長屋を連想させますが、強いコミュニティ意識が守

まって、共同することが崩れていったのです。したがっ

られているのです。

て、建築家の中でコミュニティというものがわき上がっ

井口●お金につかわれない社会の縮図をモデルで示すた

てきたけれど、世の中はそれに乗ってこなかったのです。

め、ちょうどそれをシステム化したコミュニティ通貨を

当時、
「市民××」とか「△△プラザ」という名前がとて

つくっています。これはドイツの交換リングを参考にし

も流行りましたが、そこには人っ子一人もいない冷めた

ているのですが、通帳方式と「ミレ」という紙幣も発行

空間があるだけで、ちっとも生きた空間にはなりません

しています。1ミレ＝ 1 円換算で、金額が大きい取引は

でした。

通帳に記入して、会議に出たり、草刈り等のボランティ

古市●おそらく、世の中が豊かになって、人の助けなん

アをしたりすると紙幣がもらえて、貯めれば自分の家も

かいらないという世の中だったのでしょう。

建てられるという仕組みです。

ライフスタイルの転換 ❹
——

ろと参考になるのですが、当時は皆が目指す方向が同じ

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

室伏次郎（左）、古市徹雄

コミュニティ通貨アースデイマネーとも提携し、渋谷

通貨のあり方も変えていく
古市●ところが日本は一貫して GNPを高くするために、

周辺の約 300 店舗でも実際に使用できます。これを応用
すると、例えば 100 万円くらいを出して、月々 10 万円
くらいで 5 年間金融機関を通さずローンを組み、利用権

モノづくりを進めてきました。

というかたちで購入すると、25 坪の 1 戸建てが建てられ

井口●でも、GNPを高くしても幸せになれないと検証

るというモデルを試しています。それは壮大な実験なの

されてしまいましたね。

ですが、いくらかをミレニアムシティで融資して、
「ミ

私は大学の時に、神代雄一郎先生と松本勝邦先生の下
でコミュニティ・サーヴェイをやって、それが今のこと

レ講」といって実際の現金を貸し借りするということも
やっています。

につながっていると思いますが、その時ちょうど全国的

また、引退したが、現役顔負けの腕を持っている大工

にコミュニティが崩壊の半ばを越えた辺りでした。市民

さんや職人さんも、実は世の中にはたくさんいて、そう

団体はありますが、運命共同体としてのコミュニティは

いう大工さんたちと直にローンを組めば銀行を通さずに

完全に壊れましたね。代わりに営利目的の会社がそれに

済み、担保も取られなくて良いかなり融通のきくローン

近いものとなりました。そういう意味でも、日本は新し

となりますし、超高齢化社会に向けて高齢者パワーを社

いコミュニティの再構築を図らないといけないのですが、

会に役立てることにも繋がります。

一回破壊されると再構築はとても難しいのです。残念な

要するに、半分趣味で時間もゆったりとって大工さん

がら現在の日本ではお金に使われてしまい、権利志向ば

に家をつくってもらうイメージです。結果的には 100 万

JIA MAGAZINE 284

SEPTEMBER 2012 ●

011

特集
建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

副理事長の織田秀文氏

ライフスタイルの転換 ❹
——

円プラス 600 万円くらいのローンで一戸建てが建つので
す。

常任理事の守谷克俊氏

普段は他地域との人とのつながりが増すことも含め、
これが新しいかたちの安全保障となり得ると思います。

これが成立したら、住宅産業がひっくり返るくらいの

（仮称）
「ホビーリゾート＆レスキュークラブ」は、建

パラダイムシフトになってしまうかもしれませんが、今

築家ができるまちづくりの一つの解決策ではないかと思

実験中です。

うのです。もともとはエコビレッジですし。したがって、
今はそのモデルをつくろうとしています。

新しい都市のあり方を模索
井口●また、今やっていることのひとつとして、
（仮称）
「ホビーリゾート＆レスキュークラブ」というネットワー

日本全国津々浦々 54 基も原発があるわけですから、
これは、福島だけの問題ではないのです。
古市●ドイツなどは 2017 年までに原発を全廃しようと
動いていますが、残念ながらまだ日本には明確な展望が

ク都市プラス移動建築を組み合わせるかたちの新しいパ

ないですね。

ラダイム提案を考えています（p.6 参照）。災害の時だけ

井口●もちろんこのような地震大国の日本に原発を作る

何かやったとしても、のど元過ぎると熱さを忘れてしま

べきではなかったのですが、ミレニアムシティは主とし

います。普段の楽しいホビーリゾートの中に組み込むか

て反対運動をやるのではなく、解決策の実例を提示して

たちで、救助の訓練もしていくわけです。人への貢献で

いきたいと思っています。それが平和的でもありますし、

幸せを感じることが人の真理であるとすれば、そういう

遠回りしているようで実は一番近道なのではないでしょ

面を人から引き出す仕組みを持った提案ができれば、は

うか。

じめからいいコミュニティができる可能性があります。
旭市は被災地ですから、私たちもメンバーと一緒に

パラダイムシフトの社会化は、暴動を伴うような革命
なしでも達成できると思います。

放射能の雨を浴びながら、市外からも 2,000 人くらい集
まったボランティアの一員として復旧の手伝いをしまし
た。一生懸命復旧活動する方々は、人体に危険な雨だと
知っていながらも目が輝いていて、その一方でわれ先に

古市●メンバーにはどのような方がいらっしゃいますか。

と地方や海外に避難してしまう人もいました。このよう

井口●最初は建築家の人が多かったのですが、途中から

な時に、普段はわからないのですが、明らかに行動のパ

あらゆる職種の人が入ってきまして、一通りの職業の人

ターンの違いが表れます。

はいます。いないのは、医者と弁護士ですね。

古市●私も昨年、東日本大震災直後の 3 月 14 日に海外

古市●医者や弁護士の友人に聞くと、基本的に問題を抱

出張で成田空港に行った時、人があふれていましたね。

えている人を相手にしますから、精神的に辛い職業だそ

井口●避難というと、エネルギーとしては恐れからくる

うです。その点建築家は人生で一番夢のある人と付き合

マイナス思考ですが、救助は貢献からくるプラス思考で

うのですからいい職業ですね。

すから、そういうことにコミットメントのある人たちで

井口●そういう意味でも建築家がパラダイムシフトを指

コミュニティをつくっていけないかということもありま

導することは適しているのではないでしょうか。夢と貢

すね。移動建築の考え方で、共用施設までトレーラーの

献は人間を幸せにすると思いますので。

組み合わせで全部つくって、樹木や温室の外側の部分な

次世代ビジョンを提示できるのは、建築家こそなんで

どだけを残して、中味は移動できるようにすれば、今回

すよね。ところが今は、構造的な不景気ということもあ

の福島のような悲惨なことはかなり避けられるのではな

り、建築界の中で絶望感があるような気がします。実際

いでしょうか。普段からネットワークでエコビレッジ同

に食べていけないとか、お金の問題もありますね。

士の相互救助避難協定を結んでおくことも重要です。相

しかし、建築家には建築家にしかできない使命や、そ

互に例えばここで何かが起こったら、そちらでよろしく

れへの社会からの期待がものすごく高いと思います。そ

ということを協定で結んでおくと良いのです。

して、その使命や期待に応えることで自らも幸せになれ

協定は、自治体相互では既にあるところも多いようで

●

るのだというところを共有できれば、建築界はものすご

すが、市民相互、コミュニティ相互、市民団体相互に避

いパワーが発揮できると思います。

難時の場所や待遇の詳細まで取り決めておくことの重要

古市●今日は長時間にわたり、ありがとうございました。

性が今回の災害で明らかになりました。

012

今こそ建築家ができること
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（2012 年 6 月 5 日 「あさひミレニアムシティ」にて収録）

災害復興支援のための本部・支部連携 BCP 実地訓練
—本部・支部の協力体制を整え事前復興対策を強化—
庫川尚益（本部災害対策委員会委員長）

BCPについて
災害などの突発的な事態において、事業を中断せずに継続さ

BCP 実地訓練日程と内容
本部災害対策委員会では全支部から委員を出していただくのが

せるための事前の計画が事業継続計画 BCP（Business Continuity

望ましいと考えています。現在 10 支部中 8 支部から委員を出し

Plan）です。過去の自然災害で工場などの施設や設備が被災した

ていただいていますが、津波被害が歴史的に多い沖縄と北海道の

ため、生産が停止し多方面に影響が出たことなどで注目される

両支部には委員が未だ決定されず、今年度中には残る北海道、沖

ようになりました。今では多くの企業が BCPを整備しています。

縄両支部を加えて目標を達成したいと考えています。また災害

「ビジネス」というと事業所のイメージがありますが、あらゆる

は全国どこでも起きうることから事前復興対策が重要で、そのた

組織の活動に適用されるものです。JIA 災害対策委員会は 2010 年

めにも全支部に災害対策委員会を設置していただき、平時より本

「本部・近畿支部編」 及び「支部・地
4 月に BCP（業務継続計画）

部・支部協力体制を整えたいと考えています。今回の実地訓練は

域会編」を作成し、公表しました。

近畿支部、四国支部の委員を中心として以下のように準備を進め

（JIA 本部 HP 参照 http://www.jia.or.jp/saigai/index.html）

JIAの災害対応への評価

—建築業界で突出した組織的対応—
ご存じのように JIAは震度 6 弱以上の地震発生で本部に会長を
本部長とする「JIA 災害対策本部」が自動的に設置され、会員の
安否確認をはじめとして、被害情報収集、被災地調査および被災

ています。

本部支部連携 BCP 実地訓練および災害関連シンポジウム
11 月 8 日（木）
場所：近畿支部
内容：本部・近畿支部・四国支部連携による訓練
本部支部連携拡大災害対策委員会
本部支部連携 BCP 実地訓練スケジュール（案）
01

対 応
支部員参集訓練

支えています。こうした業務ベースによらない組織的対応は建築

02

災害対策準備確認

業界においても JIAの活動が突出しており、建築家協会の社会貢

03

05
06
07

JIA 本 部 移 動 と 支 部 へ
の連絡
各 デ ー タ 起 動、 サ ー
バー接続
支払いや入金業務移動
会員関係業務の再開
災害対策本部立ち上げ

謝状、7 月 27 日には国土交通省から「応急復旧活動や二次災害防

08

全支部への連絡

止活動等を通じ被災地域の早期復旧等に尽力された団体等に対す
る国土交通大臣表彰」の受賞がありました。

09
10
11

BCP 実地訓練の必要性

12

被災状況把握
会員安否確認の依頼
災害対策ネットワーク
起動
本部応援要員の宿泊場
所設定
業務遂行場所の確認

地行政庁への支援申し入れなどを円滑・スピーディーに行ってき
ました。災害復興支援活動は多くの会員の奉仕と災害ファンドが

献活動として近年多方面から評価されるようになってきました。
東日本大震災においては昨年度の震災直後の宮城県からの表彰を
はじめ、国土交通省からは応急危険度判定調査などの緊急支援活
動に対して「住生活月間における国土交通大臣・住宅局長表彰」
を受賞しました。今年度においても 6 月 22 日新潟県知事より感

—本部機能が失われる可能性も想定—
こうした災害における支援活動は今まで本部（建物）を中心に
行ってきましたが、首都直下地震により本部機能が失われる可能
性を考えておく必要があります。今のところ JIA 館が被災した場
合の備えが全くないというのが現状なので、これへの対応を考え
ておかなければなりません。まず建物の安全性に対して対応する
のは誰か、本部職員の被災への対策はどうするのか、これらに対
する責任者が誰で、どのような対策をとっているのかを明確にし
て災害時の備えにしなければなりません。さらに首都東京が被災
地になった場合に JIAの復興支援活動の指揮系統はどうなるのか
など、実地訓練をして確認しておかなければなりません。予算不
足ということもあり、これまでなかなか実施できなかったのです
が、新しい被害想定が出されたタイミングで、このたびようやく
実現する運びとなりました。

04

13
14

支援業務シミュレー
ション
問題点整理
報告書作成

訓 練 内 容
徒歩（自転車）で支部まで参集する
時間の確認
常時保存物資の確認、事務所耐震
性能の把握
東京本部から本部機能を移転する
近畿支部で全業務が可能か確認
近畿支部で全業務が可能か確認
会員情報が確認可能か把握
本部からの委員と他支部の委員に
より構成
災害対策本部と現地災害対策本部
立ち上げ確認
四国支部の訓練と合わせて実施
携帯一斉メールと HPへの連絡
全災害対策ネットワーク連絡
支部周辺の宿泊可能場所の選定
部屋や調度品、PCの台数と能力確
認
相談用電話台数、確保要員数、支
部員の役割分担

11 月 9 日（金）
阪神淡路大震災復興関連施設視察
11 月 10 日（土）
場所：徳島大学
内容：災害関連シンポジウム（案）
来たる東海・東南海・南海地震に備えて専門家・大学
は何を準備できるか
「地域の生き残り対策としての事前復興計画」
主催：JIA 四国支部、徳島大学地域創生センター
※日程と場所は決定ですが内容については多少流動的です。
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■ information

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

神奈川県民ホール、横浜市開港記念会館、BankART Studio NYK 、ほか

横浜大会主要プログラムを紹介します。
（内容は後日変更が生じる場合もあります。あらかじめご了承ください。最新情報は公式ホームページを
ご覧下さい。）

大会テーマ

共に超える
■ウェルカムパーティー
11 月 29 日（木）18：00 〜 20：30

BankART Studio NYK

■大会式典
11 月 30 日（金）12：55 〜 13：45

神奈川県民大ホール

■基調講演・パネルディスカッション

田中優子（たなか ゆうこ）

「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―

神奈川県民大ホール

基調講演
			

14：00 〜 15：00

			

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）

「足るを知る」の江戸時代
パネルディスカッション
			

15：00 〜 17：00

			
			
			

パネリスト：田中優子氏
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）
コーディネーター：芦原太郎氏（建築家、JIA 会長）

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。 専 門 は
日本近世文化・アジア比較
文化。研究領域は、江戸時
代 の 文 学、 美 術、 生 活 文
化。
『江戸の想像力』で芸術
選奨文部大臣新人賞、
『江戸
百夢』で芸術選奨文部科学
大 臣 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、
現代の問題に言及すること
も多い。2005 年度紫綬褒
章。近著に『カムイ伝講義』
『未来のための江戸学』
『布
のちから』

■レセプションパーティー
11 月 30 日（金）18：00 〜 20：00

ホテルニューグランド

写真：GEN INOUE

ホテルニューグランド
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レインボーボールルーム

本館階段

公式ホームページ

http://www.jia-kanto.org/jia2012/

■シンポジウム・講演会
東日本大震災復興支援
活動報告・シンポジウム

13：20 ～ 16：40
横浜市開港記念会館

11 月 29 日
（木）

「学び舎」
—学ぶことは生きること、
生き続ける学び舎—
13：30 ～ 16：30
横浜市開港記念会館

血縁に基づかない
新しい住まい方
～シェアハウスの可能性～
13：30 ～ 16：30
神奈川県民ホール

原発ゼロ、
安全な暮らしを求めて
「フクシマからの提言」
9：00 ～ 12：00
横浜市開港記念会館

※時間変更の可能性あり

11 月 30 日
（金）

建築の非構造部材と地震
9：30 ～ 12：00
横浜市開港記念会館

（土）

復興小学校は、関東大震災で全てを失った人々に、新しい記憶の蓄積を求めて熱誠的に設
計された。それゆえに多くの素晴らしい建築が残されたのではないか。3.11 の東日本大震
災からも我々は、人々を育む環境、これからの時代を超えて永く人の心に刻まれるに値
する建築を築いていかねばいけない。機能性、効率性優先の時代には、画一化された教
育、建築が要求され、結果として地域性がない学校がつくられた。すでに失われたかつて
の『教育理念』、
『地域が育てるこども』、
『地域性』を表現した「学び舎」を再認識しながら生
き続ける「学び舎」とは何かを探っていきたい。
単身世帯が急激に増え、家族という血縁や婚姻にこだわらず、他人同士が集まって住む
シェアハウスなどの住まいの形が現在注目を浴びている。本大会のテーマ「共に超える」
を踏まえて、新たな住まい方に関する課題と方向性を探る。古い公団住宅のリノベーショ
ンにより団地型シェアハウスを実現した事例や、小規模アパートで共用部が外部空間とな
る事例を紹介。
「りえんと多摩平」の設計者森尻謙一氏（株式会社リビタ常務取締役）、
「ヨ
コハマアパートメント」の設計者西田 司氏（オンデザインパートナー）を講師に予定。
東日本大震災による原子力災害は、これまでの社会システムに対して何の疑いもない際限
なき豊かさの享受によって、その不合理性を露呈した「文明の災禍」である。今こそ我々
建築家は物事の真意を見極め、地球上の生き物として生きることの倫理や哲学による理想
社会を掲げ、そこに向かう具体的な手法としての職能を議論すべき時である。
横浜大会に先がけて、フクシマのような災禍がいつ起こっても不思議ではないリスクを抱
えている原発立地の地域会と「フクシマからの提言」を共有する建築家ネットワークを構
築する。そのネットワークの拡大・発表の場として全国大会シンポジウムを開催する。
東日本大震災では各地でホール等の大空間の天井落下が見られたほか、共同住宅等の一般
の建築物でも構造的には被害なしと判断されながら、壁や開口部、各種建築設備など、非
構造部材の破損により実質的には使用不能になったものが多数報告されている。この問題
はその後各方面で調査研究が進められており、その知見を糾合して、これらの情報を JIA
会員をはじめ各分野の建築設計者に提供する。

これからの建築と
コミュニティーを考える
—横浜・長久手・水俣に
みる共生社会—

混迷の社会の中で、地域の自然環境、歴史・文化を尊重し、それを生かした持続可能な低
炭素型社会を構築するパラダイムとしてコミュニティーが重要な鍵となる。3 自治体にお
ける参加型コミュニティーの実践紹介をもとに、参加者と共に今後の持続可能な社会を考
える。コミュニティーづくり実践の発表者には、愛知県長久手市長吉田一平氏、熊本県水
俣市元市長吉井正澄氏、福島県飯館村村長菅野典雄氏を予定している。コメンテーターに
は日本大学糸長浩司教授。モデレーターは中村勉氏が行う。

JIA25 年賞
第 4 回シンポジウム
ものづくりとしての建築

今年で第 4 回目を迎える JIA25 年賞シンポジウム。他の賞のほとんどが竣工したばかり
の新しい建築を対象としているのに対して、この賞は竣工後 25 年以上の建築を対象とし、
維持管理だけでなくデザインや施工内容を含めた建築全体を 25 年経過した「現在」から評
価しようとするもの。
「過去」という文化をどのように「未来」につなげるか？ということ
は、まさに 21 世紀の日本の建築界にとって大切なテーマになるだろう。
昨年度の受賞者である建築家の宮崎浩氏と阿部勤氏、審査委員の中原洋氏に講師をお願い
し、前半は受賞者の 2 名がそれぞれ講演、後半は 3 名で「ものづくりとしての建築」をテー
マに鼎談していただく。

10：00 ～ 12：00
BankART Studio NYK

12 月 1 日

東日本大震災の被災地となった JIA 東北支部は、地域に密着した復興支援活動を行ってお
り、その検証と課題をテーマにしたシンポジウムを本年 3 月に仙台市で開催している。時
間の経過の中で、被災地の状況や復興への施策には余儀無い変化を求められる側面もある。
長期におよぶことが明らかな支援活動の句点とするために、定期的な活動の検証と課題の
提起が不可欠である。
■ 13:20 ～ 13:30 開会挨拶・主旨説明：東北支部復興支援委員長 松本純一郎
■ 13:30 ～ 14:30 活動報告・課題提起：岩手・宮城・福島地域会会員（各 20 分）
■ 14:40 ～ 16:30 パネルディスカッション：コーディネーター（会員）、
パネリスト 4 名（会員建築家、有識者、行政、市民活動家）
■ 16:30 ～ 16:40 閉会挨拶：JIA 東北支部長 渡邉 宏

10：00 ～ 11：50
BankART Studio NYK

誰が景観を創るのか？

JCCA ＋ JIA 協働セミナー

第 5 回「次世代の景観づくり

都市デザインへの取り組みの歴史がある横浜を題材に、市民と共に都市の景観について考
えるシンポジウム。JIAと JCCA（社団法人建設コンサルタンツ協会）の共同開催。

を考える」

13：00 ～ 16：00
BankART Studio NYK
11/29「日本版 CABEを考える」、11/30「外に出よう ! 建築家 03」
、12/1「外に出よう ! 建築家 04」については、
本誌 283 号（8 月号）で紹介しています。
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■ information
■展示 （会場：BankART Studio NYK）
東日本大震災における
復興支援・計画展
横浜近代建築展

11 月 29 日
（木）

13：00 ～ 21：00

建築家の住宅模型展・
日本のすまいと
暮らしを再考する

11 月 30 日

（土）
9：00 ～ 17：00

をパネル展示し紹介する。
（神奈
1984 年の神奈川県文化財調査報告書「神奈川県の現存近代洋風建造物目録」
川県教育委員会）によると、関内地区には 95 棟の明治・大正・昭和初期の建造物
が残っていた。2011 年 12 月、関内地区の歴史的建造物の現状を JIA 神奈川地域会
で調査した保存・一部保存・復元（一部復元）も含め創建当時の面影が残っている
建物 43 棟を新たにリストアップし、地図にプロット・パネル展示することにより、
関内の歴史的建造物の現状、今後の保存の在り方、街づくりの課題が浮かび上がっ
てくるであろう。
日本各地の建築家が、住まい手と一緒に創りあげた住宅の模型展。各地の風土や
地域性が垣間見えると同時に、それぞれの住宅の個性が楽しめる展示である。会
場内では各地の住宅や街並みが生まれた背景、気候風土、地形、風習、歴史等を
パネルで紹介する。また、ミニセミナーを開催し、多様な暮らし方を紹介するこ
とにより、日本のすまいと暮らしを再考する。模型出展者を募集しています。対

（金）
9：00 ～ 21：00

12 月 1 日

東日本大震災の被災地にある JIA 東北支部と岩手・宮城・福島地域会では地域に密
着した復興支援活動を展開中である。その活動内容とそこから生まれた復興計画

象は全国の JIA 会員です。応募詳細は、下記の住宅部会の HPをご覧ください。
http://www.jia-kanto.org/jutaku/

建築家のあかりコンペ
2012 展

今年で６回目を迎える「建築家のあかりコンペ 2012」。テーマは「歩行者に優しい
まちの照明」。今年は例年通り JIA 大会に合わせ、国内中心のプロダクトデザイン
コンペとして実施し、応募された全作品を展示する。12 月 1 日にはこの横浜会場内
で、公開審査が行われる。
＊募集テーマ：歩行者に優しい「まちの照明」
最優秀賞 1 点（副賞：30 万円）他、総額 85 万円
主催：㈳日本建築家協会、大光電機㈱
後援：㈳日本建築学会、㈳日本建築士会連合会、㈳日本建築士事務所協会連合会、
㈱新建築社、㈱日刊建設通信新聞社
詳細は HP 参照のこと。http://www2.lighting-daiko.co.jp/jia/index.html

JIA 新人賞
全応募作品展

JIA 新人賞に応募された全作品を一堂に展示。展示期間中は 2 次審査から現地審査
へと移った段階で、まだ受賞作品と建築家は決定していない。最終的な新人賞は
来年決定する。

「賛助会員展」、
「JIA 全国建築相談室展」、
「木材サミット展」、
「映像展示」も同時に行われます。

■エクスカーション・ツアー
内容と参加応募方法の詳細は次号でお知らせします。

環境建築バスツアー

12 月 1 日（土）10：00 〜 17：00

JIA 環境行動ラボ主催のツアー。
3 ～ 4 箇所の見学地を訪れ、バス
の中ではレクチャーや意見交換
もある充実したプログラム内容。

写真：GEN INOUE

歴史産業クルーズ

12 月 1 日（土）14：00 〜 15：30
※時間変更の可能性あり
横浜港完全ガイド付き貸し切り
デイタイム・クルーズ。横浜港
の開港時の歴史および、産業発
展の足跡と現状について、一般
には進入禁止区域である埠頭を
海上から見学する。

震災・戦災を生き抜いた
「横浜」街歩き
―山手・関内地区

12 月 1 日（土）13：00 〜 17：00

1866 年の豚屋火事、1923 年の関
東大震災、1945 年の横浜大空襲
を生き抜いた山手・関内地区の
街歩きを通して、
「横浜」らしさを
堪能する。

横浜地方裁判所

ナイトクルーズ

写真：GEN INOUE

12 月 1 日（土）17：00 〜 19：00

120 分の京浜工業地帯（川崎）完
全ガイド付貸し切りクルーズ。
高度成長時代、公害汚染で社会
問題となったエリア。今や環境
は改善され、工場内照明が新た
な観光名所として、多数メディ
アに広報され、全国からリピー
ターが参加する人気のツアー。
神奈川県庁本庁舎「キングの塔」
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■その他の催し
耐震設計教本・再刊を契機
に、神奈川の津波対策を考
える

第 13 回 JIA 環境建築賞
公開審査会

木材サミット

BIM － IPD 最新動向

東日本大震災を受けて内容を見
直し再刊した『建築家のための
耐震設計教本』では、津波や液
状化の項目を増強。これをもと
に首都圏直下型地震や東海・東
南海・南海地震の際の津波被害
を想定しケースワークする。

一次審査を通過し、現地審査を
終えた作品が審査対象。応募作
品数約 50 点の中から選ばれた一
般建築部門、住宅建築部門、合
計 10 数点の作品の設計者がプレ
ゼンテーションを行う。

国内における木材の利活用の知
見について神奈川県で活躍され
ている林業・木材関係者の話を
聞く。また、他国の木材活用を
知り、木材の適切な活用につい
て国際的な知見を広める。

日本 BIM 元年と呼ばれた昨年、
急速に BIMが普及してきた。国
土交通省もいくつかのプロジェ
クトを BIM 活用し、今後の方向
性を検討している。国土交通省
から担当者をお招きし、国の今
後の BIM 動向を解説する。

未来に残したい
20 世紀の建築

建築家資格制度の
今とこれから

設計文化財の保全と活用
—NPO 建築文化継承推進
機構の立上げを議論する—

けんちく体操
ワークショップ

11 月 29 日（木）
9：30 ～ 12：00
横浜市開港記念会館

11 月 30 日（金）
9：30 ～ 12：00
BankART Studio NYK
20 世 紀 の 建 築 を、 未 来 に 残 す
べき記憶と文化であるとして残
し活用していけるよう、再生部
会では各方面と協議の上、今年、
関係各省庁に法律の改正をお願
いした。その内容と提出後の状
況を報告。

求められる『住育』
—不具合を見抜く
「目」を養う—
12 月 1 日（土）
10：15 ～ 12：30
BankART Studio NYK

第 1 部では、求められる『住育』
という演題で日本住育会会長の
竹島靖氏の講演を行う。第 2 部
では当建築相談室員が実際に相
談を受けた内容について発表。
パネルディスカッションも実施。

11 月 29 日（木）
13：00 ～ 17：00
BankART Studio NYK

11 月 30 日（金）
9：30 ～ 12：00
BankART Studio NYK
建築家資格制度委員会主催によ
るシンポジウム。

3.11 と
グローカルデザイン
12 月 1 日（土）
13：00 ～ 16：40
BankART Studio NYK

UIA2011 東京大会のシンポジウ
ムに引き続き実施。災害復興の
みならず、今後の都市と建築を
考える上で「地域を追究すると
世界に繋がる」という意識の共
有を図る幅広い議論にしたい。

11 月 29 日（木）
13：30 ～ 16：30
BankART Studio NYK

11 月 29 日（木）
13：00 ～ 17：00
横浜市開港記念会館

12 月 1 日（土）
10：00 ～ 12：00
BankART Studio NYK

11 月 30 日（金）
9：30 ～ 12：00
横浜市開港記念会館

近代建築家達が活躍の時代を終
了し、設計文化財の散逸の恐れ
がある現在、設計データ等の文
化財の活用や改修、増築設計者
の選定問題などの諸課題を展望。

建築家のあかりコンペ
2012 公開審査会

建物の写真をプロジェクターで
大きく映し出し、それを観察し
て即座に自分の身体でその形の
マネをするユニークな「けんち
く体操」。その指導で世界中を駆
け回っている「チームけんちく
体操」に指導を仰ぐ。

環境未来都市構想
～鉄道沿線のまちづくり
プロジェクト

12 月 1 日（土）
13：30 ～ 16：30
BankART Studio NYK

12 月 1 日（土）
13：30 ～ 16：45
相鉄文化会館講堂

例年通り JIA 大会に合わせ、国
内中心のプロダクトデザイン
コンペとして公開審査会を実施。
期間中、全応募作品の展示も行
う。

環境未来都市構想推進に向け、
横浜市・建築家・相鉄グループ
の考える「高齢化社会での住み
やすい街」の一端を発表し、市
民や関係者と意見交換を行う。

一方、道を挟み最近出現した、西洋の教会を模倣する結婚式場と

横 浜 小 話 1

懐の深さを実感できる裏横浜巡り
黒田和司（JIA 神奈川地域会）
横浜をイメージする代表的な言葉の一つに「異国情緒」がよく知

られており、訪れる多くの人も、その言葉が意味する洋風イメージ
を求めて山手、関内を巡っている。

そのなかで、MM21 地区を望む丘陵地の、裏横浜に目を向ける

と、また違った懐の深い横浜の多様性が実感できる。開港の礎と

なった井伊掃部守を顕彰する碑（妻木頼黄設計・横浜市認定歴史的
か もん やま

建造物）の建つ掃 部 山 公園から、横浜能楽堂、伊勢山皇大神宮、

の対比は、景観問題に対する根の深い隔たりを考えさせられる。

気を取り直して伊勢山に登ると皇大神宮に出る。ここから望む

視野に入る、鳥居、灯篭、高層タワーの 3 つの要素には、共通する

意味が隠されている。ランドマークタワーのデザイン監修をした

ヒュー・スタビンスは題材を鳥居から得ていると述べている。共通
する形態言語は裾が広がる台形形態である。

MM21 地区にはヨットの帆をモチーフにしているビルもあるが、

景観的な統一にはデザイン言語の統一もあると考えられる。直喩の
羅列には一考の余地があるといえる。

階段を下りると成田山の不動尊に出る。ここには急な階段の参道

成田山不動尊、野毛山動物園と続く港を望む丘は、当時の面影と、

に沿ってお札所が並んでおり、懐かしい時代にタイム・スリップし

特性と地形の特性との密接な関係を示している。

綺譚』がある。それにも似た味わ

景観の特質を良く表しており、そこにある神社、仏閣などは、街の

日本の都市空間の特質として、自然地形の重視と、その場に立って

眺望や街のまとまりを検討する、盗み見の思想があげられる。この

丘にも顕現される、微地形や自然を都市景観に組み込んでいく街
づくりといえる。

掃部山公園に隣接する県の文化センターには、前川國男の戦後間

もない時代の県立音楽堂、図書館などの作品群が見られる。

た既視感を体験できる。街の風情を記した名著に永井荷風の『濹東
いがある裏横浜巡りも終りに近

い。後は野毛の居酒屋に立ち寄
り、鯨、焼鳥で一杯など、庶民的
下町の雰囲気を味わうのも一興
で、お勧めである。
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■ information
■横浜大会スケジュール

（2012 年 9 月 5 日現在）

神奈川県民ホール
大ホール

BankART Studio NYK

大会議室

3Aa

3Ab

3Ba

3Bb

3Ca

3Cb

2A
Exhibit

2A
Conference

2B

午前

13：30 〜
13：00 〜 21：00
16：30
賛助会員展 建築家のあ 東日本大震 JIA 全 国 建 JIA 新人賞
血縁に基づ
かりコンペ 災における 築相談室展 全応募作品
かない新し
2012 展
復 興 支 援・
展
い住まい方
計画展

11/29
㈭
午後

木材サミッ 木材サミッ
ト展
ト展

夜間

18：00 〜 20：30
ウェルカムパーティー

9：30 〜
9：00 〜 21：00
11：30
賛助会員展 建築家のあ 東日本大震 JIA 全 国 建 JIA 新人賞
外 に 出 よ
かりコンペ 災における 築相談室展 全応募作品
う！建築家
2012 展
復 興 支 援・
展
03
計画展

午前

木材サミッ 木材サミッ
ト展
ト展

12：55 〜 13：45
大会式典
11/30
14：00 〜 15：00
㈮
午後 基調講演
15：00 〜 17：00
パネルディスカッ
ション

13：00 〜
21：00
映像展示

建築家の住宅
模型展・日本
のすまいと暮
らしを再考す
る

9：00 〜
21：00
映像展示

建築家の住宅
模型展・日本
のすまいと暮
らしを再考す
る

夜間
9：00 〜 17：00
賛助会員展 建築家のあ 東日本大震 JIA 全 国 建 JIA 新 人 賞
かりコンペ 災における 築相談室展 全応募作品
2012 展
復 興 支 援・
展
計画展

午前

12/1
㈯

木材サミッ 木材サミッ
ト展
ト展

午後

建築家の住宅
模型展・日本
のすまいと暮
らしを再考す
る

10：00 〜
11：50
JIA25 年賞
第 4 回シン
ポジウム
13：30 〜
16：30
建築家のあ
かりコンペ
2012 公 開 審
査会

夜間

みなと
みらい 21

新港客船ターミナル

パシフィコ横浜

大さん橋ふ頭

新港地区

山下ふ頭

赤レンガパーク
横浜赤レンガ倉庫

横浜港大さん橋
国際客船ターミナル

BankART Studio NYK
〒 231-0002 横浜市中区海岸通 3-9
TEL 045-663-2812

氷川丸

象の鼻パーク

BankART
Studio NYK 横浜税関

山下公園

日本大通り

馬車道駅
横浜
アイランド
タワー
JR 桜
木

町駅

地下

神奈川県庁

横浜市開港
神奈川県立 記念会館
歴史博物館

馬車道

鉄桜
木

町駅

関内

日本大通り駅

シルク
センター

横浜情報
文化センター
横浜地方
裁判所

神奈川
県民ホール

横浜マリン
タワー

ホテル
ニューグランド

元町・中華街駅

横浜中華街

相鉄文化会館講堂
〒 245-0005 横浜市泉区緑園 4-3-28

地下鉄 関内駅
横浜スタジアム

（相鉄いずみ野線「緑園都市」駅徒歩 3 分）

不二家ビル
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横浜市開港記念会館
〒 231-0005 横浜市中区本町 1-6
TEL 045-201-0708
ホテルニューグランド
〒 231-0023 横浜市中区山下町 10
TEL 045-681-1841

横浜公園
横浜市役所
JR 関
内駅

●会場
神奈川県民ホール
〒 231-0023 横浜市中区山下町 3-1
TEL 045-662-5901（代表）

JR
石川
町

駅

9：00 〜
17：00
映像展示

横浜市開港記念会館
Studio
201

NYK
Exhibit

library

NYK
hall

会議室
1 号室

会議室
6 号室

9：30 〜
12：00
耐震設計教
本・再刊を契
機に、神奈川
の津波対策を
考える

9：30 〜
12：00
日 本 版 CABE
を考える

13：30 〜
16：30
木材
サミット

15：00 〜
13：00 〜
17：00
21：00
全国地域会会議 横浜近代建築
展

13：00 〜
17：00
第 13 回
JIA 環 境 建 築
賞公開審査会

13：30 〜
13：20 〜
16：30
16：40
東日本大震災「 学 び 舎 」 —
復興支援活動 学ぶことは生
報告・シンポ きること、生
ジウム
き続ける学び
舎—

9：30 〜
12：00
未来に残し
たい 20 世紀
の建築

9：30 〜
12：00
建築家資格制度
の今とこれから

10：00 〜
12：00
これからの建
築とコミュニ
ティーを考え
る

9：30 〜
12：00
建築の非構造
部材と地震

9：00 〜
21：00
横浜近代建築
展

9：00 〜
12：00
原発ゼロ、安
全な暮らしを
求めて「フク
シマからの提
言」

会議室
9 号室

会議室
7 号室

会議室
4 号室

13：00 〜 13：00 〜
17：00
14：30
BIM － IPD 理事懇談会
最新動向

13：00 〜
17：00
JIA
全国建築相談
室会議

10：00 〜
11：30
賛助会
サミット

10：00 〜
12：00
JIA 建築と
子供たち会議
ヨコハマ

9：30 〜
12：00
設計文化財
の保全と活
用

ホテルニュー
グランド

相鉄文化会館
講堂

18：00 〜
20：00
レセプション
パーティー
10：15 〜
12：30
求められる
『住育』
13：00 〜
16：00
誰が景観を
創 る の か？

10：00 〜
12：00
けんちく体操
ワークショップ

9：00 〜
17：00
横浜近代建築
展

13：00 〜
16：00
住宅部会
交流会

9：30 〜
11：30
10：00 〜
外に出よう！ 17：00
建築家 04
環境建築
バスツアー
13：00 〜
16：40
3.11 とグロー
カルデザイン

エクスカーション・ツアー

14：00 〜
15：30
歴史産業
クルーズ

13：00 〜
17：00
震災・戦災を生
き抜いた「横浜」
街歩き

13：30 〜
16：45
環境未来都市
構想

17：00 〜
19：00
ナイトクルーズ

［凡例］

※スケジュールの内容は後日変更が生じる場合があります。
順次最新版を更新していきます。

メインプログラム
シンポジウム・講演会
展示
パーティー・レセプション
会議
公開審査
ワークショップ
エクスカーション・ツアー

プログラムの詳細は

JIA 建築家大会

検索

http://www.jia-kanto.org/jia2012/application.html
※大会申込みの受け付けは、10月初旬〜中旬に開始予定です。

J
I
A
●問い合わせ先
The Japan Institute of Architects
JIA-kan,2-3-18 Jingumae,Shibuya-ku,
社団法人日本建築家協会
Tokyo 150-0001 Japan
関東甲信越支部
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 4 階
TEL 03-3408-8291
FAX 03-3408-8294
E-mail: info@jia-kanto.org
http://www.jia.or.jp
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JIA NEWS
JIA「BIM ガイドライン」を 2012 年 7 月 HPに掲載
日本の社会状況に即したガイドライン

BIMという言葉が日本に紹介されてから、既に 5 ～ 6 年は経過

かということは記載していません。設計図をどのように BIMを
活用して描くかは、各 BIM ソフトに大きく依存します。むしろ、

しています。基本問題委員会の下部 WGとして IPD（Intedrated

このガイドラインは BIMを活用する場合、設計者が考えるべき

Project Delivery）-WG を 2007 年 に 立 ち 上 げ、BIM の 動 向 に

事項についてまとめています。BIMは設計だけではなく、建設

注 視 し て き ま し た。 ア メ リ カ で は 2007 年 に National Building

とも密接に関連しますので、設計と建設との連携についての新た

Information Modeling Standard（NBIMS）version.1 が公表され

な視点をインテグレーテッド・プロジェクト・デリバリー（IPD）

ましたので、日本でもこのような基準書を早く作成すべきだとい

という言葉で紹介もしています。

う意見が多くありました。

この BIM ガイドラインは多くの設計者が期待していたガイド

しかし、実際に作業を進めると、日米の建設業の違いが改め

ラインとは多分異なっていると思います。しかし、この BIMを

て明確になり、単純な作業ではないことが判明しました。BIM

設計者がどのように捕らえ、今後活用していくべきか、思考のガ

は設計だけではなく、企画、設計、建設、維持管理まで、建設

イドラインにはなっていると思います。さらには、設計者が建設

業の全ての業務に影響します。BIMの Bは Architectureではなく

プロジェクトで果たすべき社会的責任について示唆することも、

Buildingですので、BIMの対象はどちらかというと建設が主とな

このガイドラインを作成した意図です。

ります。BIM 活用の最大の効果は、建設作業の効率化であると

今後は、このガイドラインに対する皆様からの各種ご批判を通

いわれていますので、各国の工法や建設業を取り巻く社会制度と

して、設計者として BIMというコンピューターを駆使した設計

大きく係わってきます。

業務についての議論がより活発になることを期待しています。さ

アメリカで BIMが注目されたのは、発注者側が建設費の高騰
や、建設途中での工事費の増額等が問題となったからです。他方、
日本では、このような問題は顕在化しておらず、むしろ多くを下

らには、今後他団体と協力し、具体的な手法や数値などの検討も
必要になると思います。

BIM 等、最新の技術革新を活用した改革により、日本の設計

請けの負担にしてしまう建設業のありかたが問題となっています。

業がさらに飛躍し、国内だけではなく海外にも、品質が高く効率

国土交通省は 5 年前の平成 19 年 4 月に建設業法遵守推進本部を設

的な設計業務が展開することを期待しています。

置し、平成 20 年から下請取引等実態調査を実施しています。平
成 20 年度の調査では、適正回答業者（建設業法に基づく指導を行
う必要がないと認められる建設業者）が 2.6 ％という驚くべき数
値となっています。平成 23 年度の調査でも 1.9％と、状況は改善
されていません。この調査結果は、日本では建設工法を技術的に
効率化しても、建設コストの縮減に直接影響しにくい社会的環境
があることを示しています。厳しく言えば、我々設計者は、この
ような社会的環境に甘んじていたのかもしれません。このような
社会環境を考えながら、今回設計者の視点で BIM ガイドライン
を作成し、7 月に JIAの HPに掲載しました。

藤沼
ガイドライン目次
1

BIM 導入・普及に必要な制度

2

BIM データの扱い

3

ライブラリー作成とルール

4

構造設計について

5

設備設計について

6

BIM と積算

7

シミュレーションについて

8

BIM の作成費用：誰が BIM 作成の費用を負担すべきか

9

BIM と都市情報

10

BIM 活用の際設計者が考えるべきことをまとめる
このガイドラインは、BIMを活用してどのように設計図を描く

傑（IPD-WG 主査）

BIM 成果品

むすび BIM のこれから
（工事監理における BIM・維持管理における BIM）

本部便り
●東日本大震災の復旧活動に対して感謝状
7 月 27 日、国土交通省は東日本大震災関係功労者国土交通大臣感謝

●関東甲信越支部事務局移転のお知らせ

状授与式を行いました。この授与式は東日本大震災の復旧活動にあ

に移転しました。関東甲信越支部に御用の際は 4 階をお訪ねください

たって功労のあった団体や個人に対して国土交通大臣より感謝状が授

このたび、関東甲信越支部事務局が本部事務局と同じ、JIA 館 4 階
（電話番号などの変更はありません）。

与されるもので、JIAも表彰を受けました。

JIAは応急危険度判定、住家被害調査および住宅相談などの活動を
はじめ、全国から会員の協

●横浜大会メールマガジン配信開始
11 月 29 日から開催される「建築家大会 2012 横浜」のメールマガジ

力による支援活動を行って

ンが配信開始されました。会員の皆様には各支部、地域会を通じて配

きました。

信されます。横浜大会の最新情報を配信していきますので、ぜひとも
ご覧ください。
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本部便り
●国際連続シンポジウム「外に出よう！建築家」02
開催のお知らせ
UIA2011 東京大会での大きな収穫は、海外との強いパイプが、準備
開催を通してできたことです。 UIA 大会は今後の日本建築界の国際
活動の本当の出発点となるといえます。 JIAの 3 つの国際戦略の柱「若

日

時：2012 年 9 月 29 日㈯

会

場：JIA 館１F 建築家クラブ（入場無料）

講

演：「今後の中国・アジアでの建築設計フィールド」

い世代の育成」、
「国際マーケットの開拓」、
「国際社会貢献」の中でも最
も大きな柱である「若い世代の育成」として、若手建築家の交換プロ
グラム等を立ち上げています。今回の連続シンポジウムで、建築界
のこれまでの国際活動、特に中国、

迫慶一郎（SAKO 建築設計工社）

「タイの建築事情」

れの視点をお聞きすることのでき

現地からの報告

る場として期待しています。

「建築家・技術者支援プログラムの経過報告」
国際連続シンポジウム01

古市徹雄

竹田秀道（IAO 竹田設計 代表取締役）
「中国での建築設計環境」

飯田直彦（日本建築構造技術者協会 参与）

タイを中心とした報告と今後の国

『JIA MAGAZINE』
編集長

村松 伸（総合地球環境学研究所 教授）
「中国での長きにわたる経験」

「外の資格制度と国際活動」

際活動の必要性について、それぞ

編集後記

15：00 ～ 18：00

赤堀 忍（JIA 国際委員長）

建築界におけるパラダイムシフトの流れを実感している。メディアの扱いも、
学生ワークショップ、各種コンペもテーマが明らかに新しい出口を模索してい
る。シフトの流れは複数あるのだろうが、究極はあまりにもベタな表現だが
「地球環境の保護」と「人類の幸福」という言葉に集約されるのだろう。
日本は高度成長期ピークを過ぎると、それまで夢をもって目指してきた価値
観が一気に自嘲気味に否定され始める（心の底では欲していても）
。努力、幸福、
夢、希望といった言葉は軽蔑の対象にさえなってしまった。しかし人間は根底
で理想を求める。
最初は見始めると気恥ずかしく感じる韓流ドラマの「冬のソナタ」や、昭和
30 年代の東京下町を舞台にした「三丁目の夕日」が、あれだけ日本人に熱狂的
に受け入れられたことは、人々が正直に自らを語り始めたと解釈すべきだろう。
特に昨年 3 月の東日本大災害以降は、あらゆる領域で人間の根源を問いかけ
る議論が様々なキーワードをもとに始まっている。
「積極的下山」
「利他性」
、
（そ
、
れまで死語だった）
「コミュニティ」
、
「GNHによる幸福」等々。まだ始まったば
かりだが、確かに世界がそちらを向きだした。
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阪神淡路大震災後の 1997 年 4 月、日本建築家協会編『建築家のための耐震
設計教本』が発刊されました。昨年 3 月 11 日の東日本大震災を契機に、初
版出版から 15 年、新たな知見や見過ごしていた視点を加えてこのたび新訂
版が刊行されました。新訂版は耐震総合安全機構（JASO）との共同編です。
首都圏直下型、東海 ･ 東南海 ･ 南海の連動型大地震発生のリスクが高まるな
か、都市や街や建築を保全し、機能を維持するという建築家の役割を果たす
ための教本です。
新訂版の特徴
●津波 ･ 液状化 ･ 制震免震 ･ 機能維持の重視などの項目を増強
初版の構成を維持しつつ、津波や液状化の項目を増強。また初版時では新たなテーマであった機能維持・
事業継続についても、主要な耐震目標として記述が加えられています。

●コミュニティアーキテクトの教本としての活用が可能
JIA 会員が各地域会で、地域の地震や津波のリスクを考えていく際、会員や市民の理解を深めるために活
用できる知識がわかりやすく記述されています。
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