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ブータン西部山奥の集落
ヒマラヤ東端ブータンの山間には今でも昔
ながらの生活を営む伝統集落が存在する。
ブータンは九州ほどの広さだが、急峻な山
並みに阻まれて地域ごとに文化も言語も
異なる。2009 年からブータン西部、中部、
東部に残る古い集落を実測し調査を続けて
きた。
それらの中でもこの西部の集落はほとんど
昔ながらの建築様式を保っている。
標高 2,800メートル。建築技術も素材もそ
の土地で得られるものに限られるので、否
が応でも集落は同じ建築の集合体となり、
環境に調和した美しい景観を生み出す。
しかしそこに新建材などが入り始めると風
景は激変する。もう 30 年以上も前にアフ
リカに滞在した時、集落の屋根がそれまで
の草屋根からトタン屋根に代わり美しい景
観が一変してしまったことに衝撃を覚えた
ことがある。
この集落の住居の配列・配置は至って明快
である。ブータンの住居は斜面に建つので
日本のように日差しを優先するよりは等高
線に沿って建てられる。ほぼ等間隔で互い
に視線がぶつかり合わないように皆同じ向
きに建てられる。
川の近くに建てられるが、
川側に開閉窓が作られるので暑い夏でも、
下から吹く風が通りやすい。
この集落の住宅は、すべて 4 層からなる。
2 層までは版築で、その土地の土から作ら
れる。
１階は家畜のため、2 階は穀物倉庫などに

C O N T E N T S 298

NOVEMBER 2013

建築・都市のパラダイムシフト
――ライフスタイルの転換 ⑱
			
特集

002 田中浩也氏に聞く

新しいものづくりの形が世界を変える可能性も

010 シンポジウム

新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える

016 海外レポート

国際関係のなかでの JIA ❷
佐野吉彦

018 会員便り

〈風土と建築〉
沖縄
多様な文化・歴史・気候の中で育まれる沖縄の建築

020 公益社団法人日本建築家協会
役員候補者選挙規程

2014 年度本部役員候補者選挙の告示

選挙規程細則

022 よくわかる建築家賠償責任保険

ケンバイの改定

戸田幸生

024 JIA NEWS
024
025

理事会報告／本部便り
正会員新規入会者／編集後記

なっている。3 階は木造でここが住空間で
ある。木造部は白い真壁で、下部の版築と
見事な対比を生み出す。そこにくっきりと
現われる柱、梁の組み合わせ、窓の木格子
や上部の垂木の造形が生み出す外観はブー
タン独自のもので、造形の美しさは他に例
を見ないものである。その上部は農作業の
ための屋上空間で屋根に覆われている。
背高のプロポーションの建築、そこに載せ
られた日本の蔵の置き屋根を思い起こさせ
る浮いた屋根群がリズミカルに連続するさ
まは、限りなく美しい。日本のかつての民
家や集落も、このようなものであったのだ
ろう。
（写真・文：古市徹雄）
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特集
建築・都市の
パラダイムシフト

新しいものづくりの形が
世界を変える可能性も
P

Cの出現で 20 世紀末から 21 世紀初めにかけて世界は一気に IT 時代に突入しました。その変化はあま
りにも急速で、人間関係すら根底から変えてしまいました。いま 3D プリンターやレーザーカッター
を使ってバーチャルなものをリアルに変換するものづくりが始まっています。それは私たちの暮らし、そ
して社会のしくみそのものも変えてしまう可能性を持っています。その拠点「ファブラボ」で中心的な活
動をされている慶應大学環境情報学部准教授・田中浩也さんにお話をうかがいます。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）

———ライフスタイルの転換 ⓲

ファブラボとは何か

●

チューセッツ工科大学）の研究機関が提唱しました。そ

古市●先日、田中先生が主催された「世界ファブラボ会

のための実験拠点として、デジタル工作機械を市民が気

議（8 月 26 日

軽に使える拠点をつくり始めました。現在、世界 60 か国、

於：神奈川芸術劇場）」にうかがわせても

らいましたが、非常に興味をもちました。JIAの会員の

300 か所に広がり、日本にも 6 か所あります。

皆さんにもぜひ、ファブラボについて知ってほしいと思

古市●日本の 6 か所は、どこにあるのですか。

いまして、田中先生にご登場いただきました。

田中●私が最初につくったファブラボ鎌倉と、つくば、

田中●ありがとうございます。よろしくお願いします。

渋谷、大阪の北加賀屋、仙台、そして横浜の 6 か所です。

古市●まず、
「ファブラボ」とは、なかなか馴染みのない

古市●日本以外のアジアにファブラボはありますか。

言葉ですが、少しご説明いただけますか。

田中●韓国には多いです。いま台湾やシンガポールに

田中● 20 年前くらいに 3D プリンターをはじめとした、

ファブラボがたくさん入ってきています。東ティモール

デジタルファブリケーションと呼ばれる新しい工作機械

やクウェートなど、世界のあらゆる国に、このファブラ

が登場し始めました。それは主に産業用のデザインの試

ボの動きに共鳴して活動を始めている人がいます。

作をつくるためのプロトタイプツールとして使われてき

古市●具体的には、どういうメンバーで、どのような活

ましたが、どんどん値段が下がって、誰でも手頃に手に

動をされているのでしょうか。

入る価格になってくることが見込まれ、そうなると当然

田中●世界中のファブラボが、ビデオ会議システムで常

使い手が変わってくると予想されます。

につながっていて、そこでお互いに情報交換しています。

専門家がデザインの試作をつくるだけではなくて、生

グローバルにつながって同じ標準機材を揃えるというガ

活者が自分の生活や暮らしの中で必要になったものを

イドラインがあるので、ある地域でつくったものを別の

田中浩也氏に聞く
002

自分でつくるライフスタイルにしていこうと MIT（マサ
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制御できるデジタルミシンや編み機とか、いまファブラ

きるかというグローバルな共同実験をやっています。一

ボでは約 6 種類の工作機械を標準に設置しています。

方で、運営はそれぞれのローカルなラボが自立して行う

古市●今後も、機械が増えていくのでしょうか。

仕組みです。地域との関わりの中でコミュニティのリ

田中●次の展開として機械自体を自分たちでつくること

ソースとして活動する側面と、世界的なグローバルの

をファブラボ 2.0 と呼んでいます。建築は特にそうです

ネットワークに参加し連携しながら世界的なコラボレー

が、地方で一つのモノをつくるときに、そのための道具

ションの中で新しい文化をどうつくっていくか実験する

や機械やジグなどを開発しなければいけない場合があり

側面を共存させているところが、ひとつの特徴です。

ますが、プロジェクトに合わせた工作機械も自分たちで

古市●実際に工作することと、デジタルデータをつくり

つくることが可能になっていくと思います。

上げていくことの 2 つの側面があるのですね。そのデジ

それとは別に、現在ばらばらに分かれている機械をひ

タルデータは世界で共有されるけれども地域によって使

とつでどんな加工でもできる、オール・イン・ワンの

い方がいろいろ変わってくるわけですよね。極端にいえ

パーソナル・ファブリケーターという工作機械に統合し

ば、アフリカの真ん中に機械が置いてあって、別の場所

ようという研究もあります。つまり編むことも、削るこ

からデジタルデータを流すと現地の人が現地の事情に合

とも、接着することもできる万能工作機ですね。

わせて変換できる。たとえば椅子ひとつをとっても、ア

ライフスタイルの転換 ⓲
——

地域で、どのように現地の素材に合わせて展開し派生で

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

大型CNC機械“ShopBot”
デジタルデータから4×8サイ
ズの板を直接切削することがで
き、家具や小屋、さらには住宅
をつくった事例などが世界中で
生まれている。

昔はワープロ、ビデオデッキ、シンセサイザーなど

フリカ人と日本人では体型が違いますから。

別々な機械だったものが、全部ソフトウェアになってひ

田中●そう、自分の身体に合わせて大きくしたり小さく

とつのコンピューターの中に汎用的に入っているのと同

したりできるのです。

様に、汎用的なオール・イン・ワンの工作機械をつくろ

古市●ファブラボが始まったのはいつ頃ですか。

うとしているのです。

田中● 2000 年です。でも大きく火がついたのは 2010 年

古市● 3D プリンターとレーザーカッターはどう違うの

です。

でしょうか。

古市●その理由は何だったのでしょうか。

田中● 3D プリンターは材料を足していく方式、レー

田中●根拠はありませんが、技術が社会に普及するのは

ザーカッターは材料を取り除いていく方式です。つまり

15 年サイクルで起こるという説を私自身が立てていま

粘土を固めていくほうが 3D プリンターで、彫刻のよう

す。1980 年代のパーソナルコンピューター、95 年のイン

に材料を削っていくほうがレーザーカッターとかミリン

ターネット、それから 15 年たって、2010 年からパーソ

グマシンなのです。実際にはレーザーカッターのほうが

ナル・ファブリケーションの波がきているのではないか

速いので、ここでもよく使われています。でも 3D プリ

と。実際 2010 年くらいからインターネット社会がいっ

ンターには、端材を出さないという環境特性があるので

たん落ち着いて、その上で再び、モノ、物質の領域にま

す。それに対してレーザーカッターや木を切る機械は、

なざしが向いてきた動きが世界同時多発的に起こったと

余りの部分がどんどんゴミになっていきます。それがい

思います。

ま 3D プリンターが非常に注目されている理由のひとつ
です。

ファブラボで使う機械

古市●いま使用される頻度はどちらが高いのでしょうか。
田中●半々でしょうか。

古市●ファブラボで使う道具としては、どのようなもの

古市●将来的には、やっぱり 3D プリンターのほうにい

がありますか。

くのでしょうか。

田中●レーザーカッターや CNC（コンピューターで数値

田中●いかないと思います。3D プリンターは、アニメ

制御された）機械などです。

のキャラクターなどのフィギュア出力機になっていくと

古市●その機械について簡単に説明していただけますか。

いう説があるのです。アクセサリーなどを簡便につくる

田中●最近 3D プリンターだけが取り上げられています

ものになっていくかもしれませんが、むしろ、本当に身

が、僕は 3D プリンターは、キッチンでいうと調理器具

の回りで使える家具や道具をつくる意味では、3D プリ

がいろいろある中のひとつであるというたとえで、電子

ンターひとつでは成り立たないと思います。

レンジみたいなものだと説明しています。ほかにもレー
ザーカッターやアクリル・木材・軽金属などの切削加工
ができる CNCのミリングマシン（切削機）、電子工作を
するハンダ付けのツール、あるいは、コンピューターで

ファブラボがエコにつながる
古市●大量に消費しながら、つくっては捨てることを繰
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Wood Joinery Stool (kumiki Stool)
組木の手法を用いて、接着、塗装の
技術を使用せずに、2.5mmのMDF
と3Dプ リ ン タ ー と レ ー ザ ー カ ッ
ターのみで製作していいる。

り返す、そうでないと経済が発展しない、これが資本主
義の宿命です。ところが、ファブラボ会議を聞いて面白

アイディアを共有するメリット

いと思ったのは、一生懸命に自分がつくったものには愛

古市●現在、資本主義社会では、特許という概念があり

着が湧いて簡単に捨てられないという話でした。そうす

ます。でもこのあいだのファボラボ会議でアイディアが

ると、今までみたいに既製品を買っては捨てることが結

将来共有されるだろう、いや、されるべきだという話を

構減るのではないかと思うのです。自分でつくったも

聞いてとても驚きました。その際に、特許侵害などの壁

のに対する思い入れを全地球的に考えれば、大変な CO2

はどのように越えるのでしょうか。

削減になるわけですね。

田中●アイディアのオープン／クローズの話には常にパラ

田中● CO2 を削減する要素がファブラボにはいくつか

ドックスがあります。アイディアは他人との対話の中で泉

あります。そのひとつは、自分でつくることで愛着が形

のように内側から湧き上がって洗練されていくものなので、

成されることや、もしもどこかで破損して壊れてしまっ

オープンにしないと発展しませんが、その半面オープン

ても、自分でつくり方を知っていれば、自分で修理でき

にすることはアイディアが盗まれることでもあり、そこから

るので、ひとつのものを長く使えるという側面です。

特許のような制度ができたのでしょう。日本は、国際的

も う ひ と つ、 輸 送 に 要 す る CO2 を ほ と ん ど ゼ ロ に

に見ると著作権法がきついほうなので、現在は次の発展

できます。デジタルデータでモノを遠隔転送できるの

が阻害されている側面のほうが大きいような気がします。

で、
「輸送」という概念がないのです。データだけ送って、

いま、アイディアの所有者が、この条件だったら使っ

その土地のローカルな素材で組み立てれば、材料を船や

て良いと一部をリリースする「クリエイティブ・コモン

飛行機で運ぶ必要がほとんどありません。

ズ」という著作権をほぐす新しいやり方が出てきていま

もうひとつ、いまファブラボで取り組んでいるのは、

す。完全に保護するか完全に放棄するかという、二項対

自然環境に親和性の高い材料の研究です。モノをつくる

立になりがちななか、その中間の新しい社会制度をつ

際にはたくさん試作や失敗作が生まれます。そこでいま

くっていくのが、面白いところだと思います。

私は生分解性プラスチックで多孔質状に無数の小さな穴

古市●各自がアイディアを死守するのではなく、アイ

をあけた形態を 3D プリントする技術を開発しているの

ディアを共有しながら、そこに別の新しいアイディアを

ですが、それを使えば、失敗したり、あるいはモノを使

注入することで、何か新しいものが生まれてくる。トー

い終わったりしても、庭に埋めておけば微生物が分解し

タルで考えるとこちらのほうが国が豊かになりますよね。

て、そのまま自然に還ります。ですからいくつもの意味

田中●人間の創造力やアイディアは本来無限である一方

で同時に環境的な視点を実現していくことができます。

で、地球の資源や材料は有限である、その 2 つの前提か

古市●建築でも最近盛んに地産地消と言われます。いま

らこのファブラボの革命が始まっているわけです。アイ

お話に出た輸送エネルギーは絶大です。またフードマイ

ディアはもっと開放することで洗練させていったほうが

レージという言葉もよく聞かれます。たとえば、ノル

いいと思います。

ウェーのサーモンを日本に空輸して食べる、こんなバカ
なことはない、それによって膨大な CO2 が出るわけで
すね。最近は建築のマテリアルマイレージということが

モノではなく仕組みを提供する支援

問題になっていて、たとえばカナダの木を日本まで運ん

古市●日本は、いま最先端技術でモノや電化製品をつ

でくると膨大な輸送エネルギーを使います。それに対し

くって、東南アジアやアフリカに売っています。でも、

てファブラボではデジタルデータをもとに、現地の材料

それは必要なくなっていき、つまりデータだけ送れば自

をそのまま、しかも現地の事情に従ってモノをつくる。

分たちで同じ技術でつくることができる時代が来るわけ

それはもう革命的ではないかと思います。

ですね。そうすると、日本がものづくり先進国であるこ

田中●私は建築の分野とインターネットをはじめとする

とは、あまり意味がなくなりますね。でもこれは極端に

情報分野の両方の良さを、どのようにしてミックスでき

言えば、資本主義の革命にまでつながっていくのではな

るかをずっと考えていました。単純な地産地消を毎回行

いでしょうか。

うのではなく、ひとつのデジタルデータを派生させて、

田中●もともとファブラボは国際開発支援から始まって

データを改変しながらその土地に合わせてローカライズ

います。途上国開発では、できあがった製品を送るので

することで、グローバルとローカルが掛け合わさるとこ

はなくて、製品を現地の人がつくるための機械を送るほ

ろが新しいと思います。

うが、正しい国の支援であるといわれています。つまり
支援が、単にモノを送るのではなくて、モノをつくる仕
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に取り入れていけばいいのではないでしょうか。

す。日本がそれをやると、どんどん国際競争力が衰えて

田中●アメリカでは全米 1,000 箇所の小学校に 3D プリ

いくのではないかという懸念も良く聞きます。ただ私は、

ンターを入れるという動きがあります。日本もいずれそ

ファブラボのような共通の設備、インフラのうえで、先

れをやらなければいけないときが来ると思います。

進国と途上国が互いに教えあい、学びあう新しい国際関

もうひとつ、住宅事情を考えると、アメリカでは一軒

係をつくるべきだと思っています。これからは「成熟国」

家に修理のための倉庫やガレージ、または屋根裏部屋の

と「成長国」と呼んだほうが適切だと思いますし、他国

ようなものがあるのです。キッチンと図工室が住宅の

から学ぶところは山ほどあるのです。もちろんそれは自

中に両方セットであるところがいいですよね。日本は、

国を再発見することに繋がります。

LDKで、住宅にキッチンだけ残しましたが、図工の機

古市●海外援助などでよく援助する国々から「私たちが

能が住宅から消えています。そこでいま 1LDKFといっ

欲しいのは魚ではなくて、魚の釣り方を教えてほしいの

て、ファブ付き住宅を提案しています。図工と料理は

だ」などと言われます。魚の釣り方にも方法は無限にあ

ホームプラクティスの両輪なので、家の中にも何かをつ

るわけで、その方法やソフトで競争する時代に来ている

くるための機能をこれから取り入れていくことが住宅の

のかもしれませんね。その際、大事なことは世界の貧困

設計で課題になるのではないでしょうか。

を救うなどと言いますが、それぞれの国の地域性を考え

古市●機械自身も小型化する可能性がありますしね。

た支援にしないといけません。これは、僕が一番興味を

田中●たとえば、3D プリンターでドアノブを修理した

持つところですが、単にモノを提供するのではなくてア

り、床の段差を自分で埋めたり、自分の暮らしを住まい

イディアを提供することで支援の幅が広がりますね。

手自身が改変することが実現できると思っています。

ライフスタイルの転換 ⓲
——

組みや、機械、インフラを提供する段階にきているので

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

学生が自分自身の椅子を独力で
設計・施工する課題。パーソナ
ルな欲求が反映された、この世
に一つしかない“何か”たち。
（例：横揺れでリズムを刻むメ
トロノームチェア）

田中●最終的にはアイディアも一緒につくっていくプロ
セスになります。こちらからアイディアを提供すると、
必ずそれを発展させフィードバックしてくるので、とも

リアルとバーチャルの違いを実感する

につくっていく関係を構築する「交流とコラボレーショ

古市●若い世代は、ゲームやコンピューターなどでデジ

ン」といえるかもしれません。

タルマインドを子供の頃から自然に身につけているので、

古市●歴史や文化、風土、あるいは宗教など、その国に

それがクリエイティビティと融合すると非常に面白そう

よってまったく状況が異なります。それを彼らが提供さ

ですね。

れたアイディアにインプットしてうまい具合にコラボ

田中●そうですね。それが 3 次元のフィジカルな世界の

レーションが成り立つわけですね。しかも、現地まで行

クリエイティビティに繋がるといいですね。面白い話 が

かなくても、世界中のネットの中でそのコラボレーショ

あって、
「初音ミク」のような美少女のコンピューターグラ

ンが成り立つ。それは、僕は夢のような話だと思います。

フィックスが 若者の間で流行っていますが、コンピュー

田中●世界中にあるファブラボは、情報テクノロジーと

ター上なので非常にデフォルメされていて、髪の毛や足

いう人類普遍のレイヤーと、文化や素材、生活、言語と

がすごく長かったりするのです。それを 3D プリンターで

いった地域固有のレイヤー、その両極をつなぐ生産技術

そのまま出してみても、重心がちゃんとしていないので

や工法のレイヤーといった異なる層を整理した上で、デ

倒れてしまう。そうすると、
「あっ、そういえば、この実際

ジタルファブリケーションを新しい接着剤・媒介として

の世界には重力というものがあった」と思うらしくて……。

利用しながらうまく繋ぎ合わせている印象があります。

つまり、コンピューター上でデフォルメしたキャラクター

アイディアから素材まですべて地域のものというのでは

は、物質として成り立たないことに気づいたりするんです

なく、一部はグローバルに広くオープンにしながら、一

よね。そういうことはなかなか面白いなと思っています。

部はローカルの希少性を大切にしようというところが見

古市● 3 次元にしてみて初めてリアリティを感じるわけ

えてきて、少し成熟してきたような感じがします。

ですね。
田中●建築でいうと模型実験に相当します。その体験を

もっとものづくりを身近に

増やすということです。
古市●バーチャルが非常に発達すると、リアルな生活か

古市●現代人は、ものづくりの経験をすることがほとん

らだんだん離れていく傾向があります。それはいろいろ

どありませんが、ファブラボでは、自分の手で自分だけ

なところで起きていて、たとえば学生が僕によこした

のモノをつくることができます。たとえば、小学生のう

メールを見ても、文章は非常にきちっとしているしうま

ちから自分でモノをつくることを義務づけて、学校教育

いんですよ。でも実際に面談するとしゃべれない。つま
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世界中のファブラボのための工
作空間スターターキット。デー
タとドキュメントをセットにし
て配布。変数定義ファイルも付
いているので、出力する場所の
コンテクストに合わせてローカ
ライズが可能。

り、リアルな場所では全然コンテクストが変わってしま

ナーだった人はデザインする生活者を支えるデザイナー

い、頭が働かなくなってしまうようなんです。それがひ

になるわけです。それを「メタデザイナー」と呼んでい

とつの象徴で、社会でもいろいろな問題が起きています。

ますが、そのメタデザイナーが建築家の職能と通じる部

実際にバーチャルなものをリアルにつくっていくと、

分があるのではないかと思っているのです。

当然できない部分があるでしょうが、それを発見しなが

古市●テレビで「住宅探訪」などの番組を見ていると、

らリアルとバーチャルの違いを教育することは極めて大

奥さんが一所懸命にスケッチを描いていてものすごいア

事ではないかと思います。

イディアを披露します。つまり、住宅をつくりながらも

田中●私も 2005 年～ 06 年くらいに大学の教壇に立った

のづくりの楽しさを味わっているのですよ。それでは建

時、非常に違和感を感じていました。私は工学の研究者

築家の職能がなくなってしまうのではないかと思うくら

なので、技術の可能性を信じて研究をしてきたものの、

い。でも、それは違うのですね。

どうも技術、特に IT 技術が人間に対して必ずしも良い

田中●建築家が、個人の生活の質を高めることを支えな

方向に役立っていないという矛盾を強く感じていたので

がら、同時に人間を越えた環境の問題や、資源循環の問

す。けれども、3D プリンターは、その時点で逆向きの

題などマクロな視点も持ち、両方から物事を調整し、プ

流れを生み出す技術として面白かったのです。バーチャ

ロジェクト駆動する役割を果たすことはすごく効いてく

ルなものをリアルに取り出す方法が生まれました。

ると思います。

その技術の流れと同時に社会でも、たとえば日本でい

また最終的に、モノをつくって売るというビジネスで

うと東日本大震災ですが、現実の側面が見えるような事

はなくなると思っています。つくるための知識やプロセ

件がいくつかあって、それで私の周りの学生の傾向が相

ス、あるいは、その状況をファシリテーションできる技

当変わりました。モノや周囲とのリアルな関係、地域コ

術自体が価値を持っていくでしょう。そのような目には

ミュニティの再生とか、そういうことにいま彼らの興味

見えない創造性自体に値段を付けて経済を回していくこ

が移っていると思います。

とになるのではないでしょうか。

古市●確かに 3.11 以降、学生の考えは変わりましたね。

実はこれは、さまざまなデザイン分野の取り組みが、

被災地に行きますし、リピーターも多いんです。
「何が

アトリエ系建築家の営みに近づいていくということなの

楽しいんだ」と聞くと、自分自身が役に立つということ

です。建築家の仕事は単にモノを売っているわけではあ

が非常に生きがいになると言うのです。デジタルの世界

りませんし、もともとプロセス全体をファシリテーショ

で生きていて、自分でもどうしようもないと思っていた

ンしていく面があります。それがむしろ社会全体のスタ

学生が、ある日突然、被災地に行ってものすごく感謝さ

ンダードになっていくような気がします。

れ、人と人との関係や利他性に目覚める。これは非常に
いいことだと思います。

建築家は何ができるか
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建物の保存や修復にもファブラボを活かす
古市●私は 2008 年からずっとブータンの調査をしてい
ます。伝統住居がとても美しくて、装飾もすばらしいの

古市●いま若い人たちの間に、建築家に対する憧れがあ

です。しかし、補修が必要であったり、どう保存してい

まりなくなってきています。モノをつくること自体もあ

くかという問題もあります。昔は優秀な職人や大工がい

まりしなくなっています。だから、こういうものが若い

ましたが、残念ながら日本と同じで、3K（きつい、汚い、

人に対して夢を与えるものであってほしいと思うのです。

危険）が嫌われてだんだん減ってきているのです。でも、

田中●私の印象はむしろ逆で、建築は絶対になくならな

たとえばファブラボがあれば、いま状態のいちばんいい

いし、建築人気もなくならないと思います。建築でよく、

ものをスキャニングして、まずはデジタル化してこちら

作家性の否定というような議論がありますが、むしろ、

で工夫をしながら、また向こうへ送ると、その装飾の復

パーソナル・ファブリケーションの時代には、あらゆる

元が極めて簡単にいくのではないでしょうか。そのよう

人が作家になるので、各自がもっと自分の中の欲求を掘

に伝統的建築物の保存や修復の面でもかなり有効ではな

り起こす作業が必要になってきます。特に若者は、まず

いかと、いま ODAに話をしようと考えています。

自分の中の欲求に気づく教育が必要だと思っています。

田中●たとえば、サグラダファミリアの建設に、いま

古市●基本的には全員持っているのでしょうけれど。つ

3D スキャンの技術が投入されるようになってきて、そ

まり全員がデザイナーになれるということですね。

のような使われ方は意味があるような気がします。残念

田中●全員がデザイナーになったときに、今までデザイ

ながら、ガウディの描いた装飾をつくれる職人も減って
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特集

あったり、何かひとつのキーコンセプトや主張、イズム

す。この技術の奇妙さはそこにあって、モダンなのかプ

で切り取るのではなくて、常に対立概念や補概念のよう

レモダンなのかポストモダンなのか、複雑な折衷形態な

なもののバランスで動的に調整されるのです。これが面

のです。ここに見られる、過去と未来を等価に並べ、異

白いのですね。

質なものを共存させ同居させてしまう野生的な行動力こ
そが、
「ハイブリッドな創造性」というべき新しさの根源
ではないかと思っています。先ほどの 3Kの問題にして

ファブラボで実現可能なことは？

も、人のやることを無くすのではなくて、その半分を機

古市●テレビなどでは、超高層も 3D プリンターででき

械やツールでエンハンスすることで、今までとは違う創

てしまうというような大げさな話が出ていますが、いか

造性をつくっていくことなのです。あるひとつの純化さ

がでしょうか。

れた思想というよりも、むしろ雑食性。既存の概念や線

田中●建築の分野でそういう話が多いですよね。たとえ

引きの組み換えなのだと思います。

ば砂漠や月面のような人間が行けないような極限環境で、

古市●そこが魅力なのではないでしょうかね。

3D プリンターで家一軒を出力してしまおうというよう

ライフスタイルの転換 ⓲
——

いるので、その分をデジタル技術で補おうということで

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

Solar Fab House
スペイン・バルセロナのファブ
ラボで製作されたDIYの住宅。
太陽の軌道に合わせて配置され
たソーラーパネルで自家発電す
るようになっている。

な研究はたくさんあると思います。ただどうも、ひとつ
の場所で、ひとつの 3D プリンターで、ビルひとつをつ

二元論だから面白い

くると思ってしまいがちですが、それではインターネッ

古市●先月号の特集でインタビューした中国の建築家王

トにつながっていない時代のスタンドアローンのコン

澍（ワン・シュー）さんは、自分では絶対パソコンを使

ピューターの想像力とあまり変わりません。
「自律・分

わずに中国の伝統的な集落のつくり方を現代建築に取り

散」の想像力に欠けています。今や iPhoneがネットワー

入れています。でも、スタッフは全員デジタル人間で、

クにつながっていてどこにでも通信ができる時代です。

彼の考えをスタッフが具体化するときはデジタルなので

これからインターネットのひとつの端末として 3D プリ

す。まさしくハイテク＆トラディションです。

ンターが普及していけば、輸送コストを下げたり、複数

田中●そこの配合率というか、組み合わせ方にそれぞれ

の場所で同時に何かを出力したり、アジアと日本とアフ

の作家のオリジナリティが出るような時代になっている

リカで同時に同じ家を建てたり、そういう自立分散した

のかもしれません。

製造システムができることを、もう少し深めていきたい

いまファブラボの会議の中にも、アーツ・アンド・ク

と思います。

ラフト派と、3D プリンターによるモダニズム派と両極

古市●それには距離が長くなればなるほど有効かもしれ

がいます。モダニズム派は、コンピューターのアルゴリ

ませんね。たとえば、月に宇宙基地をつくる場合に、今

ズムで三次元の形を画面の中だけではなくて物質として

は莫大なコストやエネルギーをかけてロケットを打ち上

もどんどん作っています。それに対してファブラボの運

げて材料を運びましたが、現地に 3D プリンターを置い

て わざ

動に合わせて、もう一回、職人の手業を再発見しようと

て、月の石を加工しながらどんどんパーツができていく

いうコミュニティがあり、その両極がこのファブラボの

ことは現実的にありそうですね。

中に混ざっていて、これはなかなか面白い状況なのでそ

田中●来年、宇宙船に 3D プリンターを載せようという

のままにしています。いずれ分化していくのでしょうが、

計画がアメリカでありますが、それは行ってみるまで

世紀の初めの混沌とした時期には、こういう状態がある

宇宙で何が必要になるかわからないからなのです。事前

のではないでしょうか。

に何が必要か予測して宇宙船にいろいろ積み込むよりも、

技術が好きな人、3D プリンターなどの機械が好きな

3D プリンターはとても頑健なので、何が来るかわから

人、社会的な活動をしている人、コミュニティに関心が

ないという予測不可能性に備えるツールとしての使い方

ある人たちは必ずしも人格は一致しないので、そういう

もあるのです。

人たちがつながって、共同で運営をする場所としても

古市●月までいかなくても、日本でも相当不便で建設困

ファブラボはいいと思います。半分の側面はテクノロ

難な場所がありますから、建築に応用できますね。

ジー、半分の側面は社会やコミュニティなんですよ。

田中●建築で昔はアンビルドとか、架空の計画案として

古市●そこがユニークですよね。

描かれていたものが、ずいぶん実現されるようになった

田中●ファブは二元論なのです。陰と陽ではありません

という感じがします。また、まだインターネットのない

が、情報と物質であったり、頭脳と身体であったり、デ

時代に描かれた藤子不二雄の『ドラえもん』には、モノ

ジタルとアナログであったり、ローカルとグローバルで

に関わる未来技術の夢がたくさん描かれていますが、そ
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ファブラボ鎌倉
「結の蔵」という名称の秋田県
から移築した元酒蔵で活動をし
ている。
子どもから高齢者まで一緒に、
ものづくりを楽しむ。

れらが 3D プリンターやスキャナーなどを使って実現可

古市●ファブラボに関わるようになったのは、どのよう

能なものになってきたのです。

ないきさつなのでしょうか。

もちろん建設 施工の部分での 3D プリンターは、あっ

（マサチューセッツ工科大学）
田中●創設したのは、MIT

て良いものですが、僕はもう少し、既存の想像力では思

のニール・ガーシェンフェルド氏で、2005 年くらいに、私

いつかないような、あっと驚く概念的転回を仕掛けてみ

のやってきたことを実にクリアに説明する
『 FAB』という彼

たいと思います。たとえば
「3D プリンターで 3D プリンター

の著書を読んでとてもシンクロ感を感じ、直接会いに行き

をつくる」とか「住宅が 3D プリンターになる」などです。

ました。それからずっと一緒にこの活動をやっています。

古市●住まい方の提案やあるいは建築の様式やデザイン
までをこれを利用しながらつくれると面白いですね。
田中●生活や働き方も考えたいですよね。月面や砂漠、

分野を横断した研究

海の中、森などの極限建築もひとつありますが、もう一

古市●いま大学ではどういったことをされていますか。

方で、都市型建築でも、将来各家庭に 3D プリンターが

田中●慶應の湘南藤沢キャンパスの中に 5 年前に創設さ

入ったときに、住宅の設計から住まい方そのものが革新

れた「x-DESIGN」というコースがありまして、私はそ

的に変わるのではないかという感じがしていまして、その

こで教育と研究をしています。それは、領域を横断する

ようなライフスタイルの提案もしてみたいと思っています。

ことを前提としたデザインの理論の確立を目指している
研究組織でして、ファッション、音楽、プロダクト、イ

ファブラボに至るまで

●

ています。その中の一人として、私は最初は若干建築寄

古市●田中さんはこの研究に到達するまでに、どのよう

りでしたが、いまはもう少し領域を横断して、このファ

なことをやられていたのですか。

ブリケーションがもたらすデザインの理論をつくること

田中●僕は京都大学で木造建築や高次元幾何学を勉強

に重きを置いた研究活動をしています。

していました。建築家になることよりも、いかに過去の木

古市●分野を横断した研究というところがとても面白い

造建築、神社とか仏閣のつくられ方がエコであったかに

ですね。大学では地域と一緒に何か活動されているので

興味があったのです。それが大学時代の研究で、そのあ

しょうか。

とはバックミンスター・フラーの研究などをしていました。

田中●横浜市と一緒にこれから「FAB CITY 計画」とい

また、それと同時に、コンピューターで設計を支援す

うものを作っていこうと考えています。アメリカ、スペ

ることにも関心がありました。ちょうど僕が学生時代

イン、ロシアなどでは、地域に 1 つファブラボをつくる

だった 90 年代後半は、三次元 CADが出始めて、製図板

ことが政策にあります。それを日本でも、まずはモデル

が全部コンピューターに変わっていく時代だったのです。

ケースとして横浜でやってみようと、今学期はそのプラ

その中で、コンピューター上で三次元 CADの開発のよ

ンを練ることをやります。

うなことをやっていました。

古市●横浜としては、
「FAB CITY」として将来的にア

そんなとき、渡辺誠先生の事務所で、地下鉄大江戸線

008

ンタラクションの研究者など、9 人の教員で一緒にやっ

ピールしていく戦略もあるわけですね。

飯田橋駅を設計するのにコンピューターアルゴリズムを

田中●横浜には、ファブラボ関内があり、また今日来て

活用されていると聞き、部分的に参加させていただきま

いただいたこの場所は慶應大学の外部研究室
「ソーシャル

した。その頃に、コンピューターの画面上では自由な造

ファブリケーションセンター横浜」です。ほかにも、図書

形ができるのですが、現場へ行くと、それをモノに落と

館や小学校に 3D プリンターを入れる提案、病院に導入す

してコンストラクションする技術がまったくと言ってい

る計画など、いろいろなところに動きが広がってきています。

いほど追いついていないことも知りました。画面の中の

古市●このあいだのファブラボ会議でも相当な人が集ま

コンピューターの技術と、それを形にすることとの間に

りましたね。

はものすごい距離があって、そのギャップがゆえに、現

田中●実は、最初につくったファブラボ鎌倉は、鎌倉

場の人にものすごく迷惑をかけていたわけです。

の築約 150 年の木造の酒蔵をお借りし、地域のコミュニ

その時から、3D プリンターに興味がありました。コ

ティに寄り添った活動から始めました。そこは今では

ンピューターの中で拡大された創造力を、そのまま物質

「まちづくり」
に繋がる多様な活動が行われるようになっ

に転写するにはどういう技術が必要かを考えて、2000 年

ています。では「まち」ではなく「都市」までスケール

頃から、私は 3D プリンターの調査などをしていました。

アップしても、ファブラボの本質を失わず、新しいイン

ただ当時はまだ使える代物ではなかったと思います。

フラやライフスタイルを提案できるか。次はその挑戦を
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ているので、それらをシャッフルするような別の切り口
の公共施設をつくるのがいいと思っています。ファブラ
ボで地域のいろいろな関係が編み直されるのは、うまく
いっていると感じています。

田中●ファブラボではアジアやアフリカの周縁国のほう
が元気に活動している例が多くて、それは日本にも当て
はまるかもしれません。たとえば 東京よりも北海道とか

議論＋つくることで新しいアイディアを生みだす

沖縄とかのほうが、資源がふんだんにありますから、そ

古市●ファブラボでは、皆で話し合いながら、
「じゃあ、次

れこそ独自の工作機械をつくることで、一挙にものすごく

はこれをつくってみよう」という感じになっていくのですか。

面白い建築や街が建ち上がるかもしれません。そのよう

田中●アイディアが新鮮なうちに、ひとつ触れることの

な意味では、東京よりも周縁から、むしろ新しいイノベー

できるプロトタイプをつくって、またそこからアイディ

ションが起こり得るのです。それはそれで今までとは違っ

アがどんどん進化していくことをやりたいのです。模型

た層の人たちがすごく元気になるかもしれません。

をつくって考えるのは建築事務所では当たり前のことな

古市●特に最近、盛んに地方の時代だと強くいわれ始め

のですよね。普通、コミュニティセンターに人が集まる

ています。地方の方が東京に比べると伝統や風土、価値

と、井戸端会議だけで終わってしまうのですが、そこに

観に個性があります。ファブラボを活かすには、むしろ地

モノをつくるという要素を入れることで広がります。モ

方のほうが可能性がありそうですね。

ノをつくっていると、会話がなくて無言でも居づらくな

地方で積極的にまちおこしをしようとしているところ

いというのもありますね。

などは、情熱を持った人たちが結構集まってきています

古市●つくっているときは夢中になって、みんな黙りま

から、こういう話に割と飛びつきそうですね。

すよね。

田中●そうですね。大分や、山口、金沢、札幌などの自

田中●ファブラボは「異質な人」と出会うための場所な

治体が非常に興味を持って、全国でこのような動きがい

のです。エンジニアも、デザイナーも、アーティスト

ま広がり始めています。まだ実現するか分からないので

も、大学の研究者も、そして市民も来ます。目的は「つ

すが、たとえば小学校の図工室を週末一般市民に開放し

くる」こと。そこから、分かれていたものを結び付け直

たり、週 1 日だったら町工場でもアドバイス付きで工作

すことだったり、人間の創造性を回復することだったり、

ができますというようになってくるとおもしろい。今ま

一人ひとりが内からの自発性と内発性を獲得することな

で閉鎖してきた、いろいろなつくる施設やリソースを市

どが始まります。そして大切なことは、未知の技術の前

民に開放した場合に、地域全体の創造性を「全体最適」

では、誰もが等価だということです。デジタルファブリ

でどこまで高め、地産地消でどこまで循環させられるか。

ケーションは、新大陸発見のようなものですから。全員

そうした新しい発想の都市づくりの指標をつくりたいと

が同じスタートラインなのです。

思っています。

古市●僕が学生時代の 1970 年くらいにコンピューター

古市●まちづくりで一番大事なことは、やはり人と人が

が出てきて、まだこの部屋くらいの大きさでしたが、い

つながっていくことではないでしょうか。だからこの

ま か ら 考 え る と 大 し た 作 業 も で き な い。 で も、 コ ン

ファブラボが非常に大きな可能性を含んでいると期待し

ピューターが何十回もの計算をわずか数秒でやるのは、

ています。誰でもデザイナーになれる、何かやってみよ

当時としては驚異的でした。そこから、将来はこうなる

う、そしてそこに地域性を加えて、そこから地域の復活

だろうかとみんなが夢を語り、議論をしました。今日は

を考えてみるきっかけとして非常に大きなツールになる

当時のことを思い出しました。そういう意味でも若い人

のではないかという気がします。

たちがファブラボが持つ未来への可能性を議論し、新し

田中●ファブラボ鎌倉は 2 歳の子どもから 75 歳の高齢

いアイディアをどんどんつくり出してほしいですね。

の方まで来るんです。ものづくりは世代を超えますから。

田中●そうですね。建築でいうと、ローカルテクノロ

古市●それがとても大事ですね。

ジーに対するリスペクトと、コンピューターのデジタル

田中●新しいタイプの市民施設やコミュニティ施設をつ

文化の中で育ってきた若者の感性の高いレベルでの融合

くることはいいことだと思います。最近の若者はネット

が起こると面白いでしょうね。

で調べられるので図書館に行かないし、児童会館は子供

古市●今日は刺激的なお話をうかがうことができました。

が対象だったり、公民館は高齢者ばかりになっていたり、
公共施設が利用者のターゲットを絞ってだんだん分化し

ライフスタイルの転換 ⓲
——

まちづくりのツールに

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

したいと考えているところなのです。

年には「ファブラボ鎌倉」を設立。2012 年には慶應義塾大学 SFCに「ソー
シャルファブリケーションラボ」を設立しラボ代表を務める。
近著に『FabLife−デジタルファブリケーションから生まれる「つくりか
たの未来」』
（オライリー・ジャパン）、
『Fab−パーソナルコンピュータから
パーソナルファブリケーションへ』
（監修、オライリー・ジャパン）、
『オー
プンデザイン—参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』
（監訳、オ
ライリー・ジャパン）
、
『FABに何が可能か—
「つくりながら生きる、21 世紀
の野生の思考」
』
（共著、フィルムアート社 ) 等。

特集

田中浩也（たなか ひろや）慶應義塾大学環境情報学部准教授

1975 年北海道札幌市生まれ。京都大学総合人間学部卒業、同大学院人間
環境学研究科修了。東京大学工学研究科（社会基盤工学専攻）博士課程修了。
博士（工学）。2005 年より慶應義塾大学環境情報学部専任講師、2008 年よ
り同准教授。2010 年にはマサチューセッツ大学建築学部客員研究員を務
める。
経済産業省「未踏ソフトウェア開発支援事業」スーパークリエイター／天
才プログラマー賞、日本グッドデザイン賞新領域部門など受賞多数。市民
包摂型ものづくり施設「ファブラボ」の日本における発起人であり、2011

ありがとうございました。
（2013 年 10 月 1 日 「ソーシャルファブリケーション横浜」にて収録）
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新国立競技場案を
神宮外苑の歴史的文脈の
中で考える
パネリスト：槇

文彦（建築家・槇総合計画事務所）
陣内秀信（建築史家・法政大学教授）
宮台真司（社会学者・首都大学東京教授）
大野秀敏（建築家・都市計画家・東京大学大学院教授）

司会：古市徹雄（『JIA MAGAZINE』編集長・建築家・千葉工業大学教授）
進行：元倉真琴（建築家・東京藝術大学教授）
主催：新国立競技場を考えるシンポジウム実行委員会
元倉真琴 大野秀敏 中村勉 山本圭介 古市徹雄
後援：（公社）日本建築家協会、
（一社）東京建築士会
協賛：NPO 法人建築家教育推進機構

『JIA MAGAZINE』295（8 月）号に掲載された槇文彦氏の論考「新
国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」は大きな反
響を呼びました。それは JIA 会員の間だけでなく、SNSを通じて
徐々に広がり、その後新聞そのほかのメディアでも取り上げられ、
社会問題へと発展しています。
10 月 11 日、この論考を受けたシンポジウムが日本青年館中ホー
ルで開かれました。今号ではその模様を紹介します。

の歴史的文脈の中で考える」が載った

（この記録はシンポジウム全体の記録ではなく、編集部により抜粋編集したものです）

『JIA MAGAZINE』が発行された 8 月 15

新国立競技場 何が問題なのか
槇 文彦
エッセイ「新国立競技場案を神宮外苑

日の時点では、まだ日本でオリンピック
当初このシンポジウムは建築家会館ホールで開催する予定でし

が開催されるかどうかわかりませんでし

たが、あまりの反響の大きさに、多数の参加者が集まると見込ま

た。自分の 80 年間の人生の中で、これ

れ、数日前に会場が日本青年館中ホールに変更されました。6 時

だけ書いたものが共感を持って迎えられ

開演の 1 時間前には、すでに参加希望者の長蛇の列ができ、立ち

たのは、おそらく初めてのことです。

見の参加者も多く出ました。会場に入りきれなかった参加希望者

25 年前に私は、今回の敷地のすぐ近くに東京体育館をつくりま

のために建築家会館にも 2 箇所モニター会場が設けられましたが、

した。その際は非常に厳しい環境規制があり、できるだけ環境に

それでも全員が入ることができないほどで、これは、いかに関心

優しいものをつくろうとしました。ここは風致地区第 1 号になっ

が大きかったかを物語っています。

た場所ですし、この周辺は、東京でも歴史のある非常に緑地の多

シンポジウムは全体進行を務めた「新国立競技場を考えるシン

い箇所です。そんな場所に建つ新国立競技場のコンペ案を最初に

ポジウム実行委員会」委員長の元倉真琴氏の挨拶から始まりまし

見たときに、好きとか嫌いを超えて、その巨大さに非常に驚愕し

た。
『JIA MAGAZINE』295 号の論考を重要な問題提起として受け

ました。しかし、これは建築家が意図して大きくしたものではな

止め、より深めたいという考えで、有志によって企画されたもの

くて、そのようなプログラムだったからだと考えられます。

というシンポジウムの趣旨を語りました。そしてこれは特定の人

◦面積の比較

の責任を糾弾したり、対立の構図をはっきりさせて反対運動をす

ロンドン、アテネ、シド

る目的ではなく、あくまでも槇文彦氏の論考に記された問題を深

ニー、現在の国立競技場で

めることを通して、これから先の問題を解決する方法を前向きに

は多いところで 8 万人を収

議論するために設けたステージであることを強調しました。

容、延床面積は約 10 万㎡、

槇氏の論考には、景観、場所と歴史、計画のプログラム、公共

東京ドームでも 11 万 6 千㎡

施設と私たちの社会、安全、建築の設計のコンペについてなどの

です。ところが、新国立競

さまざまなテーマについて問題提起がされています。

技場はその約 3 倍の床面積

最初に 4 人のパネリストがそれぞれ約 20 分のプレゼンテーショ

で約 14 万㎡の国際フォー

ンを行い、その後パネルディスカッション、質疑応答が行われま

ラムの 2 倍、国立新美術館

した。シンポジウムの司会は古市徹雄『JIA MAGAZINE』編集長

で約 4 万㎡、比較すると、いかに巨大なのかがわかります。とこ

が務めました。

ろが、敷地は決して大きくなく、シドニーの約半分です。

プレゼンテーションでは、まず槇氏が改めてこの新国立競技場

◦高さ・ボリュームの比較

案の問題点について話し、つづいて陣内秀信氏が明治神宮内苑・

高さは 75m。銀座通りに建つ建物の上限 60mよりさらに 4 層分

外苑の場所のもつ意味、歴史環境文化面について、宮台真司氏が

高いのです。北京の「鳥の巣」は、高さは新国立競技場案より少

社会学の観点、民主主義の視点から、大野秀敏氏が都市計画の視

し低いのですが、敷地は新国立競技場の倍以上あり、十分な広場

点で安全性も含めて話しました。

を取っています。
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仮に道路際に直接建った場合、75m 立ち上がった脇を、毎日、

このように重要な景観の問題があるのにもかかわらず、外観は

学校へ通う子供、ジョギングをする人、新聞配達の人、電車、車

上から見たパース 1 枚だけで模型は求められていません。我々は

が通る…そのような現実を考えないといけません。

この規模の仕事をする場合、必ず模型をつくります。今回、配置

◦プログラムの比較

断面図は必要でしたが、1/2,000 という小さなもので、立面図は求

ロンドン、シドニー、アテネの床面積は約 10 万㎡ですが、新国
立競技場は、競技場・観客席・その他の関係施設ですでに 16 万㎡
あります。メディア・ホスピタリティ・スポーツ振興などに約 5

められていません。
◦コンペ参加要件
コンペに参加できたのは、ある賞をもらった人、15,000 人以上

万㎡、サポート施設と地下駐車場で 6 万㎡。競技場の半分近くが、

収容のスタジアムの設計経験がある人、とあります。似たような

これらに費やされていますが、敷地が狭いために多くのサポート

施設を設計した経験がある人というのはコンペではよくある条件

施設を地下に入れなければなりません。東京都体育館にあるレ

です。でもメダルをもらった人に特権を与えると、ほとんどの建

ストランは約 200 ㎡です。で

築家が該当しません。どうしてこのような条件にしたのか、説明

も新国立競技場のプログラム

もありません。シドニーオペラハウスもポンピドーセンターも当

ではホスピタリティの面積が

時ほとんど無名の建築家が入賞しました。有名な建築家に特典を

25,000 ㎡、 約 100 倍 で す。 ど

与えるのはどうなのでしょうか。

うしてそんな規模の施設が必

またこのコンペの特殊なことは、設計者ではなくて、監修者を

要なのか一切説明がありませ

選んでいることです。その監修者と実際に設計を行う人との上下

ん。それが今回の大きな問題

関係はどうなっているのか、それも不明です。

です。
◦コンペ提出図面

神宮外苑の場所が持つ意味
—歴史・環境・文化の視点から—
陣内秀信

このように、応募者の条件やプログラムを見てみても、非常に
粗雑なコンペだったと言わざるを得ません。
がらも市民に開かれた場所になりました。早
い段階から運動熱が高まっていたので、ス
ポーツ施設を入れることになりました。明治
ほうさんかい

神宮外苑は民間の奉賛会という団体が寄付金

神宮の広大な森は今から約 90 年前に人の手によってつくられた

を集めてつくっていますので、その会の意向

ものです。ここには、もともと代々木御料地と青山練兵場があり、

が非常に大事です。奉賛会はスポーツ施設を

それを国の土地にして 1912 年に博覧会を開くことが予定されて

つくっていくことを認めますが、とても景観に配慮して設計され

いました。御料地の方は曲線的な東洋風に、練兵場だった方は幾

ていることがよくわかります。

何学的な西洋風に考えられましたが都合で中止になり、明治天皇

そしてのちにここは、市民のための運動場も一緒になった街に

が亡くなられたのちに御料地のほうが内苑、青山練兵場のほうが

なりました。今でもしゃれたレストランもありますし、多くの人

外苑になり裏参道で結ばれます。

たちが利用し寛いでいます。

建築家の岡田新一さんが 5 ～ 6 年かけてランドスケープ、歴史、

絵画館は 2011 年に重要文化財になりました。風致地区である

建築、都市計画の専門家を集めて皇居の周りから明治神宮（内苑）

上に重要文化財の至近にあのような巨大なものをつくることは、

まで約 7kmの少し広い範囲で、本格的に景観を考えてつくってい

成熟した社会において考えられません。当時も施設の計画が大き

く面白いプロジェクトを打ち立てて、いろいろなことを提案され

すぎると反対する伊東忠太の手紙が保管されています。その議論

ました。

は、伊東忠太の時代からあったのです。

高台の外苑と内苑の間には谷があって、その上に新宿御苑があ

丹下健三さんは代々木競技場をつくられた際、アーバニストと

り、渋谷川も流れているといった、東京のデコボコ地形が今注目

しての本領を発揮され、軸線やまわりの聖なる場所との関係を反

されています。地勢・地形・地質・川の流れ・緑の分布などを全

映しながら設計されました。明治神宮をリスペクトしてアーバン

体として見直して、それらを活かした土地利用や施設の配置を考

デザインや配置を考えていたと思われます。

える絶好のチャンスではないでしょうか。

内苑と外苑を結ぶ非常に重要な裏参道は、大正 15 年に日本初の

明治神宮の研究者・今泉宜子さんの著書『明治神宮—
「伝統」を

風致地区になっていたのにもかかわらず、東京オリンピックの時

創った大プロジェクト』
（新潮選書、2013 年）には、明治天皇が亡

に高速道路が通り渋谷川も暗渠になりました。日本橋川の水辺を

くなってから大正から昭和にかけて、あらゆる分野の専門家が集

奪っただけでなく、緑地も奪ってしまったのです。

まって、国家プロジェクトとして外苑・内苑ができたことが、オ

今回、同じことを繰り

リジナルな資料に基づいて調査し書かれています。専門家たちは、

返さないように、槇先生

林学はドイツに、都市計画はフランス・アメリカというように海

の論考が建築や都市空間

外に学び、いろいろなことを提案し論争をオープンにしていまし

をつくるうえで大きな問

た。それを市民もおもしろがっていたそうで、それはとても大切

題提起になり、それが市

なことだと思います。

民のサポートを得て、案

おりしもよしのぶ

外苑は最終的に公園の専門家・折下吉延の提案が採用され、現
在の 4 列のブールバールのようなイチョウ並木道、正面に聖徳記

を変えていけるように
願っています。

念絵画館が完成し、自然と歴史が一体になった明治天皇を讃えな
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環境倫理学の最前線と民主主義
宮台真司

える自立した共同体が必要です。国家や巨大
電力会社に依存しない自立した共同体、それ
と対極なのが依存的な共同体です。依存的
共同体は必ず依存的な個人を大量生産します。

前半に日本では話題にならない環境倫理学の話をして、環境問
題を考えるどのような社会的枠組があるのかを紹介します。
環境倫理学はピーター・シンガーの功利主義、トム・レーガン
の義務論を経て、いま、ベアード・キャリコットの全体論に変化
してきています。これは環境自体を一つの生き物として扱おうと

なぜなら依存的共同体は、国家に敵対する個
人を、必ずつぶしにかかるからです。依存的
な個人は、民主主義がたとえ制度として存在しても、実際には民
主主義をでたらめに機能させます。
民主主義の本質は多数派政治ではなく〈参加〉と〈包摂〉です。

いう考え方です。それは人間中心主義に対する批判であり、生き

〈参加〉によって〈巨大なフィクションの繭〉を破壊します。巨大

物としての環境にとって、自然であれば開発してもよい、不自然

な施設が建設される場合は、ダムであれ何であれ、地域社会の分

であれば NGであると提唱しているのです。

断を背景に生じますが、
〈包摂〉によって〈地域共同体の分断〉を克

それでは自然か不自然かはどのようにして決まるのでしょうか。

服します。

人間や動物のライフスパンは短い。それに対して環境という生き

〈参加〉と
〈包摂〉に向けた実践の一つが住民投票です。投票に

物のライフスパンは長い。もし人間のスパンで開発してしまえ

先立つワークショップや公開討論会を通じて、本当のことに知るた

ば、生き物としての環境は死滅してしまいます。そうすると人々

めの
〈参加〉と、我々意識を取り戻すための
〈包摂〉を調達します。

のニーズを尊重することによって環境を破壊することにつながり、

新国立競技場の粗雑なコンペのプログラムは、災害時の安全を

人間の尊厳自体が破壊されることに陥る可能性が出て来るのです。

保証できるものなのか、維持管理コストはどうなのか、といった

僕は槇先生がずっと取り組んでこられた代官山のまちづくりに

問題が存在しないことのように無視しますが、それが〈フィクショ

関わっています。代官山の七曲がりという場所に巨大な木があっ

ンの繭〉なのです。今日のような公開討論会やワークショップを

て、葉っぱが落ちて掃除が大変だし、日照も悪いから切り倒して

通じて、東京に住んでいることで何をシェアしているのかを確認

ほしいという要望が住民からありました。それに対して切り倒す

し、僕たちはまさしく僕たちであることを確認していくことにな

のは良くないと考えた人たちが、七曲がりがどういう場所で、生

ります。

き物としての代官山にとって木がどんな意味を持つか、生き物と

オリンピックのあとに東京がどんな街になることを僕たちは望

しての全体性があるから代官山に住みたいのではないかと説得し、

むのか、浅薄なニーズに寄りかかることなく僕たち自身の尊厳を

木は残りました。集合的営みが与える気づきを通じて各人がニー

考えていく必要があります。そのような活動を通じれば、東京オ

ズを変えるのが、本来の〈知識社会的な民主主義〉です。

リンピックを通じて僕たちは僕たちを取り戻すための帝都大改造

民主主義が健全に機能するためには、自立した個人とそれを支

都市計画の視点から
大野秀敏

ができるかもしれません。

20 世紀の日本は名所をつくらずに商業施設ば
かりをつくってきました。世界の大都市では
お金を払わなくても楽しめる立派で壮大な建
築やオープンスペースがあり、それは時間の

日本では都市計画の役割は、規制を定めるものだとされている

なかで蓄積します。その配慮が日本には足り

ところがあります。本来はたくさんの人が集まる都市で、異質な

ていなかったのではないでしょうか。日本は

権力と利益を調整しながら、いかに未来の住む場所をつくってい

明治以降西洋をお手本にすることを決めたので、建築の様式も空

くのかという技術のはずです。それが日本では機能していません。

間づくりもいろいろなものが混在しています。それが東京の多様

本当の都市計画を考えなければなりません。スポーツ施設として

性の源泉になっています。国宝東大寺三月堂と重文の日本橋高島

欲しい施設を集めたら、車庫に入らないスーパーカーができてし

屋を見ると、それぞれ異なる時代に増築されていますが、次の時

まった。そんな感じなのです。

代が前の時代とどう対話するのか、よく考えられたすぐれた建築

加速的に社会が発展していた 1964 年のオリンピックの時は、
東京を大改造してそれで成功しましたが、今後はどうなっていく
のでしょうか。だんだん人口も減少し活動量も鈍ってくるときに
同じことをやってどうなるのでしょうか。

です。このように都市のつくり方も時代を隔てながら、考えてい
かなければいけません。
槇先生が新国立競技場の当選案を見て、これは問題だと瞬時に
判断されスピーディーに反応されたことが素晴らしいと思いまし

安全の問題を考えてみます。いま計画案のボリュームを敷地に

た。専門家、その中でもとくに関わりを持った専門家は同じ専門

当てはめてみると余裕がありません。オリンピックに限らず、そ

家と比べても見通しの距離がちがいます。その責任感を強く自覚

の後に行われるイベントの最中に大地震が来ることも当然想定し

されたことに敬意を表するとともに、専門家のあるべき姿を感じ

て、人が外部に逃げられなければなりません。今後この施設がこ

ました。市民社会がどう

こにあり続けるための基礎条件がどのくらい考えられているのか、

あるべきかを雄弁に語ら

またここは都心ですが、公共交通をはじめとして充実した都市施

れてきた槇先生が市民と

設をどのくらい活用することが織り込まれているのか、それらが

して異議申し立てをされ

よくわかりません。

た点を重く受け止めたい

日本の都市は、空地を食いつぶして発展してきたといえます。
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と思います。

ディスカッション
もっと関心を持つことが必要
古市●皆様のプレゼンテーションをうけて議論を進めていきたいと
思います。槇先生、皆さんのお話をうかがって何かございますか。
槇 ●コンペの発表の仕方に、ある種の
情報操作があったのではないかと疑念を
持ってしまいます。なぜなら当選案を表
す 1 枚の絵しかなくて、メディアも同じ

たが、法規や制度としてはつくることは可能なのでしょうか。

絵をいつも出しています。

陣内●コンペに応募された方たちが、この場所の重要性について

なぜあの場所にあの大きなものを建て

の知識をもっていたか、もしくは説明を受けていたのか、疑問で

ることにしたのか、またコンペのルール

す。

について一切説明がない。それについて「おかしいじゃないか？」

槇 ●コンペの要項には書いていないですね。

という気持ちを皆さんが持っていたから、ある種の共感が得られ

陣内●そこがすごく変です。ヨーロッパ、アメリカで建物を建て

たのだと思います。今後の進行について、明快な説明をしてもら

替えるときや、大がかりな改修するときは、その土地のもつ歴史

うために、私たちもかなり考えていかないといけません。

的・文脈的背景をスタディした上で設計案を出して許可をもら

他の国が歴史的に建築に対して意見を持ち、どうしたらいい街

います。こんなに大規模で公共性の高い、そして重要な国家プ

ができるのか考えてきたことに対して、私たちは基礎的なことを

ロジェクトなのです。敷地にこれほどすごい歴史があることは、

知らなすぎます。これを機会に建築や都市について、もっと真剣

ちょっと勉強すればすぐにわかります。ここは専門家と市民が一

に考えてほしいと思います。

緒に勉強できる格好の例だと思います。そうやって勉強すれば、

古市● JIAにも若い者は何をやっているのだとたくさん意見がき

この場所が全然違って見えてきます。明治天皇のゆかりの地であ

ました。メタボリズムの時代は活発に議論したものです。でも最

ることも、歩くと説明書きが書いてあります。ここに高さ 70mの

近はそうできない雰囲気が蔓延しているような気がするのです。

ものが建つとは、普通考えられません。おそらく設計された本人

宮台●専門家が専門家でない人に知識をシェアしてくれること

にはそのような情報が与えられなかったのではないでしょうか。

はとても大切で、社会学ではそれを〈科学の民主化〉といいます。

重要文化財は東京都内にもたくさんあります。文京区にある重
あかがね

今後はグローバル化によって、歴史は未経験のゾーンに入って変

要文化財、 銅 御殿の隣に高層マンションが建つことになったの

わっていきますが、住民が自分たちで自分たちの環境をどうして

ですが、結局今の日本の制度は総合性がないために法律的に抑え

いきたいかという〈価値〉が重要になります。それは専門家のも

られないのです。

つ専門性を越えたことです。自分たちの住んでいる地域がどんな

たとえば代官山に住んでいる方たちは、代官山という都市の魅

生き物なのか、実は専門家にはわからなくて住民がいちばんよく

力や価値、地形や植生、そして同潤会アパートのことなどもみん

わかっているはずですが、普段は気がつきません。ワークショッ

な知っていて愛していると思います。それが地域や都市をつくる

プや公開討論会などで、自分たちが何をシェアしているのかを確

ベースにならなければならないのですが、建築家と都市計画家の

認していく作業を通じて気づいていくんです。そのプロセスを通

間にも大きな溝があって一緒にならない、だから銅御殿の問題も

じて初めて専門家と住民との幸せなジョイントができるようにな

起きたのだと思います。
絵画館は重要文化財であるうえに、昭和 45 年には内苑・外苑の

るのです。
地質学会の見解では地球全体が地殻変動の活動期に入ったとの
ことですから、これまでの 100 年間の経験が役に立たなくなるか

敷地全部が第二種風致地区になったのです。そのように守るべき
枠組があったはずなのに、いつの間にかこうなってしまった。

もしれません。そこには社会学でいう〈未規定なリスク〉も高ま

市民性をキャッチしながら横につながって都市をつくり歴史的

るはずです。それは予測不能・計測不能・収拾不能なリスクのこ

に次代に伝えていくこと、それがあまりにも日本にはありません。

とですが、誰も責任を取れないので、できるだけ専門的な知識を

今泉さんの本を読むと、伊東忠太、佐野利器、造園の先生、林学

みんなでシェアして、どうするかを自分たちで考えていくことが

の先生、都市計画の先生、あらゆるジャンルの専門家が共通の場

必要です。こういう社会では〈科学の民主化〉を通じて専門家と

で真剣に議論しています。

一緒に、知識と価値をうまくミックスして将来をつくり出すこと

槇 ●おそらく岸田日出刀先生は先人たちのそのような努力を目

になります。

撃されているので、ずっとそのようなスタンスをとられたのでは

としかた

ないかと思います。ですから我々は先人のやったことや言ったこ
いろいろな分野の専門家が検討を
古市●現在、絵画館通りは東京でも有数の美

むろ

とを記憶の室に生かしていかなければなりません。そこに断絶が
あってはならないのです。

しい場所です。もしこの新国立競技場が建つ
とどうなるか、空間のチェックを誰もしな

アーバンデザインのマナーをつくる

かったのでしょうか。しかも絵画館は重要文

古市●この場所につくるかつくらないかという判断もあったので

化財です。この近くにあんな巨大な建築をつ

すよね。この敷地は歴史的に見ても地形からしても、東京でも

くるなんてと陣内先生はおっしゃっていまし

もっとも難しい敷地なのではないでしょうか。シドニーオペラハ
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シンポジウム

ウスのように、東京湾上にシンボルのようにつくるという選択も
あったかもしれません。
現在の国立競技場の照明灯が高さ 60mです。外苑のなかでは相
当の高さですが、新国立競技場は全体が高さ 70mで、それよりさ

らないと思います。我々の努力も足りなかったのかもしれません

らに 10m 高いのです。小石川後楽園の横に東京ドームができて、

が、我々とスポーツ関係者の間にいる人たちの考えも大事だと思

庭園内からドームが見え非常に不思議な風景です。その違和感が

います。

ここでまた起きるわけです。
大野●東京ドームの 2.5 倍の高さですからね。

いまの日本にふさわしい施設とは

古市●大野先生、アーバンデザインの観点からもう少しお話をお

古市●規模が大きくなるほど維持・管理費がかかってきます。こ

願いします。

の施設は建設されるとおそらく半世紀、最低 50 年は建ち続けるわ

大野●建築に対する知識についてお話しします。今朝 J-WAVEの

けです。いま予算が 1300 億円ですが、50 年～ 60 年のスパンで考

取材がありました。その際に「去年の秋に決まって、それはもう

えますと、メンテナンスに莫大な費用がかかります。

既成事実ではないですか」と言われたのです。大きな施設ですと

大野●それは建設費と同額くらいかかるのではないでしょうか。

当然設計者選定をして、プログラムが完全に決まっていない時は、

私がいま都市計画で何をやっているのかというと、これから日

プログラムを練りながら進んでいく。国によっては、政権が変

本の社会が縮小していく中で、新しい時代の都市概念を作ること

わったらそのコンペ自体が存在しなくなってしまう場合もありま

をやっています。これは自治体でも常識になり始めていますし、

す。そのことは一般の方もメディアの方々もあまりご存じないよ

いろんな議論も起こっています。丹下先生の代々木競技場が高度

うです。このような完成案のパースができていると、設計がある

成長のモニュメントとして素晴らしかったように、この新国立競

程度進んで、もう工事が始まるのではないかと理解されているか

技場は、次のオリンピックにおいて縮小・高齢化していく社会に

もしれませんね。基礎的な情報が伝わっていないとなかなか難し

ふさわしいもうひとつのモニュメントであるべきであろうと思い

いところがあります。

ます。そういう意味で維持費も含めていろいろな施設や設備を詰

（東京ドームが見える小石川後楽園の写真を見て）これは悲しい

め込んで経営上成り立つのかという疑問があります。

ことではありますが、東京では避けがたいことでもあります。東

陣内● 1964 年、私は高校時代でしたが、東京オリンピックに確

京はモザイク状になっていて、10 年 20 年ちがうと、全くちがった

かにわくわくして興奮しました。あの頃は発展＝幸せの形だった

タイプの建物がつくられることになります。今は歴史的建造物も

のです。でもあの頃は目標が見えていて、皆が頑張ると日本が発

評価されるようになってきましたが、我々の学生時代は、聖徳記

展し都市が立派になるという時代でした。その推進役にオリン

念館や上野の博物館は、ファシズム風の建築だといって誰も見向

ピックがなってくれました。その半面、環境や水辺を失ってし

きもしませんでした。ちょうど我々の世代が境目だったのかもし

まったこともありましたが。巡り巡って 2020 年のオリンピックは、

れません。

日本の社会事情、文化の成熟度がまったくちがいます。高齢化社

日本の近代建築のパイオニアである前川國男さんは、大学卒業

会を迎え人口も減っていく状況の中で、成熟した東京ならではの

後ル・コルビュジエのところに行き、帰国してのちに帝室博物館

素晴らしさはたくさんあるはずなのに、巨大でサステイナブルで

のコンペを近代建築で提出して落選しましたが、それはヨーロッ

はないもので東京をアピールするのはすこし変だと感じます。そ

パ風のボディに日本風の屋根が載っているような折衷建築に対し

こでもう一度、建築・都市計画・財界、そこにスポーツの主役の

てのアンチテーゼでした。その英雄談を聞いていた我々は、ヨー

人たちが混ざって、外苑の周りを広い意味でのマスタープランを

ロッパだったら田舎にしかないような、シンメトリーの建築を誰

つくって内苑や新宿御苑と結びつけることを考えていくことが必

もいいと思わなかった。でも時代が変わると、価値観が変わり評

要だと思います。

価されるようになる。そのような流動的な世界に私たちは生きて

ロンドンも成熟社会のなかでどのような良いオリンピックにし

いるのです。ですから軽率にそのときそのときで独断的に決める

ていくか、そこがかなり争点になって、結果的に良いオリンピッ

のではなく、いろいろな時代・考え方とすりあわせながらやって

クを実施して評価されたと報告されています。

いかないと、この街はよくなりません。前にやってきたものをお

宮台●そのためにも子孫が自分たちをどのように見るかという視

かしいと言って、すべてをやり替えることを繰り返したら、この

点が必要だと思います。個人のライフスパンを越えるものについ

街は成熟していきません。都市計画が必要なのはその部分なので

て、子孫のまなざしを通じて想像できるようになるからです。加

す。私たちの日本の街の特殊性を前提としたアーバンデザインの

えて、知識社会化したコミュニケーションを通じて、和の中にど

マナーをつくっていかないといけないのです。それはある範囲に

う洋を用いてバランスさせていくかを考えた先人たちを、私たち

限られた知識であって、なかなかスポーツ関連の方たちには分か

は今まさにリスペクトしながらお話をしています。ザハ案の新国
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立競技場をつくった我々が、子々孫々からリスペクトの対象にな
るでしょうか。絶対にあり得ないと僕は確信します。末代まで恥

質疑応答

をさらすようなあり得ない勘違いだと受け取られる可能性が高い

——神宮という歴史ある場所にスポーツ施設があることに疑問
を感じます。

と思います。
いま国際的には、スペースではなくてプレース、空間ではなく
て場所だという議論がなされています。それは量ではなくて質な
のです。それは専門家を含めて歴史的文脈を知らない外来者がわ
かるものではありません。つまり、当事者、東京に住む我々が、
熟議を通じて気づいていくことが大事だと考えられます。
日本の都市計画はアジアの一部と同じようにバラック的です。
浅草寺の仲見世通りは安全性の配慮でファサードが整えられてし

陣内●今ある国立競技場の土地は国に譲ったものなのです。そ
のことは明治神宮の中でも疑問があったそうです。ところが時
代の要請などもあり、条件をのんで国に譲られました。野球場
や他のスポーツ施設は明治神宮のもので、スケールも大変よく
考えられています。試合中大きな歓声が上がってもそれが容認
されている、非常に周りになじんだ施設です。
——新国立競技場に対して未来への期待もあります。あの場所
に新国立競技場を建設するのはふさわしくないというお話

まい大変つまらないものになってしまった。ところが直交する道

が出ましたが、東京が雑多であることが面白いという視点

の方は、昔ながらの出店が乱雑に並び親しみがあり魅力的です。

もあります。そのことについてはいかがでしょうか。

安全で整っていることで逆にアメニティが失われることがあるの

陣内●東京的なもの、日本的バラックなものの特殊性というお

です。そういうものを社会学で「感覚地理」と言ったりします。

話がありましたが、バラックにも統一性やスケールがあります。

それは実際に歩いて観測しないと分かりません。たとえば
ニュータウンはどうしてつまらないのか。空間ではなくて、場所
には、歩行者スケール、自転車スケール、車スケールがありま
す。代官山の路地は歩行者スケール、新興住宅地は自転車スケー
ル、多摩ニュータウンの新しい地区は完全に自動車スケールで、1
ブロックの一辺が 100m 以上あったりするのです。歩いてみると
わかりますが、風景がなかなか変わりません。巨大な建物の横を
歩くアメニティって何なのでしょう。そうしたことが都市計画で
参照されない現在の日本は、外来者に対しても、子々孫々に対し
ても、とても恥ずかしいと考えます。
陣内●建築、都市計画以外の方々に建築・都市の魅力をちゃんと
分かっていただきたい。芦原義信先生が『街並みの美学』を書か
れた時に、生意気な学生だった私たちにとっては、小難しくない

スケールの点から言っても今回の新国立競技場はとてもそれに
当て嵌まらない。東京は計画なきバラックのようにつくられて
きたという言葉に、だまされてはいけないと思います。
古市●この競技場に期待をしているのは私も一緒です。でもオ
リンピックで一時的に盛り上がって終わるのではなく、先人が
残した遺産を未来にどうやってつなげていくかを考えていきた
いですね。
——これからも不透明な情報の公開を求めていかなければなり
ませんが、その戦略についてどのように考えていますか。
槇

●それはわれわれも非常に懸念しています。だからこそメ

ディアの責任が非常に大きい。このシンポジウム後もできるだ
け我々が持っている疑問を質問することが必要です。その際個
人的に投げかけてもあまり効果がありません。メディアが根気
よく問いかけをしていくことが有効だと思います。メディアの

分かりやすすぎるタッチなので、あまり評価していない人もいた

方も同じ人間にではなく、色々な人に話を聞いてほしいですね。

ようですが、歳とともに分かってきました。芦原先生は、あれは

——今日のお話を一般の方たちに理解していただくためにどの

財界や政界の方々に分かっていただくために書いたとおっしゃっ
ていました。それは非常に重要な視点だと思います。でも日本で
全然そのことが改善されていません。今回、マスコミの方々がこ
れだけ関心を持ってくださったのは、とてもすごいことだと思い
ます。これは日本で絶好のチャンスと捉えて、日本の景観のあり
方、環境のあり方、場所のあり方を重視して、そういうことで東
京の魅力をアップして、世界の人々をもてなすことが非常に大事
なことではないでしょうか。

ようにすればいいとお考えでしょうか。
元倉●このシンポジウムは槇先生の論考が出てすぐに実行委員
会を立ち上げ企画しました。そして建築家だけでなく、社会一
般に解き放つ問題だと瞬時に考えました。その後、一般の新聞
にも取り上げられ、かなり社会的なものになりつつあります。
今日のシンポジウムを切っ掛けに、さらに社会的なものになっ
ていくだろうと期待していますし、我々も働きかけていかない
といけません。建築設計の団体は非常に責任が重いと思ってい
ます。団体の方たちは今日の議論を持ち帰って、この問題に対

東京ほど一体的に人工的な広い空間をつくった都市はありませ

して一緒に一つの答を出せるのかどうかやっていっていただき

ん。それを代表するのが、明治神宮であり内苑・外苑・新宿御

たいと思います。

めん で

苑・皇居です。照明デザイナーの面出薫さんが手掛けたプロジェ

——このシンポジウムで議論されたことを、東京都に働きかけ

クト「アカリウム」は本当に魅力的でした。東京の魅力を照明で

るのか、国交省に働きかけるのか、どのように展開される

デザインするのはライトアップではない、闇を感じさせる、ほん

ことを考えているのでしょうか。具体的にどういうことを

のり明るくさせるのが素晴らしい。明治神宮の湧水を源とする清
流が裏参道を抜けて渋谷川に至っている、原宿を水と緑の街にし
ようという夢ある構想も生まれています。そういう街を骨太につ
くっていける拠点だと思います。
古市●今日は、オリンピックはあくまでも契機で、それから先の
ビジョンをどのようにつくっていくか、それが大変重要なことだ
ということが、皆さんに共通するお話でした。それに対して専門
家がどのように関わっていくか、自立した個人、コミュニティが
どのように関わっていくか、それが非常に重要なことだと思います。
皆さん、どうもありがとうございました。

考えているのでしょうか。
大野●槇先生、そして我々実行委員のメンバーや、賛同してく
ださった方々で、今日出た意見を要約する形でまとめて、広く
報道機関などに読んでいただきたいと一つは考えています。も
う一つは実施される機関に、先ほどの情報公開の話も含めて再
検討していただくことをお願いするようなものをつくれればい
いと思っています。それをいつ出すかなど詳細は決まっていま
せんが、なるべく迅速に作業いたします。
槇文彦氏を代表とする「新国立競技場に関する要望書」発起人一同から、
11月7日文部科学大臣と東京都知事宛に、11月8日独立行政法人日本スポー
ツ振興センター理事長宛に、要望書及び意見書が提出された。
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先月号に続いて、元国際委員長の佐野吉彦氏に紹介していただく JIA の国際活動。
今回は ARCASIA（アジア建築家評議会）の取り組みと、JIA 国際化の展望について執筆していただきました。

The World Report
【海外レポート】

国際関係のなかでの JIA ❷
佐野吉彦（元国際委員長）
● ARCASIAの歴史

その 3

アジアのテーマ、ARCASIAの取り組み
●第 17 回 ARCASIA（アジア建築家評議会）フォーラム

さて、ARCASIAの歩みはインドやマレーシアほか 6 か国によっ
て設立が提唱された 1967 年に始まる。日本が加盟したのは新日
本建築家協会がスタートした以降の 1991 年で、その頃は EUの設

この 10 月初旬に、カトマンズでの「第 17 回 ARCASIA フォーラ

立（1992 年）があり、世界のなかでの地域ブロック化が進み始め

ム（隔年開催。その間の年に ARCASIA 大会が開催）＋第 34 回評

た時期。そのころから今日のような活気ある ARCASIAへの道程

議会」に出席した。カトマンズはヒマラヤの山並みと多くの寺院

は、当然ながらアジア諸国の興隆と並行してきた。アジアの国々

で知られるネパールの首都である。ネパールは 18 か国が加盟す

の国家形態はほとんど戦後に始まるので、若々しい勢いがあるの

る ARCASIA 諸 国 の

だ。現議長が力を入れる「社会的責任（Social Responsibility）委

なかでは富裕とは言

員会」は、こうした興隆の光と陰の中にある社会問題と向き合う

えないが、ネパール

意識を持つ。アジアには都市問題もあり、多くの国で自然災害が

建築家協会（SONA）

相伴っている。この委員会のテーマの中では、日本が震災をどう

が国際会議を、手づ

乗り越えてきたかに大きな関心を持たれており、昨年に続いて今

くり感とともにうま

回も庫川尚益氏と岡部則之氏がこの委員会に招かれて継続的報告

く切り盛りをしてい

と議論を行っている。今このように、連携して事に当ろうとする

た。とりわけ若い世

姿勢が生まれたのは、それぞれの国の協会が社会に対するアク
ションを活発化したからだけでなく、UIAや、AUA（アフリカ建

代が運営の中核と
なって働いている姿

カトマンズの中心、ダルフール広場

築家連合）などのほかの地域ブロックとの交流推進が後押してい
ると言える。

は好感が持てるもの

忘れてはならないの

だった。

ARCASIAは、現在の議長 Pei Ing Tang 女史（マレーシア、任

が、ARCASIA が 取 り

「建築教育」
「建築家実務」
「サステナ
期 2013 ～ 2014 年度）のもと、

組んできた Students

ビリティ」
「社会的責任」
「フェローシップ」といった委員会を動

Jamboree にみられる

かしながら活動を進めている。このところ機関誌 Architecture

次世代育成アクション

Asia（AA）や ARCASIA 建築賞（AAA）のレベルアップも進んでい

である。このアジア発

る（今回は前田圭介氏が 2 部門で受賞した）。建築家の活動を社会

の意義ある継続的取り

に積極的にアピールする戦略眼は前任議長の国広ジョージ氏（任

組 み は UIA2011 東 京

期 2011 ～ 2012 年度）が着手した路線であり、現議長がうまく開
花させていると言えよう。今回の評議会で、ブータンの加入が承

大会での主要プログラ （国広ジョージ氏提供）
ムにも加えられた。こ

認されて構成国は 19 になったが、メンバーは高齢化に向かう大

の事業は古谷誠章氏が加わる「建築教育委員会」に属しているが、

国から国家インフラが整備途上の国までレンジは広い。ここでは

和智信二郎氏が加わる「建築家の実務委員会」も、今後ますます

UIA2011東京大会に集まった世界の若者たち

評議会の方向性を上手に束ねる手腕が問われるところだが、それ

経済交流が深まるアジア圏において、UIAでなされている議論以

ぞれが直面する問題に向き合う建築家の魂と誇りには通い合うも

上に日本の建築家にとってリアリティを伴う視点がある。

のがあり、忌憚のない議論ができる土壌が成立している。

ところで 3 度目（大会 ･ フォーラムあわせて）の参加である私は、
今回のテーマ “Spirituality”を受けて「日本の宗教建築」について
報告する機会を得た。参加して意見を交わしてみると、アジア諸
国の建築家がこのテーマをどのように理解したかを比較して知る
ことができ、興味深いものがあった。“Spirituality”（すなわち宗
教心、あるいは先人への敬虔さ）は、アジアの建築家がどのよう
に社会と関わるかのキーワードであるかも知れない。
次の大きな節目は 2014 年 6 月、クアラルンプルでの ARCASIA
大会である。次期議長に選出された Sathirut Nui Tandanand 氏
（タイ、任期 2015 ～ 2016 年度）は、そのあたりから本格始動とな
るが、彼のよりパワフルなリーダーシップ発揮が期待される。

ARCASIA建築賞の受賞者たち
（前列左から2人目が前田圭介氏、4人目がPei Ing Tang議長）
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国際化の目指すところはリアルな夢
●建築団体の国際的な動き
連載の最後に、JIAほか建築団体の国際的な見取り図を描いて

国際会議は人と人がよりよく付き合う場：AIA本部でのイン
ターナショナル・プレジデンツ・フォーラム（2012）

みたい。アジアのなかの 2 国間交流では、JIAは韓・中・タイ・
モンゴルなどと友好関係を維持してきたなかで、タイ建築家協
会（ASA）との間で若手技術者の相互派遣事業も今年からスター

●日本は何を売りにできるか

トし、さらに展開する見通しである。支部単位では、北陸支部に

こう見ていくと、日本の建築団体はそれぞれの特徴を活かして

おける中国・大連とのビジネス交流を含む連携、近畿支部による

国際的基盤を広げてきたと言えそうだ。一方で、国際活動はリア

韓国・釜山とのワークショップやデザインコンペ共催などの成

ルなビジネスとも隣り合わせである。前号で取りあげた AIAの国

果など、各地で自発的な取り組みが実を結んできた。東アジア

際戦略と比べてみると、この点でまだまだ取り組むべきことは多

の近隣国と上手に付き合うことはどの分野においても重要だが、

い。現状として日本の建築設計の海外展開が進むなか、かなりの

ARCASIAでもゾーン C（東アジア）定例会議が充実してゆく方向

部分が個々の創意工夫に委ねられているが、JIAはじめ建築団体

にあり、JIAもこれに積極的に加わってゆく（本年 8 月に中国山

は会員の国際ビジネスについても積極的にサポートをするべきで

東省威海市で開催された折の和やかな写真が『JIA MAGAZINE』

あろう。さらに、上記で述べたような、それぞれの団体が得意と

297（2013 年 10 月）号の p.21「本部便り」に掲載）。他団体でも、

する領域で得た知見や情報は、建築界一体で統合し、共通の長期

日本建築学会が 2 年ごとに中国建築学会・大韓建築学会と共催す

展開戦略を構築してはどうか。

る「アジアの建築交流国際シンポジウム」
（ISAIA）が 2014 年で 10

そのためにも「日本が何を売りにできるか」を明確にしておく

回目となる。柔らかいネットワークは良い展開をもたらすであろ

必要がある。たとえば、国家の整備発展を目指す動きが活発なア

う。

ジアに対しては、日本が有する環境や災害などの経験や知見、都

建築団体の大事な使命は、建築家の国際的な活動を支援・促進

市計画や建築における法令制度、建築のメンテナンス、建築専門

するために、日本の建築専門教育や資格制度の国際的なインター

教育カリキュラムなど、社会システムに関わるさまざまな知恵は

フェイスを整合させながら、今後に向けての活動インフラをつく

惜しみなく提供していくべきである。いま、国際的な場面で確実

ることにある。建築専門教育については、日本建築学会は、大学

な足跡を残すことへの期待は一層高まっている。世界至るところ

と大学院の教育認定制度である建築系 JABEEの普及定着に努め

にある社会問題を解くために、その責任感と実行力を証明してい

てきたが、この制度を国際的な枠組みのなかに適合させるには、

くことは日本の建築界の今後に有効に働くであろう。

これまでの UNESCO ／ UIAによる認証を継続しながらも、キャ

もはや閉じこもっているのはもったいない。人と人とがよりよ

ンベラ協定への加盟がより実効があがると判断している。まもな

く付き合うことで、実は日本自身を豊かにするために重要な知見

く日本の加盟手続きが行われるが、世界の主要な建築教育認定団

も得るはずだ。国際交流から得たものに学ぶことや、われわれが

体が批准して発行するこの協定に加わることはすでに国際的な賛

継続している資格制度や法体系をめぐる議論にも大いに示唆を与

同を得ている。このように、国際的に通用する教育基盤は着実に

えるであろう。海外のある地域で建築によっても社会問題を解

形成されつつあるが、大学等の教育機関にとっては、今年で 3 年

決できた事例は、日本国内の地域の課題と重ね合わせてみれば、

目を迎えた「日本建築学会国際都市建築デザインワークショップ」

普遍性のある知恵として大いに還流・適用できる可能性がある。

のような共同の啓発事業を含め、いかに次の世代の行動と意識を

ディック・オランゴ氏＋坂田泉氏がケニアで考えを掘り下げ、取

育てるかが命題となる。

り組んでいることは、日本からのアクションでもあるが、日本が

資格制度の国際化をめぐる取り組みでは、1998 年に承認され

建築を考え直すための教訓を引き出している（
『JIA MAGAZINE』

た APEC エンジニアと、それに続く PE アーキテクトの制度が稼

289（2013 年 2 月）号）。国際的な関わりは、地域や建築界全体を

働中である。これは建築技術教育普及センターが窓口であるが、

良い方向に変える契機になると捉えるべきである。

そのスタートと同時期の 1997 年に始まる、日本建築士会連合会

おそらく、JIA 各支部や個々の会員がそれぞれの発想で国際的

の「日・韓・中建築士協議会」は現在も継続している。これにつ

な取り組みを始め、自らその手ごたえを感じ取るのがごく自然な

いては東アジアにおける、資格問題をめぐる情報共有と相互検

なりゆきである。本部に置かれている国際分野の専門委員会は、

証の場として有効な役割を果たしてきた。その成果は 2013 年に

永続的な国際関係づくり、総合的戦略を構築しながら、そのよう

「建築実務国際ハンドブック（HOPPA）」としてまとめられている。

な会員ひとりひとりの可能性を広げる役割を果たすことになるだ

JIAも、ARCASIAの「建築家実務委員会」に関わりながら、今後

ろう。

アジアの資格制度のインターフェイスについて議論と情報共有を
深めていくことになる。
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会 員便り
風土と建築

沖縄

多様な文化・歴史・気候の中で育まれる沖縄の建築

■文化の多様性
ここ最近の沖縄への関心の高さ
は国内だけにとどまらず、国外から
の観光客も増えてきました。観光地
としての認知度は非常に高くなっ
ています。中国や韓国、台湾と近隣
の国からの観光客をはじめアメリ
カ、ヨーロッパからも観光客が来る
時代になりました。沖縄への関心の
高さはなんといっても美しい青い
海と空にあると思いますが、それ以

竹富島の赤瓦の家々

青い海と空

外にも独特の文化が数多く存在し、観光客を魅了しています。食
文化や工芸品、芸能文化など生活の身近なところにまで沖縄の独
特な文化がいきわたっていることも魅力の一つだと思います。
沖縄はとても小さな島々で構成されていますが、最東端から最

■沖縄の現状について
沖縄の観光イメージで使用される赤瓦屋根ののどかな集落は今
では一部の離島でしか見ることができません。多くの方が沖縄を
訪れると、まずコンクリート建築の街並みに驚かれるようです。

西端までは約 1,000km、最北端から最南端までは約 400kmと広

沖縄の木造建築と非木造建築の割合は約 90 ％程度が非木造建

大な県域を持っています。沖縄といってもこれだけの広大な地理

築と考えられています。実際に訪れたら実感できるかと思います

的空間が広がっているので、それぞれの島々でさらに独自の文化

ので、ぜひ一度はメンソーレ（お越しください）。

様式が存在しています。ところ変われば食文化も変わり、話す言
葉も変わります。生活様式も変われば時間的流れもみな違います。
その文化の多様性こそが沖縄の特徴であり魅力なのです。
■ニライカナイ思想
広大な地理的空間をもち多様で独特の文化をもつ沖縄ですが、
根底には共通した思想観があります。それは「ニライカナイ」です。
「ニライカナイ」とは遠く海のかなたから五穀豊穣をもたらし
くに

てくれる神々の住む邦をいいます。五穀豊穣をはじめ色々な「幸」

沖縄本島のコンクリートの街並み

はニライカナイからもたらされてくると信じられてきました。小
さな島を意識するのではなく無限の広がりを先人たちは感じとっ
ていたようです。

■戦後の米軍住宅と台風アイランド沖縄
かの太平洋戦争では多くの爆弾が投下され唯一の地上戦も行わ

このような思想観が外来文化を受け入れる根幹にあり、現在の
観光立県に繋がったのかもしれません。

れました。すべてが焼き尽くされ多くの風景を失ってしまいまし
た。県民は復興へ向けて動き出しますが、終戦から 1 ヵ月にして
大型台風に襲われ、甚大な被害をこうむりました。この台風は占
領米軍にもかなりの被害をもたらしたとされています。それ以外

■イメージとしての沖縄
沖縄を PRする観光パンフ

にも幾度となく凄まじい台風が来襲し、住宅や米軍施設に甚大な

レットを手にしてよく見かけ

被害をもたらしました。その後、台風の猛威から施設を守るため

るのが、竹富島などの離島で

にコンクリート建築（米人住宅）が数多く建設され始めました。

撮影された美しい赤瓦屋根の

台風や白アリの被害などに悩まされてきた先人にとって、モダ

集落地です。緑と珊瑚で囲わ

ンで頑丈なコンクリート建築はあこがれの建築資材となり、一気

れた屋敷囲いと赤瓦の家々を

にコンクリート建築が沖縄でも普及したと考えられています。

結ぶ真っ白な砂で敷き詰めら
れた砂道は楽園そのものです。
本島に住むウチナーンチュ
（沖縄の人）でもビックリす
るほど美しい集落地です。し
かし、このようなイメージを

白い砂道がまぶしい美しい竹富島の集落

持たれて来県した方々は沖縄
の現状に驚かれることが多いようです。
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米軍基地内の住宅

Na-house（2011年）
Hi-house（2007年）
縦スリットを用いて、ほどよくプライバシーを守り 木のルーバーを用いて、ほどよくプライ
つつ風を取りこみ熱環境を解決した住宅。
バシーを守りつつ星空と夜風が満喫でき
るOrion Beer Terraceのある住宅。

Ha-house（2006年）
2層吹き抜けの穴あきブ
ロックを設け、昼夜を問
わず開けっ放しで生活が
できる家。

Ig-house（2011年）
道路側は完全に閉じ切り、プラ
イベートコートを設置し、山側
は完全開放のテラスを持つ住宅。
山で冷やされた風を住宅へ取り
こむ。

ません。多種多様な建築家の存在が沖縄建築界の魅力でもあるの

■蓄熱するコンクリート
コンクリート建築は台風等の自然の猛威から身を守るには適し

です。

ていましたが、沖縄の灼熱の暑さを躯体に蓄熱する特性から寝苦
しい熱帯夜に住人は悩まされてきました。コンクリートという強

■新たな風景の出現

固な材料を得た建築家たちは次に熱環境のコントロールが大きな

最近では情報ツール

課題となります。沖縄でよく見かける穴あきブロックやスリット

やシステムが多様化し、

やルーバー等の建築資材や手法は、台風からの防護壁の役目であ

新たな風景が生まれつ

ると同時に日常生活において影をつくり窓を開けっ放しのまま過

つあります。建築家の

ごせるような工夫として多くの住宅で採用され、戦後の風景をつ

スタイルにも変化が見

くってきました。暑い環境下でも周囲が海に囲まれた島国である

受けられます。古民家

ことから風を住宅に取りこむことで熱環境をコントロールするこ

の再生やリノベーショ

とができると考えたからです。

ンを中心とした建築家

今でも沖縄の建築家達は独自の体験をもとに熱環境をいかにコ

も登場してきました。 Na-house（2012年）

南側に完全開放テラスを設けて風を取りこむ。

ントロールできるか日々奮闘しています。コンクリート系素材で

新築ではなく保存を意 木部には台風対策のため、雨戸が収納されて

解決を図る建築家、壁面緑化や屋上緑化を利用して解決を図る建

識した建築活動は新た

築家、混構造を用いて解決を図る建築家などさまざまです。コン

な沖縄の風景を考えさ

クリート建築の普及に伴って、沖縄では住宅の設計を建築家に依

せてくれます。

頼するケースが一般的で、市民にも根付いています。

いる。

また本土の建築家も
かなり沖縄で設計する
機会が増えてきました。

■『タイムス住宅新聞』と『かふう』
さらに建築家を身近な存在にしてくれるのが毎週発行される住

本土の人から解釈した

宅新聞です。
『タイムス住宅新聞』と『かふう』です。毎週、新築

沖縄らしさがまた新し

住宅やリフォームで完成した住宅等を紹介し、家作りのアドバイ

い風景をつくり、ます

スやポイントを解説します。設計事務所や現場監督からのコメン
トも載せてくれるので、施主、設計事務所、現場、三者の意見が

ます深みを与えていく Ma-house（2010年）
ことに私は期待してい 周囲には完全に閉じ切り、中庭を分散配置し

楽しめるのです。

ます。

昼夜を問わず開けっ放しで生活できる家。台
風も完全ブロック！

毎週、さまざまな建築事務所を取り上げてもらえるおかげで、
施主が建築家に住宅の設計を依頼しやすくなり、自分に合った建
築家探しの媒体として活用されています。そのため、新婚当初か
らお気に入りの切り抜き記事を持ってくるお客さんも珍しくあり
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ニ

国内にとどまらず海外の建築家も入ってくるでしょう。逆に沖縄
れません。JIA 沖縄支部では昨年から国際交流委員会を立ち上げ、

毎週金曜日発行

2012.9.28
報

今後、さまざまな建築家が沖縄に関わることが予想されます。
からアジアへ向けて設計を展開する時代に入っていくのかもし

あなたの夢を、暮らしを応援する住宅情報紙

新

■海外との新たな関係性の中で沖縄の建築を考える

ュ

ー

タイ・バンコクへ行ってきました。今年もタイのチェンマイで国

ス

際交流をしてきます。まだまだ始まったばかりですが、小さな一
歩が大きな歩みを導く原動力になると感じています。文化の多様
性から文化の関係性へと沖縄は変化しているものと感じています。

目次

こんな家に住みたい
那覇市

Tさん宅

視線気にせず伸び伸び住まう

5 情報･タイアップ
しおざきタウン
6 どうする住宅資金
住宅完成保証制度 後編
9ドキュメント家づくり
DIY女子が孤軍奮闘
原状回復可能な店舗リフォーム術❷
撮影・屋比久光史

11 うちなあ点描 シマの景観にふれる
粟国島の集落景観 崎浜 靖
12 ペット
いぬの保育園ワン’
ｓ
ただ今、鳥生活満喫中！
13 ガーデン
ウォールガーデン･ウォッチング

19 かふうひろば
お便りコーナー
おうち探しのパートナー紹介

ＴＯＭ住宅
20 建築資材ライブラリー
スペイン瓦･フランス瓦
22 かふう週報

「かふう」とは、
『沖縄語辞典』によれば「果報。幸運（にめぐり合うこと）」とあります。
「かふう」であなたの幸せを見つけてください。

金城

発行／琉球新報社

〒900-8525 沖縄県那覇市天久905
☎098-865-5014
企画・編集・制作／（株）正広コーポレーション

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅1-11-9
☎098-941-8112
サンキュウ コ ウ ド

購読のお申し込み

ク

0120-39-5069

司（きんじょう つかさ）

（沖縄支部広報委員長／門
（じょう）一級建築士事務所）
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2014 年度本部役員候補者選挙の告示

｢役員候補者選挙規程｣ 並びに｢選挙規程細則｣に基づき、
2014 年度本部役員の立候補並びに推薦立候補について次のように告示します。
本年は会長候補者選挙の年ですので、ご留意いただきますようお願い致します。
❖ 2013 年度で任期満了となる役員

◆選挙管理委員会
委員長
委

2013 年 11 月 15 日

伊平則夫（関東甲信越）

〈会長〉 芦原

員 橋本敏明（北海道）、本田伸太郎（東海）、
稲地一晃（近畿）、僊石友秋（中国）、鮎川

太郎

〈理事〉 北海道支部
透（九州）

❖ 2014 年度本部役員候補者選挙で選出する役員の数

上遠野

克（支部長）

東北支部

渡邉

宏（支部長）

関東甲信越支部

上浪

〈会長候補者〉 1 名

〈理事候補者〉 北海道支部

1 名（支部長）
1 名（支部長）
4 名（うち支部長 1 名）
2 名（うち支部長 1 名）
2 名（うち支部長 1 名）
1 名（支部長）
1 名（支部長）
1 名（支部長）

東北支部
関東甲信越支部
東海支部
近畿支部
中国支部
四国支部
九州支部

2013 年 11 月 15 日㈮
2013 年 12 月 10 日㈫
2013 年 12 月 20 日㈮
2014 年 1 月 15 日㈬

第 1 回告示／ JIA 本部 HP（即日）

英嗣

岩村

和夫

鳥居

久保（支部長）

小田

義彦

小島
松本

孜（支部長）
敏夫

中国支部

山田

暁（支部長）

四国支部

細木

茂（支部長）

九州支部

水野

宏（支部長）

一郎 （近畿支部）

❖ 2014 年度留任する役員

〈理事〉 関東甲信越支部

吉人

鈴木

利美

立候補届出締切

大澤

秀雄

第 2 回告示（選挙結果、又は投票選挙の場合）／

連

健夫

北陸支部

近江

美郎（支部長）

近畿支部

道家駿太郎

役員候補者選挙規程
1987 年 10 月
1988 年 12 月
1989 年 12 月
1991 年 7 月
1994 年 7 月
1996 年 8 月
1997 年 4 月
1999 年 7 月
1999 年 9 月
2005 年 6 月
2013 年 11 月

28 日制定
16 日改正
13 日改正
23 日改正
20 日改正
10 日改正
16 日改正
21 日改正
22 日改正
20 日改正
6 日改正

1. 総則
（規程の制定）
第 1 条 この規程は定款第 25 条第 6 項の定めにより制定する。
（規程の範囲）
第 2 条 この規程は会長候補者、理事候補者及び監事候補者の選挙の
大略を示し、細目は選挙管理委員会の細則による。
（選任の方法）
第 3 条 正会員のうちから選任する役員については、この規程に基づ
き、あらかじめ正会員による選挙によって選出された者を役員
候補者とし、定款第 25 条第 1 項及び第 3 項の定めにより選任す
る。
2. 定款第 25 条第 2 項の定めにより正会員以外から選任する役員に
ついては、この規程によらず、理事会において別に定める方法
による。
（規程の改廃）
第 4 条 この規程の改廃は理事会の議決による。
（細則の制定と改廃）
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堀越

赤羽
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●

暢郎

会長立候補者にかかわる中間締切

JIA 本部 HP（即日）
2014 年 2 月 5 日㈬ 投票締切
開票日開票結果の即日 JIA 本部 HP 掲載
2014 年 2 月 12 日㈬ 選挙結果の公表／ JIA 本部 HP（即日）
◇なお、役員の任期については、旧定款では「会長、専務理事、常務理
事を除き 2 期を超えることはできない」となっておりましたが、本年 4
月 1 日の公益社団法人への移行に伴って制定された新定款では、「再任
を妨げない」と変更されました。

020

近畿支部

〈監事〉 勝村

〈監事候補者〉 1 名
❖選挙日程

東海支部

寛（支部長）

森

November 2013

江副

敏史

九州支部

衛藤

元弘

沖縄支部

島田

潤（支部長）

〈監事〉 野生司義光 （関東甲信越支部）

第 5 条 この規程に従って、選挙の執行管理に必要な細則は選挙管理
委員会において制定し、又は改廃することができる。
（選挙の執行管理）
第 6 条 役員候補者選挙は選挙管理委員会が執行管理する。
（選挙権と被選挙権）
第 7 条 選挙権を有する正会員は、選挙告示の日から 1 ケ月前までに
正会員としての資格を有することとなった者とする。
2. 被選挙権を有する正会員は、選挙告示の日から 1 ケ年前までに
正会員としての資格を有することとなった者とする。
（立候補者）
第 8 条 被選挙権を有する正会員は、会長候補者の選挙にあっては選
挙権を有する正会員 7 名の推薦を受けて、理事候補者及び監事
候補者の選挙にあっては、自ら立候補し、又は選挙権を有する
正会員 3 名の推薦を受けて、立候補者となることができる。
（選挙の方法）
第 9 条 選挙は投票によって行う。
2. 前項の投票は、選挙人無記名による通信制とする。
3. 選挙管理委員会は、通常選挙にあっては退任する役員の任期満
了までに、または第 12 条の定めによって生ずる再選挙にあって
はこれを行うべき事由が生じてから、原則として 2 ケ月以内に
選挙が終了するように選挙期間を定め、次の順序で選挙が行わ
れるよう選挙広報を機関紙・誌等に掲載して正会員に通知する。
第 1 回：選挙の告示 第 17 条に定める立候補の届け出に関する
こと、選挙管理委員会に関すること（細則等を含む）の発表。
第 2 回：会長、監事及び支部毎の理事の立候補者の所信又は推
薦理由を掲載した立候補者名簿、投票開始日、投票終了日及び
投票に関する注意と投票用紙を同封して会員に送付する。
4. 正会員は前項の投票用紙に選出しようとする者の氏名を記載し、
これを投票終了日までに到着するよう選挙管理委員会に送付す
るものとする。

このほか選挙の方法に関する細目は選挙管理委員会の定める細
則による。
（会長候補者選挙の特例）
第 9 条 2 第 8 条及び第 9 条 3 項の規定によるほか会長候補者の選挙
にあっては、次により行う。
1. 選挙管理委員会は、前条第 3 項の第 1 回告示ののち立候補の届
出締切日の 10 日前に中間締め切り日を設け、その時点までに届
け出のあった立候補者の氏名を公表する。
2. 前項に定める中間締め切り日までに立候補を届け出る者がない
場合は、通常の立候補の届出の手続きを打ち切り理事・監事及
び過去に理事又は監事を経験した正会員による予備選挙を行い、
上位の得票者 2 名をもって立候補者とする。
（投票の効力）
第 10 条 投票の効力は選挙管理委員会の定める細則による。
（当選人の決定）
第 11 条 当選人は有効投票の多い順によって決定する。
2. 立候補者が定員と同数または定員に満たないときは、全員選出
されたものとする。
（当選の無効）
第 12 条 当選人が被選挙権者の資格を欠くに至った場合、またはや
むを得ない事情により辞退を申し出た場合は、当選を無効とし、
会長候補者にあっては再選挙を行い、その他にあっては有効投
票の多い順に定員を満たすまで当選者とする。
ただし定員を満たすに至らない場合は、再選挙を行う。
2. このほか当選の無効に関する細目は選挙管理委員会の定める細
則による。

5.

2. 選挙管理委員会
（委員会の任務）
第 13 条 会長は選挙を民主的かつ公正に執行管理するために、本部
に理事会から独立した機関として選挙管理委員会を設置する。
（委員会）
第 14 条 委員会は次の委員をもって組織する。
1 ）あらかじめ割り振られた以下の 6 ブロックよりそれぞれ選出
された 1 名を含めて、会長が定員 6 名以上 8 名以下の範囲で任
命する。
1. 北海道支部・東北支部 1 名
2. 関東甲信越支部
1名
3. 東海支部・北陸支部
1名
4. 近畿支部
1名
5. 中国支部・四国支部
1名
6. 九州支部・沖縄支部 1 名
2 ）委員は支部長の推薦によるが、複数支部により構成されるブ
ロックにあっては、隔年に交代で当該支部長より推薦を行うも
のとする。
2. 委員会は単年度制とし、当該選挙を執行管理し、その結果を速
やかに会長に報告するとともに機関紙・誌等に公告することに
よって任務を終了し、総会の終了とともに自動的に解散するも
のとする。
3. 委員会の委員長は委員の互選により決定し、会長に報告する。
4. 委員長は委員会を代表し、専務理事を介して事務局に委員会の
事務を処理させることができる。
5. 委員は当該選挙に関して被選挙人になれないと共に、候補者の
推薦人になれない。
6. 委員会は委員の定数の 3 分の 2 以上の出席がなければ開くこと
ができない。
7. 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決
するところによる。
8. 委員の代理者出席は認めない。
3. 役員の選挙
（会長候補者の選挙）
第 15 条 会長候補者の選挙は会長候補者名簿により全国正会員によ
る単記投票とする。
（理事候補者、監事候補者の選挙）
第 16 条 理事候補者の選挙は、あらかじめ各支部に割り当てられた
定数（支部長を含む）の理事候補者を各支部に所属する正会員
の連記投票とし、各支部毎の理事立候補者名簿により支部毎に
選挙する。
2. 各支部に割り当てられる理事の定数は、各支部に所属する正会
員数を勘案した上、理事会の議を経て附則にこれを定めるもの
とし、各支部に所属する正会員の数が、支部間において著しく
変化した時は見直すものとする。
3. 各支部の支部長候補者の選挙は第 1 項の理事候補者選挙に際し
て同時に各支部所属正会員の単記投票によるものとし、支部長
立候補者名簿により支部毎に選挙する。
4. 監事候補者の選挙は全国正会員の単記投票によるものとし、監

事立候補者名簿により選挙する。
理事及び監事は原則として毎年定数の 2 分の 1 を改選する。理
事にあっては、東海支部を除き附則に定める各支部の理事定数
のそれぞれ 2 分の 1 とする。
6. 支部長を含め理事定数 1 名の支部にあっては、前項の定めにか
かわらずその選挙は 2 年毎とする。
7. あらかじめ各支部に割り当てられた定数の理事に欠員を生じた
場合（ただし、 1 年以上の任期を残す場合に限る）、及び監事に
欠員を生じた場合は、補欠選挙を行う。
（届け出）
第 17 条 立候補の届出、及びその届出の受理と立候補者名簿の作成
等については、選挙管理委員会の定める細則による。
（支部役員選挙）
第 18 条 各支部の支部役員（支部長を除く）は、各支部が別に定め
る支部役員選出規定類等により、各支部に置かれた選挙管理委
員会が執行管理する。
2. 各支部の支部役員選挙の方法等については、原則としてこの規
程を準用すると共に、本部の選挙管理委員会と執行管理につい
て密接な連携をとるものとする。

5.

附 則
1. この規程は 2013 年 10 月 30 日より施行する。
2. 第 16 条第 2 項の各支部に割り当てる理事（会長、専務理事、常務理
事を除く）の定数は、次の通りとする。
北海道支部
東北支部
1名
1名
関東甲信越支部 8 名
東海支部
2名
北陸支部
近畿支部
1名
4名
中国支部
四国支部
1名
1名
九州支部
沖縄支部
2名
1名
ただし、上記の理事定数は 2014 年度より適用するものとし、 2013
年度及び 2014 年度の選挙による理事選出数は以下の通りとし、以後
隔年で選出するものとする。
2013 年度 2014 年度
2013 年度 2014 年度
北海道支部
東北支部 1 名
1名
0名
0名
関東甲信越支部 4 名
東海支部 2 名
4名
0名
北陸支部
近畿支部 2 名
0名
1名
2名
中国支部
四国支部 1 名
1名
0名
0名
九州支部
沖縄支部 0 名
1名
1名
1名
3. 第 11 条第 1 項の定めにかかわらず、関東甲信越支部選出の理事に関
する当選人の決定に当たっては、当分の間選挙管理委員会の定める
細則による。
4. 第 16 条第 2 項でいう各支部に割り当てる理事定数の見直しの時期は、
会勢の定まる頃とし、その目安は凡そ正会員総数 10,000 名に近付い
た時又は理事会の議決による。
5. 第 14 条 2 の複数支部によるブロックからの委員推薦については、
2013 年度及び 2014 年度の割り当ては以下の通りとして、以後隔年
で推薦するものとする。
2013 年度
北海道支部
東海支部
中国支部
九州支部
2014 年度
東北支部
北陸支部
四国支部
沖縄支部

公益社団法人日本建築家協会

選挙規程細則
1987 年
1988 年
1989 年
1990 年
1991 年
1993 年
1994 年
1995 年
1996 年
1997 年
1999 年
2002 年
2003 年
2004 年
2013 年

12 月
12 月
12 月
10 月
7月
7月
7月
7月
8月
6月
7月
9月
7月
10 月
11 月

4 日制定
16 日改正
13 日改正
18 日改正
23 日改正
18 日改正
20 日改正
14 日改正
7 日改正
24 日改正
2 日改正
6 日改正
4 日改正
6 日改正
6 日改正

1. 細則制定の根拠
この細則は役員候補者選挙規程第 5 条の定めにより制定する。
2. 選挙に必要な書式類等
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選挙の届出及び投票は、選挙管理委員会が制定した書式によって
行う。
b. 選挙管理委員会は、立候補者の届出期限の 50 日前迄に役員候補者
選挙規程第 9 条第 3 項に定める第 1 回選挙の告示を行わなくてはな
らない。ただし、役員候補者選挙規程第 9 条 2 の規定による予備
選挙を行うこととなった場合はこの限りではない。
c. 選挙管理委員会は、役員候補者選挙規程第 9 条第 3 項に定める第 2
回の通知を、投票期日の 20 日前迄に各選挙人に行わなければなら
ない。
d. 役員候補者選挙規程第 9 条 2 に定める氏名の公表は、本部及び支
部の事務所に掲示する事により行う。なお、立候補の届け出がな
い場合の公表も同様とする。
3. 選挙の方法
a. 選挙は会長候補者、支部長候補者、理事候補者及び監事候補者の
4 つの選挙とし、それぞれ個別に投票を行う。
b. 役員候補者選挙規程第 9 条 2 の 2 の予備選挙は選挙権者による選挙
管理委員会の定める投票方法により行う。
4. 投票の効力
a. 有効な投票
（1）投票者の意志が明らかに記載されている投票は、次項の場合を除
き有効とする。
（2）連記投票の場合、同一氏名を重複して記載したものは 1 個の記載
とみなす。
（3）連記投票の場合、所定の員数に満たない記載は、そのすべてを有
効とする。
（4）同一氏名の候補者が 2 名以上おり、投票者の記載が何れかを区別
し難い場合は、その投票を、有効得票数に按分して加算する。た
だし、小数点以下は切捨てとする。
b. 次の各号の一に該当する投票は無効とする。
（1）選挙期日後に到着したもの（開票日前日までに到着したもので、
原則として選挙期日までの消印のあるものは有効）
（2）何人を記載したかを確認し難いもの
（3）候補者名簿に記載した候補者氏名以外の記載
（4）連記投票の場合は、所定の員数を超えて記載したものはその全部
を無効とする。
（5）連記投票の場合、一部の氏名が確認し難いときはその部分のみ無
効とする。
（6）所定の投票用紙を用いない投票。
c. 上記のほか、判定し難い投票の効力については、選挙管理委員会
が決定する。
5. 当選人の決定
a. 有効得票数が同一の場合は、当該候補者間の抽せんにより順位を
決定する。
b. 定員 1 名の支部の理事候補者当選者は、同時に支部長候補者とする。
6. 選挙の無効
a. 選挙管理委員会が、選挙が役員候補者選挙規程もしくはこの細則
に違反して行われた事実を認知した場合、協議の上、選挙の結果

a.

に異動を及ぼすおそれがあると認めた時は、選挙の一部または全
部の無効を決定する。
b. 選挙人は選挙が役員候補者選挙規程もしくはこの細則に違反して
行われたことを理由に、当選人の決定に異議のある場合は、当選
人の決定後 1 ヶ月以内に選挙管理委員会に文書をもって異議の申
立をすることができる。この場合、選挙管理委員会は、前項に準
じ選挙の有効、無効を決定する。
c. 前項の規定による当選の無効の決定があったときは、役員候補者
選挙規程第 12 条第 1 項を準用する。
7. 立候補者の推薦
推薦人は立候補者を会長、支部長についてはそれぞれ 1 名、理事、監
事についてはそれぞれ改選定数以内 2 名までを推薦できる。この場合
他支部に所属する会員の推薦人になることも妨げない。
8. 届出等
a. 届出は所定の用紙にすべて必要な記載を行い、規定の日限までに
届出を行う。但し、届出書に添付する写真については、特別な事
由がある場合は届出締切後 1 週間以内に提出することが出来る。
b. 届出の受付けにあたって、事務局は当該立候補者による定款第 8
条に定める会費の納入の有無を確認するものとする。
c. 事務局は、正会員の求めに応じて、立候補の届出状況を、随時公
開する。
d. 選挙管理委員会は、立候補の届出を受理した場合は、記入事項の
適否、被選挙権の有無、推薦者の資格及び立候補者の受諾を確認
し、これを立候補者名簿に登録する。立候補者の受諾は本人の自
署及び捺印による。
e. 登録された立候補者は、特別な事情がある場合を除き、選挙期日
1 ヶ月前までに選挙管理委員会に届出をしなければ、その立候補
者たることを辞退することができない。
9. 再選挙等
役員候補者選挙規程第 12 条第 1 項及び第 16 条第 7 項の再選挙もしくは
補欠選挙にあっては、役員候補者選挙規程及びこの細則の規定を準用
するものとする。ただし、役員候補者選挙規程第 9 条によることが困
難と認められる場合は、選挙管理委員会が適当と認める方法による。
10. 記録の保存選挙管理委員会は、投票の記録を作成し、全投票とともに当
該選挙にかかる役員の任期間保存しなければならない。
11. 選挙期間の活動
a. 立候補者の支援、立候補の宣伝のため本会の名誉、目的に反する
不公正な行為をしてはならない。
b. 上記の目的のため、本会の事務局職員の協力、施設の使用の便宜
を得てはならない。
附 則
役員候補者選挙規程附則第 3 項に定める当選人の決定
関東甲信越支部の理事候補者の選挙において、得票数の上位 4 名がすべて
東京地区の立候補者（主たる事務所を東京都内に置く者をいう）の場合には、
上位 3 名を当選人とし、残る 1 名については、東京地区以外の立候補者の
うちの最多得票者を当選人とする。

よくわかる建築家賠償責任保険
ケンバイの改定
株式会社建築家会館支配人 戸田幸生

1

会員の声をもとに保険対象の改定を重ねる

保険の範疇であるケンバイについてもその枠を越えることは難題
でありました。しかしながら、JIA 会員からは「寒冷地での配慮

前号で、Y 市文化体育館の屋根崩落事故が契機となりケンバイ

が不足していて配水管が凍結して給水できず改修工事をしなけれ

が誕生したことをお話ししましたが、誕生当初は設計にミスが

ばならない」とか、
「予定していた空調の能力が計算ミスで不足し

あってその結果建物が壊れたり、あるいは壊れたことにより人が

ていたので空調をやり替えなければならない」など、当初のケン

けがをしたりした時のみが保険の対象となっていました。もとも

バイでは想定していなかった事故の報告が寄せられるようになり

と、賠償責任保険は「他人の身体の障害または他人の財物の損壊

ました。
「何とか保険の対象にできないのか？」という声を数多く

に対して賠償する」ことを目的に誕生した保険なので、賠償責任

いただき、1994 年、給排水衛生設備についてだけは建物の損壊が
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なくても保険の対象になるように改定されました。
その後、1999 年には電気設備・空調設備の不具合についても、

2001 年には住宅だけに限りますが遮音性能に不具合があったと

がありません。

2011 年の改定（その 2）には「ケンバイ廃業後特約」があります。
設計図書の納入により設計の仕事は完了しますが、その後数年を

きにも、建物の損壊なしで保険の対象になるよう改定されました。 経てミスが発見され責任を追及されるということが結構あります。
これによって「水」
、
「電気・温度」、
「音」については「機能的不具

これでは安心して廃業できません。こんなニーズに対応したのが

合担保追加条項」として割増追加保険料なしで自動的に付帯され

「損害賠償請求期間延長担保追加特約」
（通称：廃業後特約）です。

る特約となりました。
「マンションのベランダの手すりのそばに屋外機を設置する設

廃業したのですから新しい設計業務はこの特約の対象にならず専
ら過去の設計について廃業後もケンバイの対象とするという特約

計をした結果、それが足場となり手すりを越えて子供が転落し大

です。現役時代の 1 年分の保険料で廃業後 5 年間にわたって安心

けがをした」という事故報告があり、当時のケンバイでは対象に

が得られます。統計上、設計後 5 年経過すると賠償を請求される

なりませんでしたが、この事故を契機に対象にするように改定し

ケースが極端に減少します。ケンバイも 40 年を超える歴史とな

ました。これも 2001 年の改定です。

りましたので最近はこの特約のお問い合わせが多くなっています。

2

築基準法及び建築基準関係法令における基準未達」特約です。追

「建
2013 年 4 月、つまり今年から新しい特約が登場しました。

構造設計ミスも保険対象に

このように建物の損壊なしでも徐々にケンバイの対象となって

きましたが、その後も大きな改定があります。
「構造計算ミスに
より鉄筋の本数が本来 10 本必要であったのに 4 本しか設定せず

加保険料が必要となりますが会員には最もニーズがある補償内容
だと思われます。この特約は事故の内容によって支払われる保険
金の限度額が異なります。
例えば、第 20 条を除く建築基準法等の規定を満たさなかった

強度不足となり、建築基準法第 20 条の基準値を満たさないので、

場合は 3000 万円、消防法、駐車場法等の規定を満たさなかった

補強工事が必要となった」場合などです。こういう事故は「機能

場合は 2000 万円、学校教育法、老人福祉法等の規定を満たさな

的不具合」の特約では保険の対象になりません。2010 年、追加保

かった場合は 1000 万円の 3 段階となっています。ケンバイの最

険料をいただくことにはなりますが構造設計ミス等による「構造

高補償額である 7 億円に比べると少額に見えますが、過去数年の

基準未達」についても保険の対象とされるようになりました。

事故例では 3000 万円を超える案件はありませんでした。主な事

時々、
「構造計算は構造設計専門の協力事務所にお願いしている

故例としては「建築確認を得た上で道路に挟まれた敷地に住宅を

から自分の事務所は責任がない」ということを言われる JIA 会員

建てた。その後、検査完了時に近接している道路が法律上の道

がいらっしゃいます。しかし、本当にそうでしょうか？法律的に

路ではなく『宅地』であることが判明した。これにより建築基準

は施主と契約を結んだ当事者である JIA 会員事務所が第一義的な

法上の要件に抵触し、2 階を削る等の手直し工事が必要となった」

責任を負うことになります。構造設計事務所も責任を回避するこ

という例が挙げられます。この場合、保険の対象となり補償限度

とはできませんが 100％ではなく施主さんには分担して責任を取

額は 3000 万円となります。他にも「駐車場の設計において設計

る形になるのが一般的と思われます。構造設計を協力会社にお願

ミスにより駐車場法に規定されている高さの制限に抵触して改修

いする場合は、まずご自身の事務所がこの「構造基準未達」特約

工事が必要となった」場合も対象になります。この場合の補償限

に加入し、構造設計事務所にも同じリスクを対象とする保険に加

度額は 2000 万円になります。

入することをお勧めします。現在では JIA ケンバイの「構造基準
未達」特約以外にも JSCA 構造設計賠償責任保険があります。

1971 年に誕生した建築家賠償責任保険（ケンバイ）ですが、数

これらについてはすべて JIA ケンバイのパンフレットに記載さ
れているものばかりですが、こうして時系列に並べて見るとより
深くご理解いただけるかと思います。

年かけて「機能的不具合」を徐々に保険の対象にし、さらに「構

まだまだ、十分な補償の提供とは言えませんが、1971 年当時の

造基準未達」の特約が誕生しました。ここまでが 2010 年までの

最も原始的なケンバイから比べると様変わりしました。これから

改定です。

も、JIA 会員の声を背景に、より良い保険にバージョンアップし
ていきたいと思っております。

3

設計者のニーズに合った特約を選択できる

時代の要請により建物調査業務（耐震診断等）を依頼されるケー

スが増えてくると実際に耐震診断を行っている時、誤ってクライ
アントの水道管を破壊したため部屋の中が水浸しになり補修工事
が必要となったなどという事故報告が届くようになりました。そ
れまでのケンバイでは想定していなかった事故であり、このニー
ズに対して追加保険料をいただき保険対応ができるようにしたの
が 2011 年の改定（その 1）です。実際に診断業務を請け負ってい
る時の賠償事故なので「請負業者特約」としてケンバイにセット
できるようにしました。他にも建物の屋上から診断機器を落下さ
せてしまい、下に駐車していた自動車を損壊して修理費を請求さ
れたというケースなどもこの特約の対象になります。またひとつ
安心を提供できるようになりましたが、この特約は選択すること
ができますので対象となる診断業務がない事務所は加入する必要
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JIA NEWS
理事会報告
■ 第 215 回 理事会速報

日本建築家協会）で「建築士の信頼性の確保と設計監理業の適正

●日

時：2013 年 10 月 17 日㈭

●場

所：建築家会館 1 階大ホール

化に関する共同提案」を行うことについて、その状況報告が行わ

13 時 30 分～ 16 時 15 分

れた。

開会に先立ち、本理事会が理事総数 24 名中 23 名の出席で成立して

2.

いることが、確認された。

災害コーディネーター研究会活動報告
災害対策委員会の研究会である災害コーディネーター研究会の活
動について報告が行われた。

【審議事項】

1.

3.

フェローシップ委員会報告

入退会承認の件

フェローシップ委員会で新会員制度に伴う準会員、協力会員の会

入会 15 名（正会員 12 名、専門会員 1 名、法人協力会員 2 名）、会

員管理、会費の規程の運用、会員増強、会員交流事業企画につい
て検討を行っている等の報告が行われた。

員種別変更 11 名（専門会員 1 名、シニア会員 9 名、個人協力会員

1 名）、退会 3 名（正会員）につき全会一致で承認された。
なお、準会員・協力会員のそれぞれの英文名称について、国際交
流委員会で検討することとした。
2. 役員選挙規程改定の件
新定款との整合性による「役員選挙規程」の改定について、同改
正案を基に検討が行われ、提出の改正案の「候補者」の語句の修
正に関して、コンサルタントに確認することを前提に全会一致で
承認された。
3. 委員会の委員承認の件
選挙管理委員会 6 名、財務・事業管理委員会 1 名、フェローシッ
プ委員会 1 名の委員委嘱につき、全会一致で承認となった。
4. メルマガの配信について
本部広報委員会から、事務局を通じて直接全会員に向けてメルマ
ガを一斉配信することについて、全会一致で承認された。

4.

日本版 CABE 推進活動について
関東甲信越支部で進めている状況の報告と各支部における日本版

CABE 推進についての協力要請及び各支部における類似活動や参
考となる活動紹介の要請が行われた。

5.

委員会再編の進捗状況
委員会再編の状況につき、各グループ（社会貢献グループ、組織
管理グループ、会員サービスグループ）の報告、支部へのミッ
ションの進捗状況の報告が行われた。

6.

後援名義承認の件（会長専決分）
会長専決事項の後援名義使用について、報告が行われた。

7.

五会認定資格懇談会

広報パンフレットについて

それぞれの会の中で独自の認定資格を持つ 5 団体「J5 ＝ JIA（日本
建築家協会）
、JSCA（日本建築構造技術者協会）、JABMEE（建築
設備技術者協会）、BSIJ（日本建築積算協会）、JFABEA（日本建
築士会連合会）」で共同して、それぞれの認定資格を広報するパ
ンフレットを作成中であることについて報告が行われた。

【報告事項】
建築三会意見交換会共同提案の報告

1.

建築三会（日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、

本部便り
● JIA Video Letter

川上の離家

第 2 弾を公開しました

動画による情報発信 JIA Video Letterの第 2 弾です。
今回のテーマは「2020 年東京オリンピック・パラリンピック」。
後半には槇文彦氏のメッセージも収録しています。

http://www.youtube.com/user/jiapr

田中直樹（伊達な建築研究所）

竹内昌義（東北芸術工科大学）
House-M
古材使いまわしによる「古さこそモダンな家・K 邸」
松下重雄（みすゞ設計）
長屋門の家
飯島洋省（飯島洋省 andHAND 建築設計事務所）
土間のチカラ
郡 裕美（スタジオ宙）

●槇文彦名誉会員が文化功労者として顕彰されました
10 月 25 日、平成 25 年度の文化勲章・文化功労者受章者が発表され、 〈一般建築部門〉
槇文彦名誉会員が文化功労者に選ばれました。文化功労者は文化の向

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設

上発達に関し、特に功績の顕著な者に授与されるものです。槇名誉会
員は洗練された端正な幾何学的空間を特色とする大規模な公共建築を

安田俊也（山下設計）
第一生命新大井事業所

数多く手がけ、国内外で高く評価されています。93 年にはプリツカー

石川修次（竹中工務店）

賞も受賞されています。

神戸ドイツ学院・ヨーロピアンスクール

● JIA 環境建築賞公開審査会のお知らせ
JIA 環境建築賞は 1 次審査を通過した 12 点の応募者のプレゼンテー

岩村和夫（岩村アトリエ）
前田圭介（UID）
Peanuts
帝京大学小学校 小泉 治（日本設計）
秘密のクリ園
高橋彰子（enne）

ションによる公開審査会を行い、本年度の受賞作品（最優秀賞、優秀
賞、入賞）を決定します。
受賞作品は審査会の中で発表されます。
日

時： 2013 年 11 月 30 日㈯ 12：00 ～ 17：00

会

場：建築家会館大ホール

●新国立競技場計画に対する建築関連 5 団体による要望書を
共同提出

渋谷区神宮前 2-3-16

審査委員：小玉祐一郎氏（委員長） 野原文男氏
安田幸一氏

中村

宿谷昌則氏

勉氏

日本スポーツ振興センターへ提出しました。
えた建築のあり方という視点から、施設規模等、計画の条件設定の見

〈住宅部門〉
ステップテラスの家 La Casa della Terrazza Scalinata
丸子
●

日㈪、共同で新国立競技場計画に対する要望書を文部科学省、東京都、
この要望書は、東京の都市景観やオリンピック後の成熟社会を見据

審査対象作品：

024

日本建築士会連合会、東京建築士会、日本建築士事務所協会連合会、
東京建築士事務所協会、日本建築家協会の建築関連 5 団体は 11 月 11

参加申込：不要（参加費：無料）
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直しとともに、その経過や結果を広く情報公開されることを求めるも
のです。

■正会員新規入会者
北海道支部
北海道支部
東北支部
東北支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
関東甲信越支部
近畿支部
近畿支部
近畿支部

承認日：2013 年 10 月 17 日
北海道
北海道
岩手県
宮城県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
京都府
大阪府
大阪府

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

大江 徹
名古屋英紀
伊藤和則
佐伯裕武
菊池健一
小牧実豊
村田 豊
清水 聡
木村 智
山本満明
津田育宏
田中純一

㈱創建社
エープラス名古屋英紀建築設計室
一級建築士事務所 空間工房
㈱東畑建築事務所 東北支所
㈱日総建
㈱久米設計
㈱東急設計コンサルタント
㈱三菱地所設計
日本郵政㈱ 施設部
㈱ライフ建築設計室
㈱三菱地所設計大阪支店
㈱市浦ハウジング＆プランニング大阪支社

『JIA MAGAZINE』8 月号に槇文彦氏が寄稿された「新国立競技場案を
神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」に対して、多くの読者の方からご
意見をいただきました。一会報誌から発信されたメッセージが社会の反
響を呼び、多くの新聞や TVでも『JIA MAGAZINE』の名前とともに採
り上げられました。
それを受けて 10 月 11 日にはシンポジウムを開催しました（本誌 p.10
をご参照ください）。会場の日本青年館中ホールに参加希望者が入り切
れず、建築家会館の部屋も開放しましたが、それでも入りきれず帰られ
た方も多かったと聞き、申し訳なく思っています。建築関係以外の一般
市民の方々が多かったことにも勇気づけられました。マスコミも 60 社
近く来られ、立ちっぱなしで取材をされた方も多かったそうです。
しかし一方でこのメッセージには反論をお持ちの方も当然おられると
思います。ぜひ、そういった意見も採り上げていきたいと思います。皆
が同じ意見でまとまる方がむしろ怖いような気がします。今回、学んだ
ことは発言することの重要性、そして多くの方々が議論をすることの大
切さです。JIAは建築の論壇であると槇先生も言われています。
今日（11 月 7 日）、文部科学省に「新国立競技場案に関する要望書」を
提出しました。今後どのように展開されていくか見守りたいと思います。

『JIA MAGAZINE』はJIAのHP上でPDFでもご覧いただけます。
■ JIA 支部一覧
■北海道支部
〒 060-0061
北海道札幌市中央区南1条西8丁目14-3 札幌第2スカイビル 5F
TEL 011-261-7708 FAX 011-251-4866
URL http://www.jia-hok.org/

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

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

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

■関東甲信越支部
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 4F
TEL 03-3408-8291 FAX 03-3408-8294
URL http://www.jia-kanto.org/members/

■四国支部
〒 780-0084
高知県高知市南御座 16-23
TEL 088-885-6688 FAX 088-855-6260
URL http://www.jia-shikoku.org/

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

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

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

■沖縄支部
〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-12-8 松尾ハウス 6F
TEL 098-941-1064 FAX 098-941-1079
URL http://www.jia-okinawa.org/
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