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石の透かし彫りスクリーン：
ファテープル・シークリー
（インド）
イスラム圏では窓に石の透かし彫りをスク
リーンとしてはめ込むことが多い。アラビ
ア半島の砂漠地帯では陽光が人々にとって
は迷惑なものとなる。そのため建物同士が
近接して影をつくり合ったり、あるいは日
干しレンガで窓の少ない建築をつくること
が多い。
表紙の写真は、インド・アグラ市から西
23マイルの平原に、ムガール朝のアクバ
ル大帝が赤砂岩を用いて建設したファテー
プル・シークリー王宮の窓にはめられた、
透かし彫りスクリーンである。
この王宮は王の離宮として建設された。住
宅的機能を持っていたので、このスクリー
ンは内部にいる人間にとってはプライバ
シーを守るものであったし、一方で内部の
生活に必要な適度な照度が確保できる光の
コントロール装置でもあった。かつて京都
や高山の街で用いられた簾も同じような役
割を果たしていた。この石の透かし彫りは
イスラム教のモスクや遠くはアルハンブラ
宮殿などでも見ることができる。
壁面に大々的に使われたものとしてはイン
ド・ジャイプールの風の宮殿がある。外出
ばかりではなく外部に顔を現すことも許さ
れなかった後宮の女達が、宮殿前の広場の
人々や自分の家族達がそこに来る様子をこ
のスクリーン越しに眺めていたと言われ
る。
西洋ゴシック教会は、ポインテッドアーチ
に見られるようにイスラムの影響を受けて
いるといわれるが、ステンドグラスも例外
ではないと思える。これだけのアラベスク
紋様が施された透かし彫りをつくるのは大
変な作業であったろうと思えるが、この王
宮の近くのタージマハルの象嵌技術をもっ
てすれば、さほどのものではなかったのか
もしれない。
ル・コルビュジエはチャンディガールの議
会議事堂の壁面全体に提案した垂直のルー
バー（ブリーズ・ソレイユ）を設計するに
際して、太陽光線と内部の暗さの対比をか
なり詳しくスタディしている。イスラムの
石の透かし彫りもそんなル・コルビュジエ
に大きな影響を与えたことは間違いない。
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特別座談会

これからの建築家にとっての
JIAの可能性
今

号では特別企画として、30 代〜 40 代の若手建築家である中村拓志さん、平田晃久さん、藤村龍至さ

んをゲストにお迎えし、それぞれの立場からJIAについて感じていることや要望、JIAの可能性について、

芦原太郎 JIA 会長と、次期『JIA MAGAZINE』編集長の今村創平さんを交えて座談会を行いました。
（『JIA MAGAZINE』編集長

非営利職能団体の役割とは

古市徹雄）

いまの時代に建築家ができることとは

古市●今日は若い建築家 3 人においでいただいて、JIA

平田●いま若い学生たちと接していて思いますが、僕ら

芦原会長を交えて JIAのあり方についてお話ししていき

が学生のころに建築家に対して持っていた憧れのような

たいと思います。最初に 3 人にいま建築と社会について

ものが、結構希薄になっていると感じています。それは、

考えていることを話していただきます。

あまりいいことではないような気がしています。建築と

藤村●私の勝手な考えですが、今日ここにいる 3 名の平

いう職能に対する憧れは、やっぱりあったほうがいいで

田さんがいわばアート軸、中村さんがコマーシャル軸、

すよね。

私はパブリック軸のような役割かなと思っています。

なぜ、そうなってきているのか、僕自身がもっている、

最近、いわゆる非営利職能団体とは、いったいどうい

これから建築がどうなっていくか、建築家は何をするか

う役割なのかと考える機会が多いです。私が公共政策

ということに対しての漠然としたイメージを、自分の個

の施策で興味があるのは 2000 年代のニューヨークです。

人的な経験からお話しします。

マイケル・ブルームバーグ市長の下で、プラン・ニュー

最近でいうと、トヨタのレクサスというブランドを考

ヨークという大きなビジョンがあって、都市計画を主軸

えたり、あるいはパナソニックと共同でミラノサローネ

にした、さまざまな施策が打たれました。アメリカのよ

でインスタレーションをしたりしました。それは、たと

うに人種が混ざっていたり、貧富の格差があったり、政

えば太陽光発電の全然違う形を考えたり、あるいは、エ

治的に公正な姿勢を求められる場面で、ブルームバーグ

ネルギーマネジメントという概念で、都市が再編されて

は、ゾーニングの 40 ％を変更するなどの大胆な施策を

いく際に、建築家的発想で何かをつくる、あるいは、従

実行しましたが、なぜそれができたのか。それには行政

来の自動車の持っている範疇よりもう少し広範な、動く

の外部の非営利職能団体、NPOや大学を含めた職能団

ものというカテゴリーで、どのように街が変わっていく

体の非常に大きな活躍があったようです。たとえば、コ

のかなど、企業が建築家に発想を求めることが実際にあ

ンペを開催して将来像を供給して、それを展覧会で発信

ります。

するとか、公聴会を開催する、ワークショップをする、

そのようなことを考えると、いますごく面白い時代に

そのような活動を通して市民全体に議論を開いて関心を

生きていると思っています。今までは建築そのものに関

喚起するような役割をしてきたようです。

心が持たれていましたが、どのように都市の秩序をつ

いま日本でも地方都市のまちづくり運動や、被災地の

くっていくか、あるいは、自然環境と人工物が対立する

さまざまな試みなどがあり、私も地元の埼玉県でいろい

要素としてではなくて、どのようにもう少し混ざってい

ろな取り組みをしています。そしてそれらが、小さなコ

くかを新しいテクノロジーを媒介として再編していくこ

ミュニティだけではなくて、ニューヨークのようなグ

とができる時代になっています。そしてそれを具体化す

ローバルシティをも動かすような大きな力になることが

るときに建築的創造力が求められてきて、まさにそこに

ある。そういう意味で、いわゆる従来型の巨匠作品主義

介在することが、建築家としてのひとつの姿として思い

的な建築家像と違う、芦原さんが常におっしゃっている、

浮かびます。

もう少し運動型のこれからの建築家像について考える際

その一方で、具体的にそれらがこれから発展していく

に、思い浮かぶのは、2000 年代のニューヨークの建築家

どこかの国の都市をつくるインフラの設計にそのまま変

達の動きなのです。非営利職能団体がリードして活性化

わっていくかというと、なかなか私たちはそういう場面

するためのヒントは、ニューヨークにあるのではないか

には立ち会えません。被災地の小さな街を何とかしたい

と思います。

と思っても困難を伴って、なかなかうまくいかない。面
白い時代にいるといいながら、一方で、コンセプチュア
ルな話として何か提示するような機会があっても、それ
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が本当の世界の有り様に結びつくところになかなかいか
ないもどかしさがあります。
そうなると、私が教えている学生たちに対しても、ま

本当に日本をどうするのか、あるいは建築家をどうする
のかという広い視野に立って活動することが、JIAに求
められているのではないでしょうか。

だパワフルさに欠けると思っています。建築家あるいは

日本医師会や弁護士会などは、母体が大きいこともあ

建築が自分たちの生きている世界を本当に変えていける

りますが、政治的な発言力を行使して自分たちの実業を

のだという実感が何らかの形で形成されれば、若い人も

ちゃんと拡大することをやっているわけです。それは泥

建築をもっとリスペクトすると思いますし、そこに JIA

臭い話ではなくて、僕らの市場価値を高めることだと思

がどう介在しているかという話があれば、当然ものすご

います。政治的なものも含めて、そういうノウハウや広

く関心が集まるのではないでしょうか。そのことについ

い制度設計をきちっと道筋を立てていかないと、もう可

ては、自分が建築という道を選んだ以上、根本的なこと

能性が見えない時代になりつつあるのではないでしょう

だと思いながら日々を過ごしています。

か。
芦原●いま若手の 3 人の方々のお話を聞かせていただき、

広い視野をもち独自の立ち位置で活動する
中村●さっき、藤村君が僕をコマーシャル軸にしたのは、
どうなのかなと、思っているのですが……。

若い世代とはいってもそれぞれ違ったアプローチで建築
家として頑張っていらっしゃることがよくわかりました。
僕たちの先輩の建築家たちや、僕と古市さんの同世代
も、その時代や関わる社会に応じてやってきたことの違

僕は、自然環境も商環境も建築を取り巻く環境のひと

いはあると思います。いつの時代にも、三者三様の先輩

つにすぎないという発想をもっています。JIAから 2012

たちがいたでしょうし、おそらく後輩も同様なのでしょ

年度の環境建築賞の最優秀賞をいただきましたが、環境

うね。

に対して建築を最適化するという意味では、別に自然も
商業も同じであるという視点でやっています。
ただ、あえてそういう軸を代表して話しますと、僕の
いまの仕事は少し変わっているのかもしれません。

建築家として社会にコミットしていくにはいろいろな
アプローチがあるし、ひとつの方向で建築家はこうだと
か、JIAはこうでなければならないとは、なかなか言い
切ることは難しいですね。

僕は商環境コンサルタントとして、経営コンサルタン

古市●でも JIAが建築家に対して、どういうサポートが

ト的な契約で企業と仕事をする時があります。たとえば、

できるのかがひとつあると思います。平田さんがおっ

テーマパークをどのように開発していくのか提案したり、

しゃった、自分たちは、いろんな提案や試みをしても、

あるいは、不動産ディベロッパー等とも、建築デザイン

なかなかその機会につながっていかない。そういう現状

だけではなくて、人が来て賑わって、お金を落として

のなかで、JIAは何ができるのでしょうか。

いって、さらに再投資ができてというように、街がどん
どん活性化していくための方法論等も提案しています。
僕は非常に特殊な例だと思いますが、一方で、僕らの

JIA で何ができるのか

若い世代という軸からいくと、建築家が食えなくなって

芦原●まず、20 年前の自分が JIAに入会したときを振り

いるのは間違いない。いわゆる住宅作家というフィール

返ると、JIAに入ってメリットがあるのか、よくわかり

ドが、もうほとんど消滅しつつあります。所得構造が二

ませんでした。自分が社会の中で何ができるのか、正直

極化してしまったので、いわゆる中間層の住宅ニーズが

自分の頭の上のハエを追うだけで精一杯なときに、
「JIA

完全になくなってしまって、狭小住宅の需要もほとんど

に入って職能確立のために頑張ろう」と言われてもよく

ないくらいです。リノベーション、もしくは富裕層住宅

わかりませんでしたが、とにかく入会すればわかると無

という形で、仕事も二極化しているのが実情です。この

理やり入れられたようなものでした。

問題をどうするか。JIAとして、実社会の中で実業とし

古市●当時の自分にとっては会費が高かったんです。だ

て成立させるために、建築家が求められるフィールドを

から僕は、どうやって元を取ろうかと考えました。僕

どんどん拡張していかないとまずいと思います。

は 20 年前ほど前に、ベトナム、マレーシア、モンゴル、

住宅はそういう状況ですし、公共建築も数自体が減少

シンガポールなどいろんなアジアの国々と交流を始めた

していますし、プロポーザルでもやはり旧態依然として

のです。たとえば日本とベトナムが一緒にワークショッ

実績主義が幅をきかせていて、新規参入が図れない状況

プを行うのも僕らが始めました。個人で行くと相手にさ

で、業界も日本自体も疲弊しています。そういうなかで、

れないのですが、会長に文書を書いてもらって JIAだと
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芦原太郎 JIA 会長

言うと、外務省が後援してくれるのです。

JIAは、日本で唯一の UIA（国際建築家連合）の出先機

くっていく。建築をつくる、設計する人は平田さん、審

関です。だから、東南アジアでも一目置かれて、何か一

査員は藤村さん、できあがって、それをうまくマネジメ

緒にやろうということになる。寄付も集めやすくなるし、

ントしていくところに中村さんが登場するかもしれない

外務省も後援してくれる。そういうメリットを僕は徹底

というように、いろんな形で専門家が地域の中で役に立

的に利用したほうがいいと思います。

てる場面を何とか切り開きたいと、いま少しずつ進めて

芦原●世界へ出ていったときに、一人の建築事務所の所

いるところです。

長が来たというのと JIAの会員あるいは公益社団法人日

古市●たとえば、市民と一緒に何かをやろうとワーク

本建築家協会の代表として来たというスタンスは、ずい

ショップをする機会を JIAのほうから仕掛けることもあ

ぶん信用度が違います。

ります。僕が実際にやってきたことですが、JIAとして

また、自分で設計事務所を始めると、頑張って働いて

こういう勉強会をやりませんかともち掛けると、大きい

いてもやはり自分の枠に閉じこもりがちですよね。しか

街はなかなか難しいですが、村や小さい町は乗ってきて

し、JIAにはいろんな仲間たちがいて、地域や、公益的

くれるところも多いのです。

なことに興味を持ったり、志を同じにする仲間たちがい

平田●建築家である限り、ある公共性に触れたいのは、

るわけです。そういう人たちとつながって、新しいネッ

みんな同じだと思います。私も地方公共団体や国の仕事

トワークをつくれることが、ひとつのメリットとしてあ

に興味がないわけではないですが、先ほどお話しした中

ると思います。

でいうと、企業や、技術の問題、あるいは、日本で考え

今村● 30 代、40 代の人たちにとって何かメリットがあ

たことを海外の国々で具体的に生かしていく話のときに、

るかより、建築家同士で実際に活動できることが、おそ

ちょっと違う軸を設定できるのかもしれません。たとえ

らく大事な気がするのです。特に、JIAというある程度

ば、車という産業ひとつ考えても、日本のメーカーは世

の枠組みがあるなかで何か一緒にやることで、少しでも

界でもかなり大きなシェアを持っていますが、これから

可能性が広がり、次につながってくるのではないでしょ

日本では車がそんなに売れなくなることは当然予想でき

うか。

て、彼らも縮小路線にならざるを得ませんが、じつは、

芦原●いま建設投資は縮小しています。しかし、新しい

ほかの国々で、もっとインフラのレベルで役に立てるこ

建築があまり建設されないにしても、地域を維持管理し

とがあるかもしれないのです。そのときには建築的創造

たり、まちづくりのムーブメントを支援する活動にコ

力が絶対に必要になると思います。でも、企業が招いて

ミュニティアーキテクトとしての役割を果たすこともで

くれてインスタレーションをさせてくれたり、あるいは

きるはずです。必ずしもハードだけではなくてソフトに

レクチャーをしたりというレベルでは個人で行けますが、

絡むような建築家の役割はいっぱいあるのではないで

なかなか中枢は動かないんです。何か具体的にそういう

ケ イ ブ

しょうか。日本版 CABE（Commission for Architecture

話があったら JIAとして行くとこともあり得るのでしょ

and the Built Environment）というイギリス発祥のやり

うか。

方を日本でも何とか定着させるべく、公的資金をそこへ

大学で突っ込んだ面白いことを学生と一緒にやろうと

投入して、コミュニティアーキテクトが地域のまちづく

しても、ものすごくハードルが高いですし、ある程度知

りの中に入れるように制度的に働きかけようとしていま

識や経験のある建築家が集まって何か知恵を出し合った

す。その際に、実際に地域に入っていけるような建築家

り、建築家だけではなくて、ほかのフィールドの人も巻

の人材バンクやお互いのネットワークをつくることなど

き込んでいくようなプラットフォームが必要で、そうい

が考えられます。
全国的に展開させていきたいと考えていますので、若

●

うのに JIAが利用できるわけですね。
芦原● UIAは、世界 140 か国の建築家協会を束ねてい

手建築家の皆さんにもぜひ JIAにきていただいて、それ

る唯一の国際組織です。JIAはその日本支部ですから、

ぞれの地域で市民や行政とチームをつくって活動を展開

UIAを介すると世界中の建築家ネットワークにつながる

していきたいのです。

ことができます。UIAの中にはワークプログラムがあっ

たとえば公共建築の設計発注を、入札ではなくコンペ
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する、サポートをしていきながら少しずついい建築をつ

て、たとえば、今言った新しいテクノロジーで新しい都

やプロポーザルで良い設計者を選びましょうと地方自治

市を具体的につくろうというプログラムを起案すると、

体に話をしに行く。やりたいけれどノウハウがないと言

世界 140 か国が一緒になって考えていくムーブメントを

われたら、審査員を推薦したり、コンペの方法をお伝え

起こせる可能性があります。
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藤村龍至（ふじむら りゅうじ）
東洋大学建築学科専任講師 / 藤村龍至建築設計事務所代表
1976 年東京生まれ。2008 年東京工業大学大学院博士課程
単位取得退学。2005 年より藤村龍至建築設計事務所主宰。
2010 年より東洋大学専任講師。
主な建築作品に「BUILDING K」(2008)「家の家」(2012)「e
コラボつるがしま」(2014)。
近年は建築設計やその教育、批評に加え、公共施設の老朽化
と財政問題の解決を図るシティマネジメントや、日本列島の
将来像の提言など、広く社会に開かれたプロジェクトも展開
している。

あるいは、ARCASIAというアジア 18 か国のネット
ワークがあって、そこでも同様にワークプログラムがあ

洋では、法律だけで建築士や建築を守れると思っている
国はどこにもありません。

ります。いま、環境問題やソーシャルレスポンシビリ

建築家という資格者に責任を負わせて、その資格者を

ティやエデュケーションなど、いろいろなプログラムが

職能団体が教育したり、倫理規定をきちっと守らせるな

ありますし、新しいプログラムを提案することも可能

りして西洋型の職能を成立させています。

です。日本国内でも、建築関連五団体（JIA、建築士会、
建築士事務所協会、建築学会、建築業協会）の中でも最

JIAでは、以前から西洋型のアーキテクトの資格を日
本に定着させようと言い続けていますが、まだ道半ばな

近いろんなネットワークをつくっていますから、いくら

のが現状です。JIAの正会員であれば、UIA 基準の世界

でもプラットフォームはつくれる状況にあります。

に通じる建築家として信用できると社会に思ってもらえ

古市●たとえば、JIA 内で 1 回限りの日本と海外との若

るように、法律を補完する形で公益保護に向けて頑張っ

手建築家同士の研究会や交流会のようなものをつくって

ています。協会としては、こうした公益保護の部分と、

もいいわけですね。

自分たちの利益を守るギルド的部分とを、うまくバラン

芦原●それは全然問題ありません。いままでは、あらか

スさせていかないといけないですね。

じめ委員会がつくられていて、たとえば環境委員会なら

平田●日本の建築家は、住宅などの比較的小さいフィー

「環境のことをやらなきゃいけない」とか言われて一所

ルドの中で形式的な実験を繰り返してきたので、それを

懸命に考えていたようなトップダウン方式を、いまはや

うまく転化すると、結構大きなフィールドに出ていける

りたい人が地域に密着した活動や、やりたい活動をどん

発想力を持っているところがあります。それをどのよう

どんやりましょうという方向に向かっています。

にアピールして実行に移していけるのか、それは結構面

今村●自分で手を上げて、あと会員を何人か募って一緒

白いことだと思っています。

にやっていけばいいわけですね。

古市●日本の建築家は統合力があって、つまり全体を見

芦原● JIAからお金が出るわけではありませんが、そう

られるでしょう。住宅しか設計したことがなくても、統

いう人たちが自分たちの活動を、JIAの枠組みを使って

合力はちゃんと持っているんですよね。極端にいえば、

社会に広げたり、世界に持っていけるように、いま変え

まちづくりをすることもできる。アトリエの建築家の強

ていっています。

みは統合力にあると思うので、そこを外部に対して宣伝

古市●たとえば JIAで、何人か集まってコンソーシアム

する必要があるのではないでしょうか。

をつくれば、ODA（政府開発援助）などの海外プロジェ

今村●建築家に設計を依頼することに価値があると個人

クトに、出せるそうなんです。ODAに限らず、たとえ

で言うと、どうしても営業になってしまいます。個人の

ば、東南アジアの ASEANがいますごく勢いがあります

建築家、アトリエ建築家の存在にどのように社会的価値

が、個人の事務所ではなかなか参入できません。でも一

や文化的価値があるかを、JIAが公益法人としてきちん

番早いのは、向こうの建築家協会と友だちになって向こ

と社会に対して表明してくれると、みんなが非常に助か

うのチームと一緒に研究会をやれば可能性が出てきます。

ると思います。

公益を保護できる団体に

「建築家」の定義とは

芦原●もちろん JIAを利用して何ができるかという側面

古市●先ほど五会（建築関連五団体）の話が出ましたが、

もありますが、それだけだと、建築家の利益団体じゃな

ほかの協会とどこがちがうかというと、極端にいえば

いかと疑う人も出てきてしまいます。

JIAは著名な建築家が入っている会なのです。でも地方

世界で初めてできた建築家の職能団体はイギリスの王

の役所などに行くとその違いをなかなかわかってもらえ

立建築家協会（RIBA）で、公益保護を目的として設立さ

ません。ほかの協会との差異を強く出していかないとい

れました。会員は、建築の知識を学び、建築の修練を継

けないのではないでしょうか。建築士会は建築士が、建

続して積んで、倫理規定を守るので、安心して建築の仕

築学会は学者の先生が集まっていると理解されている。

事を頼めることを社会に保証することが職能団体の役割

だから JIAは、建築家のエリート集団であって利益を度

だというわけです。

外視して活動していることを説明しないといけないです

日本の場合は、1950 年に建築士法、建築基準法ができ
て、法律が建築士を対象に公益保護をしていますが、西

ね。
芦原●前川國男先生たちがつくられた頃の旧日本建築家
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平田晃久（ひらた あきひさ）
1971 年大阪府生まれ。1994 年京都大学工学部建築学科卒業。1997 年同大学
院工学研究科修了。1997 年伊東豊雄建築設計事務所勤務の後、2005 年平田晃
久建築設計事務所設立。現在、京都大学、東京工業大学、多摩美術大学にて非
常勤講師。
〈主な作品〉
「桝屋本店」
（2006）、
「alp」
（2010）、
「Coil」(2011) 等。
第 19 回 2007 年 度 JIA 新 人 賞（2008）、Kaohsiung Maritime Cultural &
Popular Music Center 国 際 コ ン ペ 二 等（2011）、Elita Design Award
（2012）、釜石市天神町災害復興公営住宅プロポーザル最優秀賞（2012）、第
13 回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞（2013）等受賞多数。
〈著書〉
『現代建築家コンセプト・シリーズ 8 平田晃久 建築とは〈からまりし
ろ〉をつくることである』
（INAX 出版）等。

協会（以下、家協会）は、会員も 500 人ほどでいわゆる

古市●そういう考え方もありますね。

有名建築家たちが集うサロンのような会だったのです。

芦原●もし会員が 5 万人いたら、その 10 ％くらいのエ

入会できると、
「俺もとうとうアカデミーの会員だ」と涙

リート約 5 千人が会をリードしていき、さらにその中の

を流して喜んだのが家協会時代です。それを懐かしむ会

10％くらい（約 500 人）の憧れのスターがいるという、3

員の方がいらっしゃることも事実です。

つの山です。それが必要になるだろうと思います。

ところが丹下健三先生が、1987 年にいわゆる新日本建

藤村●政治的にパワーを得るためには、当然 5 万人にす

築家協会を設立する時に、少数のエリート集団だと社会

る方向を目指さないといけないし、五会がコンソーシア

的な発言力がない、数の力で政治的発言力を高めよう

ムを組んでいく。だけれど、ブランドにするのだったら

と会員数 1 万人を目標に新日本建築家協会ができました。

500 人にする。そういう方法がありますね。

いまの JIAはエリート建築家のサロンではなくて職能団

平田●両方やったらいいのではないでしょうか。

体の路線なんです。いま会員は 5,000 人を切って、4,200

芦原●じつは 3 つ全部をやろうと思っているのです。日

人くらいですが、今度準会員が入って約 6,300 人になっ

本にはいま一級・二級建築士が 100 万人います。UIAが

たでしょうか。

言っている、専ら責任を持って設計に従事している、い

世界では必ずしもスター建築家が UIAや建築家協会を

わゆる西洋流のアーキテクトは世界に 140 万人いると言

運営しているわけではないのです。もちろんスター建築

われています。そうすると、日本に 100 万人いるという

家はみんな協会に入っていますが、それは一握りに過ぎ

ことは、世界中で残り 40 万人しかいないことになって

なくて、もっと大きな組織として、地域で本当に建築設

しまいます。

計を業としてきちっとやっている人たち全体の集団なの
です。

日本の一級建築士の中で、設計を専ら責任ある立場で
やっている人は、おそらく 5 万人くらいだと推測されて

JIAには有名建築家といわれているような人はほとん

います。もちろんそこには兼業の人もいるわけです。西

ど入っていますが、若手は必ずしもそうではありません。

洋流の UIA 基準にあてはまる日本のアーキテクトが全

職能団体は一握りのエリートやスターだけではなく、

員 JIAの会員（登録建築家）だと考えると、その数は 5 万

地域で責任ある立場でしっかりと設計をしている人々の

人になります。JIAのなかでもその方向を目指そうと考

集団であるべきですし、いたずらに数を増やせば良いも

えている人もいます。海外から見れば、ちゃんとした

のとも思えません。

アーキテクトの資格は日本にないのか、早く 5 万人の資

古市●日本には「建築家」の定義はなく、法律に定めら

格、あるいは団体をつくれと言われているんです。

れているのは「建築士」なのです。建築士は政府がき

一方、JIAの中でも「自分たちは専業を旨としてやっ

ちっと保証した制度ですが、
「建築家」は日本の法律上わ

ているから」といって、5 万人の組織になることを拒み、

けがわからないものになっていて、誰でも建築家を名乗

専業の人たちで構成する 5 千人で現状を維持していこう

れるのです。以前、家協会には約 500 人しかいなかった

と考えている人もいます。

のですから、建築家と名乗れる人はそれだけしかいな

また別の考え方として、昔のように、みんなの憧れの

かったわけです。いまのヨーロッパと一緒ですね。イタ

ブランド価値がある JIAだったら、せいぜい会員は 500

リアへ行ってアーキテクトという名刺を出すと
「おお！」

人だろうということになってきます。

と言われますよ。
芦原●西洋では、RIBAなどは会員でなければアーキテ
クトと名乗ってはいけないという名称独占を持っていま
す。業務独占はなくて名称独占です。本当は JIAが「建

芦原●改めて皆さんから JIAに対しての要望を聞かせて

築家」という名称独占を取れればいいのですが。

ください。

今村●日本で医師免許を持っていないと、医者と言って

中村●僕は、広い意味では建築家が社会に対して発言力

はいけないのと同じですね。

をきちんと持てるような、制度設計あるいは世論形成を

平田●素朴な疑問として、もし JIAのブランド価値を

していただきたいと思います。また、若い人たちに JIA

高めるのであれば、JIA 会員であることが「おお、すご

に興味を持って入ってもらうという、すごく近しい目的

い！」となったほうがいいですよね。結局、それがお墨

に関していえば、賞にもう少し力を入れていただきたい

付きとして機能するのなら、会員を増やさなくてもいい

と思います。

ということになりませんか。
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評価軸を明確にした賞制度に
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僕が JIAに入ったのは、じつは賞が目的だったので

中村拓志（なかむら ひろし）
NAP 建築設計事務所代表
1974 年東京都生まれ。
1999 年明治大学大学院理工学研究科博士前期課程修了。
隈研吾建築都市設計事務所を経て 2002 年 NAP 建築設計事務
所設立。
JCD 賞 2006 大賞、2008 日本建築家協会賞、2010 新建築賞、
2011 JIA 新人賞、2012ar+d Awards 最優秀賞など。代表
作に、
「Dancing trees, Singing birds」、
「House C—地層の
家—」、
「録 museum」など。

す。やっぱり自分をオーソライズしてもらうためには賞

意外にお互いに知らないんですよね。そうすると、
「なん

が必要です。別に賞のために設計しているわけではあり

だ、九州にあんな人がいるんだ」ということがわかるの

ませんが、次の仕事が取りやすくなるためにも賞が欲し

は嬉しいことです。

い。賞をもらったら、やっぱり入らなきゃなということ

今村●一般的に建築賞はその作品に対する賞なので、で

で、いま会員になっています。

きてから数年たって、それがどう使われているかを審査

今村●僕の住宅作家の友だちも、
「JIAに入ってる？」と

員や市民で見て、いい建築に対して与える賞があるとい

聞くと「賞のためだ」とはっきり言っていました。今年

いですね。いますでに 25 年賞がありますが、たとえば 3

度は公益法人になって初めての賞で、会員以外の建築家

年賞くらいのものがあると、別の評価ができるかもしれ

も応募できるようになりましたね。

ません。

芦原● JIAの会員でなければ賞に応募できないようにし

中村●社会とどういう関係を結んだのかというところを

て、会員を増やそうとしたときもありましたが、公益法

評価するには、それくらい期間を置かないと駄目なので、

人になったということも後押しをして、開かれた賞のほ

そういう賞が欲しいですね。

うが価値があるだろうということになりました。じつは、

今村●古谷誠章さんが今年の建築大賞を受賞された「実

以前文化庁に、JIAの賞をもらった人を文科省関係の賞

践学園中学・高等学校 自由学習館」は、3 年前にできた

に推薦できないか尋ねたところ、会員に限定した賞だと

建物で、審査員は現地審査をして、使われて 2 年くらい

したら、そうはいかないと言われてしまいました。一般

経っている様子を見て、高く評価していました。

にオープンした賞にしましたので、受賞作品を文科省や

芦原● 25 年賞は竣工後 25 年以上経った建築がしっかり

UIA、ARCASIAなどの海外の賞にも推薦して連携でき

と雨雪に耐え、社会資産として役立っているかを評価す

たらいいなと考えています。

るユニークな賞です。審査は数名の建築家が作品を見て

また、国内の建築関連団体の賞の応募者も、1 つの作

決めていますが、将来はむしろ地域が評価していく、あ

品を共通フォーマットで登録しておくと、学会、JIA、

るいは、ぜひ若い皆さんが中心になって地域の社会資産

BCSなどの団体の賞にノミネートされるようにして、そ

を見つけ出していってもらいたいですね。

れぞれの審査員は個々に行うようにできれば、何より応

また、決定した日本建築大賞や日本建築家協会賞に対

募するほうは楽になりますね。

して、若い人たちに意見を言ってもらうのも面白いと思

今村●履歴書のフォーマットが 1 つだというような感じ

います。たぶん、いろいろな評価軸が出てきますね。も

ですね。

ちろん作品の良し悪しの判断は審査員によって全然違っ

芦原●賞も、協会ごとにたくさんありすぎます。小説の

て当たり前ですが、僕は各賞の評価軸をはっきり出した

場合は芥川賞や直木賞をもらったら、新聞やテレビに出

ほうがいいと思っています。評価軸をちゃんとした上で

るのに、建築の場合、いろんな賞をもらってもなかなか

審査員を選んで、審査員にきちっとその評価軸を踏まえ

メディアに取り上げてもらえません。建築界が一緒に

た上で評価してもらう。賞の役割と評価軸、それから、

なって賞を盛り上げる、それらを次の世代とやっていき

他の会の賞との差別化も明確にしていきたいですね。

たいですね。

中村●たしかに建築の評価軸が、もう少し新しくなって

古市●新人賞ではなくて、若い人を対象にした賞があっ

もいいだろうと正直言って思うところがあります。作

てもいいですね。50 歳を過ぎても新人賞は取れるのです。

品主義的だったり、建築家としての矜持だけではなく

今村●新人賞は、年齢ではなく今まで賞をもらっていな

て、コミュニケーションデザインだったり、社会と建築

い人がもらえます。そうではなくてアンダー 35 賞とか、

がどういう関係を持っているかという視点、そこがあま

アンダー 40 賞みたいなものも、ひとつの例としてある

り感じられないところがあります。もう少し幅広い審査

かもしれないですね。

員の方たちがいて、もっと建築の広い問題に焦点を当て

中村●僕も以前、アンダー 35 をテーマにした『建築文

るような審査をお願いしたいなと、僕は個人的に思って

化』の特集で取り上げられて（「U-35 のポテンシャル」

います。透明で、もっと開かれている感じがほしいです。

『建築文化』2003 年 8 月号）すごく勇気づけられたし、独

ちゃんと社会と対話して、社会にとってためになるもの

立の時に、それでかなりやる気が出て営業ツールにもな

をつくればこの賞が与えられるという、そのような賞に

りましたので、そういう支援をしていただけると、とて

は社会を変える力があると思います。

も良いと思います。
芦原●アンダー 40レベルだと、大学の仲間は別ですが、
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古市徹雄

未来につながる理論的実践の場がほしい

益社団法人になって、世のため、人のための専門家集団
としてのブランドをできるだけ出していきたいと考えて

平田●いま建築メディアがどんどんなくなって、理論的

います。

実践のようなものに対しての場所がなくなっていると思

藤村●たとえばいま、公共施設の老朽化についても地域

います。ものすごい実践的なところか、それとも学会の

ごとに問題が山積しています。これまでは大学が部分的

ようなところになってしまい、その間の場所がない。そ

は関われましたが、大学の教員の数に比べて圧倒的に問

の間の場所が、実は新しい枠組みの素地をつくるのでは

題が多すぎて、大学だけでは解決できず、職能団体がい

ないでしょうか。そういうことは利益を生まないわけで

ろいろフォローしないといけない状況になってきていま

すし、JIAの活動としてできないのかなという気がして

すが、それをどうつないだらいいか、私は不勉強でよく

います。

わかっていなかったのです。今日思ったのは、そのとき

芦原●たとえば環境行動ラボのように、環境建築をどう

は職能団体の公益性がひとつのカギになりませんか。

やって展開していこうかというものはありますが、いま

芦原●むしろ、その場合は個人だと思いますね。団体が

おっしゃったのはもう少し新しい枠組みをつくっていく

支援するよりも、行政のある活動の中に、ある専門家が

話ですよね。

助けにいくというケースが多いのではないでしょうか。

平田●頼まれもしないのに、こんなことを考えてみると

だから、いま日本版 CABEというものを立ち上げよう

いうようなことができないかと思うのです。建築には理

しているのは、必ずしも JIAだけでやることではなくて、

論と実践の中間的なところがあります。やや理論寄りの

それなりの専門性や能力を持った人が地域の中でちゃん

ことをしていくことをもう一回取り戻したいのですが、

と役に立つことをやっていきたいという考えなのです。

そこに対する場所がなくなってきているような気がしま

そのときの専門家とは、学識経験者ではなくて、より公

す。大学でやることも考えますが、大学生とだとなかな

益性をもった職能団体から推薦されたプロとして具体的

かできないことなのです。

なことができる人たちのことです。

芦原●やはりそれは、建築家の仲間とやったほうが全然

藤村●アーキテクトとしての公益性と、専門性をつなぐ

いいでしょう。JIAでやれば海外とつないだ連携研究も

ことが理想ですね。現状では、公益性のほうは、学識経

できますしね。

験者という名の下で大学に偏っていて、専門性のほうは、

平田●ほかの建築家の団体だとできないことが、こうい

JIAをはじめとした五会に偏っているなかで、それをど

う形でできていると示せれば、JIAの社会的位置づけも

うつなぐかがひとつの課題だと思います。今日議論させ

変わってきますし、それなりの価値を持つのではないか

ていただいて、JIAが公益社団法人になったことで、公

という気がします。

益性を軸にして大学とコラボレーションをする可能性が
出てきたことが、私にとって大きな発見でした。大学で

大学と JIA を連携するモデルをつくりたい

もやりようはあるとは思いますが、まだまだ限界がある
のです。公益性を担保したまま JIAに受注や発注ができ

藤村●いま自治体は、公共事業について独自のアイデア

る仕組みをうまくつくれると、もっと可能性が広がる気

を求める場合に、公益性の説明を学識経験者ばかりに求

がしました。

めます。ですから、大学の立場であれば比較的自治体に

その意味で大学と JIAの連携というモデルプロジェク

入りやすいのです。ただ、学生が実施設計をするわけに

トをつくれたらいいなと思っています。

はいきませんから、職能団体と組まないといけません。

芦原●オープンデスクをはじめ、職能教育という意味で

JIAではこれまでそういう連携はあったのでしょうか。

の大学との関係は考えていましたが、大学とコラボレー

ニューヨークの例のように、必ずしも大学ではない非

ションして何かをやろうという連携の形は確かに新しい

営利の組織、あるいは公益団体がそういうことを最近や

と思います。

り始めているようで、どういう制度設計をして、どうい

古市●今までの JIAで、そういう発想はなかったですね。

うストーリーにすれば、そのような回路をつくれるかが、
いま課題だと思っています。
芦原●いままでは、自治体がコンサルタント業務を職能
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新しい建築家像とは

団体に発注する場合、JIAも他団体といわば仕事を取り

古市●僕はいままで『JIA MAGAZINE』の編集長をやっ

合う利益団体のように見られがちだったのです。でも公

てきて、いま日本の経済状況下で、建築家の数や仕事が
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今村創平（いまむら そうへい）
千葉工業大学准教授。アトリエ・イマム主宰。
早稲田大学理工学部建築学科卒業。AA スクール、長谷川逸
子・建築計画工房を経て独立。
ブリティッシュ・コロンビア大学大学院兼任教授。
2013 年、ヨーン・ウッツォン賞。
〈作品〉
「神宮前の住宅」
（2007）、
「大井町の集合住宅」
（2010）、
「オーストラリア大使館 バイク・シェッド」
（2012）など。
〈著書〉
『現代都市理論講義』
（オーム社、2013）、
『日本インテ
リアデザイン史』
（オーム社、2013、共著）など。
〈訳書〉アンソニー・ヴィドラー著『20 世紀建築の発明』
（鹿
島出版会、2012）

減っているという話を会員からよく聞きます。でも僕は

築」というキーワードがすぐにわかります。それはいま

決してそうは思わない。日本は、たとえばヨーロッパに

社会がすごく求めていることなのです。たとえば、表参

比べても、ものすごく仕事があると思います。

道に屋上庭園を設けた東急プラザも企業としては非常に

ただ問題は、これは本当に JIAの本質に関わりますが、

わかりやすい。企業の担当者が上の人を説得するときに

いわゆる大手事務所とアトリエ事務所という区分の中で、

「彼は、原宿のど真ん中で木を植えているのです」と言

いま大きい仕事はほとんど大手事務所にいっています。

えるような、時代の要請や傾向をつかんだ、わかりやす

たとえば、東京都内に高層ビルがものすごく多くありま

いメッセージがあると思います。

すが、そのなかで、アトリエ事務所の建築家が設計した

僕らの世代でいうと青木茂さんは、リファイン建築と

ものはほとんどありません。東京都庁舎くらいでしょう

いう独自のカテゴリーを打ち立てていて、すごく仕事が

か。それももう 20 年以上前ですよね。

来ています。だから、時代を読むことは重要なことです。

いまの状況だと、若い人はアトリエ建築家に対する希

藤村さんもそれに近いことをやられていますよね。

望がなくなり、優秀な学生は、仕事があって給料の良い

藤村●公共分野では、時代を読もうとしているかもしれ

ゼネコンや大手事務所へ行ってしまいます。これをどう

ません。

したらいいのかと考えてしまいますね。

中村●僕は、結局、建築はどんどんエンクロージャー型

中村●大きい仕事は大きな信用力のあるところに発注さ

で大型化してくるので、小さいアトリエ建築家が入る隙

れるという状況のなかで、僕らのような、ある種弱い建

間が都市においてはなくなりつつある。そのなかで、あ

築家が仕事を得ていく方法として、デザイン監修という

る種のこだわりを持ちつづけ、いつまでも都市に参画で

立ち位置はあるのかと思っています。実際いまは割とそ

きないよりは、もっとちゃんと建築家が社会なり都市な

ういう仕事が増えていますが、実施設計等は設計施工の

りを良くする立場に身を置くことのほうが大事だと思っ

ゼネコンか組織設計で、上流の基本設計やコンセプトの

ているので、ある種部分的な関わり方ではあるかもしれ

部分は僕らがやるというようなフィールドは、むしろあ

ないけれども、必ずやろうとしています。

るのかと思っていますし、実際に割と多いのです。その

よく誤解されるのですが、商業的な利益を最優先する

ときに重要なのは、デザインの力が、いろんな人を集め

ためのコンサルタントをしているだけではなくて、そこ

たり、観光産業や商業に寄与したり、ちゃんと社会の中

である種の公共的な、東急プラザでいえば、地価が上

で力を持って機能することを説明できる能力がないと、

がって路面に公共スペースが取れなくなってきているな

それらの仕事の受注につながらない。その辺のスキルを、

かでも、公共的な空間をつくる価値が商空間においても

僕ら建築家は学んでいくべきでしょう。

あるだろう。それが結果的には公共の利益にも商業にも

芦原●デザインビルド（設計・施工一括方式）や第三者

資するという、商業と公共の利益をちゃんと結びつける

監理は、古市さんからすれば、とんでもないことで、建

ことが社会を良くしていくことだと思うので、高い志を

築家は最初から最後まで全部きちんと責任を持ってやる

もってやっています。

べきだという考え方ですよね。

古市●デザインビルドと中村さんの立場はちょっと違っ

ところが中村さんが、いわゆる企業やディベロッパー、

て、建築家として参加しているわけでしょう。

ゼネコンと組んでデザイン監修をするとなると、最初か

中村●基本設計に触れないで、ファサードの材料を選ぶ

ら最後まで全部やるという話ではなくなってしまうけれ

だけのような仕事はやっていません。

ど、その範囲の中で自分なりに一所懸命に頑張っている

古市●コンセプトを出すわけですよね。

わけですね。それについてお互いはどう感じるのでしょ

新しい建築家たちは、いままでの僕らみたいに、現場

うか。

に行って設計監理をするところまでやらないと建築家で

古市●それこそ新しいタイプの建築家ですね。その辺は

はないという考え方ではなくて、統合力や新しい考え

可能性があるのかもしれませんね。じつは、僕にもそう

方、自然、そういうものを強く出して、コンセプトや基

いう監修的な話がいくつか来たのですが、僕は、先ほど

本設計だけでも請け負う。考えてみれば、僕らだって構

平田さんがおっしゃったような昔憧れたような建築家像

造、設備、積算を頼んで、結局デザインしかやっていな

のタイプですから、まだ抵抗があるのです。どうも僕ら

い。分業しているのです。今度はそこに実施設計という

の世代はダメなのですね、どうしても現場の監理まで全

プロフェッションが入ってくることも、同じ考えでいけ

部やりたいと思ってしまいます。

ば成り立つのかもしれません。それほど本質は変わらな

中村さんの場合は、僕の見方ですけれど、
「自然と建

いかもしれませんね。
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平田●僕は、台湾でも仕事をしていますが、限りなくそ
れに近いときがあります。結局、どこまで関われるかと

言葉を聞けたことは、とても良かったです。この『JIA

いう枠組みがあって、そのなかで自分の建築的な思考を

MAGAZINE』を通じて会員の多くを占める 50 代、60 代

生かせるかと考えると、たとえば、建物を全部建てたと

の建築家の方たちにも同じように感じていただければと

しても、そのあと誰が使うかはわかりません。どちらか

思います。

というと、僕は古いこだわりをまだ捨てきれていないと

れから」です。

ものすごく簡単に伝わるようなアイデアや考え方じゃな

古市●槇文彦さんが「漂うモダニズム」という論を書か

いと仕事はできないと感じたりすることもあります。そ

れたように、近代建築はこれからどの方向に進んでいく

うすると、つくるもの自体が変わってしまうでしょうが、

のかまだ予測はついていません。そういう意味で新しい

変わること自体、結構気持ちのいいことだったりするの

特集は「ネクスト：建築家のこれから」というテーマな

かもしれませんね。

わけですね。
今までは若い人たちがあまり JIAに関心を持ちません

り方が、たぶん出てくるでしょう。

でしたが、これからは若い会員も積極的に参加して議論

芦原●与えられたフィールドの中に新たなものを統合し

が展開でき、今日の座談会で多くの話が出たように、新

てつくりだしていることは、おそらく皆建築家として一

しい建築家のあり方、新しい建築家の役割が提案できて

緒なんだと思います。
「ファサードだけデザインして」と

いくと良いと思います。

言われても、
「ファサードという中に建築をつくるぞ」と
言ってデザインすることもできます。前川先生の時代は、

それに JIAはいろいろな利用方法があるわけですから、
若い人も積極的に参加していただきたいです。

基本設計から実施設計、設計監理まできちっとやって、

中 村 ● 僕 は、 古 市 さ ん が 編 集 長 に な ら れ て『JIA

全部完成した建築を引渡しする、これこそが建築家の役

MAGAZINE』が面白くなって、すごく刺激的で問題提

割と責任であるという話だったのでしょうが、社会が多

起になったと思うので、これから今村さんに代わって、

様化しているので、必ずしもそういう完璧な仕事をする

さらに面白くなってほしいと期待します。

のではなくなってきています。

芦原●会長の立場で言うと、若い建築家に JIAに入りた

社会にとってより良いものにするべく新たな創造をす

いなと思ってもらうには、どんな JIAだったらいいと思

ること自体は変わりはないので、それを、これだけ社会

うか、またもう少しこうしてほしいという提案を、これ

がいろいろ多様化しているなかで、デザインビルドがい

からもどんどんしていただきたいですね。

けないとか、ファサードデザインだけをやってはいけな

古市●皆さん、今日は長時間にわたり、ありがとうござ

いとか、単純に言えるものではないと僕は思っているの

いました。

です。

「ネクスト：建築家のこれから」につなぐ
古市●今日話をしていて新しい建築家像は確かに生まれ
ているとすごく実感しました。僕は幸運なことに現場主
義でやれたのです。それに相変わらずこだわっているわ
けですが、世の中は大きく変わっています。そういう新
しい設計のフォーメーションから新しい建築家が生まれ
てくると面白い。そこに期待したいです。
今村●僕は、次期編集長に任命されて、いま何のため
に JIAがあるのか、何のために会報をつくるメリットが
あるのかを考えています。今日は「JIAと 30 代、40 代の
建築家」という話題から、だんだんと建築家論までシフ
トして、建築家のあり方に新しいフェーズが出てきて
いることがわかって、とても有意義な話ができました。
●

ちなみに新しい年間テーマは「ネクスト：建築家のこ

ころがあるのですが、やはり、スパッとした、あるいは

古市●それを認めていかないとね。そのなかで新しいや
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東京オリンピック・パラリンピック施設等について
東京都への働きかけを行っています
昨年 11 月に東京都知事へ提出した「新国立競技場を含む東京オリンピック・パラリンピック施
設への“建築アドバイス機構”の必要性について」要望書に関して上浪寛関東甲信越支部長、連健
夫同支部建築・まちづくり委員長が 2 月、東京都都市整備局土地利用計画課と具体的な意見交換を
実施しました。
また、このたび JIA 関東甲信越支部は東京都財務局長ならびに東京都オリンピック・パラリンピッ
ク準備局長にあてて、
「東京オリンピック・パラリンピック施設建設計画についての提案」を提出し
意見交換をしました。現在、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック施設工事に際して、東
京都はこれまで進めてきた設計施工分離方式による発注だけでなく、
「特例」としてデザインビルド
や設計施工一貫で発注する可能性も示しています。この提案書では、設計施工分離方式による発注
を堅持することを求めるとともに、今後の円滑な施設整備のために JIAが協力していく旨申し出た
ものです。

宛先
東京都財務局長
中井 敬三 殿
東京都財務局建築保全部長
室木 眞則 殿
東京都オリンピック・パラリンピック準備局長
中嶋 正宏 殿
「東京オリンピック・パラリンピック施設建設計画についての提案」

2020 年に迎える東京オリンピック・パラリンピックの成功は、日本が世界に公約した重
い責任を負ったものです。2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催は、前回オリン
ピックが開催された 50 年前とは大きく変化し成熟した日本社会が、世界中に再評価される
大事な機会となります。当協会は昨年 11 月 11 日に前東京都知事猪瀬直樹様宛てに良質な
建築、まちづくりを実現するための建築アドバイス機構設置の要望書を出しています。

2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催まであと 6 年半の期間があり、都民、国
民への説明責任を果たしながら計画を進めるための十分な期間があると考えます。私たち
は地元東京で活動し、市民との接点を多く持つ建築の専門家団体として、できうる限りの
協力をしたいと考えています。
新聞報道によれば、東京都で今まで進められてきた設計施工分離発注の原則を、東京オ
リンピック・パラリンピック施設工事については、
「特例」としてデザインビルドや設計施
工一貫の可能性があがっていると聞いております。プロジェクトの大きなウエイトを占め
る工事費について透明性に優れた設計施工分離方式を堅持し、また都民への説明責任が果
たされるようお願い申し上げると共に、ご協力の提案をさせていただきたいと考えており
ます。

2020 年オリンピック・パラリンピック開催後の利用方法も含めた、これらの施設計画の
進め方について、納税者にとって納得のいく情報開示の方法について、建築品質の確保を
確実なものにする適切な発注方法について、等の懇談の場を設けていただきますようお願
い申し上げます。

2014 年 2 月
公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部長

上浪 寛
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特別寄稿

それでも我々は主張し続ける
新国立競技場案について
槇 文彦
苑・外苑の歴史をよりよく識ることによって、ますます何かしな
ければという思いから一文を書く準備を始めたのである。

序

大体その構想がまとまったのは昨年の 5 月頃であったと思う。

「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」が

その間、日本の社会は沈黙し続けた。何故なのだろうか。一つは

『JIA MAGAZINE』295（2013 年 8 月）号に発表されてから 5 ヵ月半、

来るか来ないかわからないものに今騒ぐ必要性はないという社会

2020 年オリンピックの東京開催が決定されてからも 5 ヵ月が経過

全体の無関心さ。何か懸念、あるいは批判を表明することはオリ

した。この間「新国立競技場案」をめぐり多くの論評、議論、報

ンピック誘致を阻害するのではないかという遠慮。そしてコンペ

道がなされ、その波紋は国内だけでなく国際的な拡がりもみせて

に参加した人達の敗軍の将は兵を語らずという心境等、理由は

いる。

様々であったに違いない。もちろん建築家達も変なことを言えば

まだ実現しない一建築プロジェクトがこれだけの社会的注目を

お上に睨まれるのは怖いという懸念。しかしそんな懸念がないは

浴び、活発な議論を巻き起こしたのは日本の建築の歴史の中でも

ずの評論家達からも何の反応も示されなかった。日本にはジェー

稀有の出来事であった。それは何故なのだろうか。

ン・ジェイコブスは存在しなかった。唯一、社会評論家、中沢新

当然それが 7 年後のオリンピックの主要施設だからという答え

一氏が『JIA MAGAZINE』290（2013 年 3 月）号の古市編集長との

だけではない。これまで私個人に対していただいた多くの書面か

対談で、この新国立競技場案を厳しく批判していたが、残念なが

ら、最も印象に残った 2 つをまずこの文の冒頭に紹介しておきた

らそれが対談の主題ではなかったために多くの読者から見過ごさ

い。一つは東京郊外のある自閉症、発達障害の子供達の施設の責

れてしまった。

任者からのものであった。そこに園児の描いた 1 枚の白黒の絵が

私はこの『JIA MAGAZINE』に発表したエッセイを、昨年 9 月

同封されていた。彼が家並みが終わるところに立ち、眼前に広が

にブエノスアイレスにおいてオリンピック開催地が決定される

る林と空だけの自然に向かって両手をあげている後姿であった

前に、ぜひメディアを通して発表したかった。何故ならば日本に

（図 1）。この責任者は冒頭の私のエッセイで紹介された巨大施設

オリンピックが来なかった後にこのエッセイを発表しても、恐ら

の写真を見て、それが我々が使う抽象的な景観という概念でなく、

く「貴方の懸念は現実のものにならなくてよかったですね」の一

本来人間が持つ抑圧／解放という原初的な心理問題として捉えて

言で忘れ去られる可能性が高かったからである。このエッセイは

みたいという。これは建築家の私にとっても景観の本質に対する

新国立競技場案のデザインを云々したものではなく、こうした案

重要な示唆であった。

を生んだ背後にあったプログラムがどのような手続きによって承

もう一つは未知の方からの突然のメールであった。その人は日

認されたか、その結果としての景観、安全そして 30 年、50 年後、

本の著名な大学で経済史を教えていて、現在は大学からの長期休

国や都が喜んで世話をしていくにふさわしい施設であり得るかに

暇制度を利用して英国のケンブリッジ大学に研究滞在中であると

対する一連の懸念と批判がその骨子を構成している。また同時に

いう。彼の説明によれば、たまたま彼の従兄弟の一人に建築家が

今回行われたコンペの要項がコンペの呼びかけにあるように、世

いて、その人が PDF ファイルで私のエッセイを送ってくれたとい

界に誇れる案を生むために真に適切なものであったかへの批判も

う。彼は一読後直ちに大学のトップを含め経済学部の同僚にその

同時に含まれている。そして『JIA MAGAZINE』の古市徹雄編集

記事を送り返し、多くの人々から賛同の意思表示をもらい、特に

長の全面的な協力によって上記のエッセイは 9 月以前という私の

その中の一人からは「今我々に何か出来ることはないか」という

希望通り、8 月中旬に発表することができた。

返事をもらったという。
「今我々に何か出来ることはないか」とい
う問いは、健全な市民社会形成への第一歩に繋がる声なのだ。何
故私が冒頭のエッセイを書くに至ったか、その背後には「今我々
に何か出来ることはないか」という同じ思いにも繋がっている。

8 月 15 日そして 9 月 7 日以降
このエッセイは上記の『JIA MAGAZINE』が建築家の団体によ

既に述べているように、偶然 20 年以上前に隣地の現在の東京

る一機関誌であったのにかかわらず、その反応は即、そして予想

体育館を設計、建設した経験から、一昨年の 11 月に発表された

をはるかに超えた拡がりを示した。おそらく情報化社会のフェイ

最優秀案のパースが東京体育館を前景に描かれていただけに、そ

スブック、あるいはツイッター等のソーシャルメディアの力と

の巨大さに驚愕した。そして友人からコンペの要項を借り、ある

いってしまえばそれだけの話かもしれない。しかし冒頭に触れた

いは建築史家、陣内秀信氏の紹介で今泉宜子著『明治神宮－「伝

発達障害児の面倒をみる責任者、あるいは遠くケンブリッジ大学

（新潮選書、2013 年）を読み、神宮内
統」を創った大プロジェクト』

の日本人研究者からのメッセージにあるように、それは個々の

よし こ
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図1 T川へ続く道。左右の家々がなくなり、視界がパッと開ける。
画角を腕の幅で表現しているところ。

人々が持つこの問題に対する関心を基盤にした共感の表れかもし
れない。

ておきたい。
周知のように、その後予算の見直し、それに伴うプロジェクト

長くロンドンに住んだ英国の作家ジョナサン・ラバンは、メト

の設計変更が現在も進められているが、それがたとえどのような

ロポリスロンドンについて次のような興味ある言葉を残している。

かたちで収斂したとしても、我々がこのプロジェクトに関して残

「ロンドンのような大都市に住む一人ひとりはほとんど周りが異

されているいくつかの疑問については引き続き発言していかなけ

邦人に囲まれた中で、いかに自分のアイデンティティをつくりだ

ればならない。まず第一に、冒頭に指摘したように、どのような

すかが最も重要な課題なのだ。……その結果今我々の現代都市で

プロセスでこの狭隘な場所に巨大な施設を建設することを前提と

最も重要なことは建設的なユートピアや、より便利な交通手段、

したプログラムが生まれたのだろうか。

あるいは今流行のエコロジー運動よりも、自己と都市—特にその

2016 年のオリンピックの東京招致の案の中でお台場のメインス

ユニークな形態、プライバシー、自由についての—との関係につ

タジアムが他の諸施設から遠いことを IOC から指摘され、それが

いてもっと創造的な評価と分析を行うことではないか」と言って

招致失敗に繋がったとする思いが強かった日本の当事者が、現国

いる。換言すれば 100 万人の東京人には自己のアイデンティティ

立競技場の敷地を選んだことは不思議だとはいえない。問題はそ

を求めて 100 万の「自分の東京」が存在してよいのだ。したがっ

の後の展開にある。先に触れた『東 京新聞』12 月 31 日の朝刊は

てそこでは共感だけが唯一それ等の繋ぎ手となっている。した

その間の事情を詳細に述べていて実に興味深い。私はこの日、偶

がって今回の賛同者もそれぞれがもつ様々な東京への愛情が、共

然 JR 五反田駅のキオスクで『東京新聞』が「新国立」をトップ記事

感の軸を形成していたと考えてもよいのではなかろうか。

として扱っているのが目に留まったのである。その詳細をここで紹
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先に「今我々に何か出来ることはないか」という言葉に触れた。
それはエッセイが発表された後、親しい何人かの建築家の友人
（古市徹雄、大野秀敏、中村勉、元倉真琴、山本圭介等）から湧き上

がってきた言葉でもあった。そして彼らを核として、その声は拡

介する余裕をもたないが、
『東京新聞』が情報公開請求によって得
た情報は、たとえ一部黒塗りであったとしても、我々建築家達が
持ち得ないパワーがメディアにはあることを実感したのである。
その情 報によれば 2012 年 3 月、即ち国際コンペ以前に第 1 回

がりをみせ、昨年 10 月の日本青年館におけるシンポジウムを開

「8
の 14 名からなる有識者会議が開かれた。既に初回の会合から

こうという声に集結していった。そしてその後の新国立競技場建

万人がスタートライン」
「全天候型スタジアムも必要となる」
「ホス

設の当事者である文科省、JSC（日本スポーツ振興センター）、東京

ピタリティ機能の充実」
「コンサート用のための充実した設備」等、

都への要望書の提出に繋がっていく。そして賛同者 103 人への呼

施設の拡充に前のめりの発言で埋められていたことが議事録に紹

びかけに対して、そのことを聞きつけてぜひ参加させてくれと申

介されているという。松隈洋氏によれば、 1936 年の幻の東京オリ

し出た人達もその中に多数いたことをここに記しておきたい。

ンピックの敷地選定のために、まずこの地域が適当であるかどう

特に 9 月 7 日以降、メディアの報道も極めて活発に反応した。

かの激しい議論があったと紹介されている。それに対して今回の

前記のシンポジウムには実に 100 人にのぼるメディア関係の人々

オリンピックが東京に来るか来ないかの時点で、既に我々が当初

が参加した。
『東京新聞』はこの問題を 9 月 23 日の朝刊の第一面

から指摘してきた敷地に見合わない巨大な施設の骨格がここで提

にトップ記事として紹介し、再び 12 月 31 日の朝刊ではプログラ

案されつつあったのだ。重要なことはもしもこの狭隘なそして歴

ムに絡む、より具体的な報道を再び紙上のトップで取り扱ってい

史的文脈の濃密なこの地域にメインスタジアムを建設しなけれ

る。また『毎日新聞』は 10 月 19 日の朝刊で「新国立」の建設予算

ばならないなら、それに対しどのような規模、内容をもったもの

の大幅な増加を第一面トップ記事として掲載し、再び 12 月には

が最もふさわしいかという議論がここでは全く無かったことが明

社説で、この後私達も重要な問題として取り上げる、オリンピッ

らかになってくるのだ。そこでは今我々が問題にしている、敷 地

ク後のこの施設の運営に対する重大な懸念を表明している。もち

の大きさと規模の関係に対して持っている懸念の声は一切ないこ

ろん他の主要新聞にも 9 月 7 日以降しばしば「新国立」について

とがむしろ問題だろう。仮にあったとしてもマイノリティの意見とし

様々な角度から報道していただいた。
『朝日新聞』の天声人語、
『日

て却下されてしまったのかもしれない。この有識者会議はその後、

本経済新聞』の春秋にも取り上げられたということは「新国立」

国際コンペ直前の 7 月に第 2 回目、そしてコンペの最優秀案が発

の問題が既に国民的関心の対象になっている証左であった。しか

表された直後に第 3 回目が開催されている。

し要望書を提出した当局者からは未だ反応はない。このメディア

コンペの審査員の一人であった鈴木博之氏は「審査委員会」は

の努力に対し、また我々の提言に賛同していただいた方々の熱意

デザイン競技の要項の立案に関しては携わることが無かったと

に対し、我々有志は改めてこの稿を借りて深い感謝の意を表明し

言っているが、誰もが知っているように、審査委員会の委員長は
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図2

内苑・外苑を含む航空写真に「新国立」をモンタージュ。

有識者会議の一員でもあったのだ。

の主要都市、中近東、ヨーロッパ各地で 18 件の国際オープンあ

このように第 1 回有識者会議で示された誤ったヴィジョンをも

るいは指名コンペに審査員として参加してきた経験がある。し

う一度根本的に見直す機会は、原案が 3000 億円するという衝撃

たがって、応募要項の中で求められる提出資料が、どのくらい審

的な概算発表の時であったと思う。その直後、ある有力政治家の

査しやすいかということについては常に重大な関心をもっている。

「そんな高価な案をつくった建築家なら首にしてしまえ」といっ
た発言は、案外多くの日本人の素朴な気持ちを代表していたと思

それは審査の公正さを守るためでもあるからだ。
例えば新宿から高速道路を箱崎まで走ってみると仮定しよう。

う。仮に首にできなかったとしても、全く異なったプログラム

我々はその間何を東京についての情報として得ることができるだ

を大胆に監修者に、また IOCに提示する絶好の機会でもあった

ろうか。建物の凝塊の連続と突出する東京タワーとスカイツリー

のだと思う。しかし、当初の予算に更に 400 億円を追加して総床

くらいである。同じルートを地上で走れば我々は東京について数

面積を 20 ％減らして何とか原案の原型をとどめたいという姿勢

十倍、それ以上のインフォメーションを得られるのだ。

は、日本へのオリンピック招致のキーワードの一つであった「お・

併せて私は建築を理解するのに目線からの判断を強調している。

も・て・な・し」精神の発露だったのだろうか。確かにホストが

その説明としてホセ・ルイ・セルトの言葉を引用している。建物

ゲストを温かく迎えるのは日本の生活慣習が生んだマナーである

の地面から 15mくらいまでの人間としてのアソシエーションが

という意見が審査員の一人からあった。もしそうならば、同じ姿

最も重要であると。誰が言ったとか、誰がその言葉を引用したか

勢はコンペ主催者（ホスト）と参加者（ゲスト）の関係についても当

ということは重要なのではない。言説の内容が重要であり、それ

てはまらなければならない。今回の応募要項にはおもてなしの精

は誰もが同意するか否かが問題なのだ。審査員の一人はそんな言

神の片鱗すら見られない。そこでは時間がなかったからという言

説は「新国立」の建築の価値を判断する上に必要ないと言う。何

い訳は成立しないと思う。

故ならばそういったセルトは造形的センスで高い評価を受けてい
る建築家ではないからだと。それでは造形的センスの高い建築家

応募要項をめぐる諸問題

の言うことだけが信用できるのか。私はたとえ著名な建築家でな
くても、その人の言うことに耳を傾けたい友人はいくらでもいる。

私は今回の新国立の応募要項についていくつかの疑問、批判を

ちなみにセルトがハーヴァードスクエアに建てたホリヨクセン

挙げている。それは応募要項を作成した部局に向けたものである。

ターは当時北米に比を見ない優れた都市建築であったと思う。そ

これについて要項作成に携わらなかった審査会の鈴木審査員から

れは同じハーヴァード近傍にあるジェームズ・スターリングより

丁寧な回答をいただいているが、その回答は要項作成者の代理と

もアーバンデザインとしては、はるかに良質のものである。

＊2

しての鈴木審査員からいただいているという理解のもとに今後の
議論を進めていきたいと思う。
まず、何故模型提出を求めなかったかという疑問に対しては、

私はまた今回のデザインコンペの応募資格についても異議申
し立てを行っている。一つは収容定員 1.5 万人以上のスタジアム
設計の経験のあるものとしている。これは類似の建築の設計経験

応募者に負担を減らし、応募しやすくするための条件設定だとい

があるという条件であり、よく使用される応募資格でもあり、納

う。果たしてそれは本当だろうか。後に述べるように既に応募資

得しやすい。しかしそれと併記していくつかの国際賞を受賞し

格の高いハードルを越えた建築家達はこうした競技設計のベテラ

たものは、そうした類似施設の経験がなくてもよいというのであ

ンであり、彼等が応募要項に模型があるから今回はやめようとい

る。何故著名建築家だけにこうした媚を売る必要があるのだろ

うことはまず無いと考えてよい。今回のように立体的に複雑な空

うか。それは言外に主催者は「あなた方（非受賞者）にはあまり興

間構成をスタディしていくために、おそらく多くの応募者はいく

味をもっていませんよ」と言っているのに等しい。よくゴルフの

つものスタディモデルを作っていたに違いない。1 千分の 1 くら

トーナメントに著名プレイヤーを呼んで華を添えたいという営業

いの縮尺モデルであれば数日もかからずスタジオで作ることがで

感覚に似たものがある。

きるのだ。3D プリンターを使用できる環境にあればその借用費

私の長い国際コンペへの審査、あるいは参加の経験の中でこの

用だけで、人の手を借りずに即座に模型はできてしまうのである。

ようなルールは見たことがない。著名建築家に登場してもらいた

模型を提出すれば規則違反なので皆出さなかっただけのことなの

ければ単純に指名コンペにすればよかったのだ。少々参加人数は

だ。応募要項作成者が心配するほどのことではない。

多くても。またこれは世界で初めての設計者選定でなく監修者選

また私は模型未提出以外に外観パースが鳥瞰図 1 枚であること

定のコンペであった。そうであればもっと監修者の役割、権利と

に、疑念を呈している。私自身、過去、カナダ、米国、アジア

その限界等について詳細に検討し、用意しておく必要があったと
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1年のうち300日間は人のいない空洞
図3

思う。何故ならば広く国際的に求める監修者は、彼が羊なのかラ

はできない。しかしなり得る条件、なり得ない条件については歴史

イオン（あるいはライオネス）なのかわからないからだ。また施設

も参照しながら分析していくことはできる。したがってでき得る限り

の主要面積部分の説明も雑駁で Aという施設に 2 万㎡、Bに 1.5 万

建築家でない方々にもわかる形で、以下説明していきたいと思う。

㎡とそれ以上の説明はなく、応募者の中には途方に暮れた人もい

今まで例を見ない巨大で複雑な新競技場の建設コスト、そして

たに違いない。敷地周辺の状況、その歴史についての説明はもち

次の 50 年、あるいはそれ以上の長期にわたる維持管理費を税金

ろん皆無であった。海外からもこれらの事柄について疑念を持つ

という形で支払わされる国民、あるいは都民はこうしたことを

声も当然あったと聞く。コンペが終わって、
「何故まだ小言を言っ

知っておく権利があるからなのだ。

ているのですか」という問いに対しては、将来日本発の国際コン
ペがあるならば、二度とこういういい加減な応募要項で臨んで欲
しくないからである。日本では常にこのくらいのことは海外に向
かって言ってもいいだろう、あるいはやってもいいだろうという

「新国立」の建築の象徴性をめぐって
8 万人を収容する全天候型競技場とそれに付随する博物館、ス

感覚がある。その結果、政治家は自分の政治生命を危うくしたり、

ポーツ関係諸施設、店舗、レストラン等がここを訪れる人々の

雑誌が廃刊に追い込まれていくのを我々は目撃しているのだ。建

ための主要な施設である。したがって「新国立」の内外に接する

築家達は純真な人が多いのでそこまで相手を追い込んでいかない。

人々は付随施設、メインスタジアム、そして外部の通過者とい

しかしその純真性を弄ばないで欲しいと思う。

う 3 種の人々であることが想像される。まず中央の巨大なスポー

もちろんこのプログラムを作成した人達は、
「これは設計者選定

ツあるいはイベント用の空間（あるいは空洞）は、運営者の試算に

の国際設計コンペではなく基本構想国際デザイン競技設計ですよ、

よれば年間 42 日間可動するとしている。ただしそれぞれの活動

だから従来の国際コンペの基準に従って、文句を言わないで下さ

時間は 1 日のうち限定された数時間であり、セキュリティのため

い」と言ってくるに違いない。しかしこの要項を読む限り、この

に残りの時間は関係者以外は閉鎖されるであろう（図 3）
。付随の

二つ条件のどこが同じで、どこが違うかについての説明は全くな

施設は敷地に余裕がないためにこの巨大な空隙の周辺に立体的に

い。そして要項冒頭に審査委員長は、国家民族を超えた 21 世紀

はりつけられると予想される。その結果諸施設は分断され、例え

の未来への希望の象徴としての建築をつくるために、応募者は最

ば西北の Aという施設から東南の Bに行くまでの歩行距離は水平、

高の知性と情熱を傾けて欲しいと要請している。そうであれば純

垂直方向とも極めて長くなり、好ましい濃密な空間関係を諸施設

真な建築家達は設計コンペと同じ努力とエネルギーを傾けること

の間につくることは極めて困難となる。

は当然である。
ここで一言断っておかなければならないことは、現在日本でも

例えばパリのルーヴル美術館の地下空間を想像してみよう。そ
こでは上部のピラミッドからのエスカレーターとほとんど落差の

様々なかたちで公共建築のプロポーザル、あるいはコンペが行わ

ないメトロの駅（我々の大江戸線は極めて深いところを通っている）

れている。その中には応募要項作成に関しても、例えば市庁舎で

からインフォメーション、店舗、レストラン、ギャラリーとそれ

あれば当局担当者、市民グループの何年にもわたる討議の結果つ

以外の美術関係の諸施設が集められた大空間へ気軽にアクセスす

くられていくものも多い。そして公開審査、そこには市民も傍聴

ることができるのだ。それが美の殿堂の中核をなしている。一方

し得るという極めて透明感のあるものも多くなっている。そして

「新国立」という希望を象徴するスポーツの殿堂の核はどこにあ

設計過程において、再び市民も含めたワークショップが続けられ

るのだろうか？

るという市民参加型のコンペ、プロポーザルも増加している。今

それではここを訪れる観客にとってその大空間は何を意味する

回この新国立施設はオリンピックを指向した国家施設ということ

だろうか。サッカー、ラグビー、陸上競技、そしてロックコン

である。しかし、だからといって国民、都民の声を全く反映しな

サート等。人々の眼はその間 100％選手やパフォーマーの動きに

いまま、プログラムの根幹が決定されていいということにはなら

集中する。そして 8 万人の観客の上部席から見る米粒のようなパ

ない。成熟した市民社会ではあり得ないことなのだ。

フォーマー達の挙動は、スタジアムが大きくなればなるほど見る
のによくない席も増えるのだ。ラグビーは泥んこでもやるし、先

それではこの新国立競技場は
世界のそして都民の希望の象徴になり得るのだろうか。
もちろんこの施設が完成していない段階で Yesか Noかをいうこと

日私は吹雪の中のヨーロッパのサッカーをテレビで見た。陸上競
技も含めて観客と選手ができ得る限り同じ晴天、曇天、雨、雪、
風の様々な状況を分かち合うのが本来のこの種のスポーツの原点
ではないだろうか。つまり厳しい状況を観客も分かち合い、初め
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北京オリンピック競技場「鳥の巣」

て選手のおかれた環境もわかるという精神である。テニスは屋内

発表した時から、一貫してコンペのプログラムに掲げられたいく

外両用のスポーツであるからこそ、ウィンブルドンの可変屋根は

つかの機能と規模について懸念を表明し、デザインの当否は論点

おかしくないのだ。激しい雨の中で格闘するラグビー選手達、そ

のテーマとしてこなかった。したがって、これは国際コンペの中

して技術の粋を凝らした屋根の下でそれを見る観客。昔はこんな

で最も優れた案であるからこれ等の懸念を忘れてほしいというこ

格差の激しい奇妙な風景は存在しなかった。ラグビーを創った人

とにはもちろん同意できないし、ましてやこの建築は閉塞しがち

達がみたら悲しい風景ではないだろうか。そして観客は試合が終

な日本の建築界に活力を与えるデザインであるかもしれないとい

われば普段でも集中するイベント客の処理に弱い中央線の各駅に

う主張に本気で討論する気にならない。デザインはまだ実現して

殺到する。天蓋のデザイン等眺めている心理的余裕はないだろう。

いないドローイングの段階であるのだから。

またオリンピックの開閉会式でも人々の眼は国旗を掲げた選手団

サッカー、ラグビー、陸上競技、文化イベントのそれぞれが可

に注がれる。打ち上げ花火のためには天蓋はかえって邪魔になる。

能な複合施設であり、そのために開閉自由の屋根を持ち、かつ 8

1964 年のオリンピックでは 5 台の飛行機がスタジアムの上空一杯

万人の収容能力を持つ規模であるというプログラム自体に最大の

に五色の輪を描いて祝福したという。

問題が存在し、それにどのような美しい、あるいは元気の出るよ

それでは第 3 番目の観客でもビジターでもない普段この周辺を

うな衣服をまとわせるかは議論の焦点にはならない。アリーナの

利用する人々、通勤者、散歩者、学生、配達人にとってこの施設

大観衆、サポート施設を訪れる人々、あるいは見るものにこの建

とは何だろう。見るたびに元気を与えてくれる建物ではもちろん

物の前を通過する人々の間に何のシナジーも生まれてこないこと

ないだろう。私は前のエッセイで巨大な凝塊の構造物が密集した

は、上述の分析からも明らかである。

都市の中に投入された時、周辺に充分なバッファーゾーンを設け

日本の新幹線はソフト、ハード両面において世界に誇れる技術

ることがその施設を見たくない人々に対する作法であると言った。

の集大成である。それは条件さえ揃えば現在、世界のどこでもそ

オリンピックの国際競技で選定され、プリツカー賞も持っている

の技術を利用したいという要請があるからである。これと比較し

スイスの建築家が設計した北京の「鳥の巣」は、今閑古鳥が鳴い

て、今回単独でつくればそれぞれ理想的な施設であったものを

ているという。そこで唯一の救いは足早に通り過ぎる人のために

複合せざるを得なかった（あるいはしたかった）結果、開閉式屋根、

充分なバッファーゾーンがあることだ。図 4 は「新国立」とほぼ

あるいは可動式観客席その他に膨大な資金と高度の技術を必要と

同じ高さをもった鳥の巣を近接したところから見上げた図である。

するような施設は、おそらく世界のどこを見ても、ぜひ同じよう

バッファーゾーンのない「新国立」ではどのようにして見なくて

なものをつくりたいというところは皆無であろうと思う。こうし

すむかのデザインにすることも問われているのかもしれない。

てみてくると、大変申し訳ないが私にはこの施設は地球最後の恐

さらに一歩論を進めて遠望の建築の象徴性について触れてみた
い。エッフェル塔や東京スカイツリーの象徴性はどのようにして

竜に見えてくるのだ。そして神宮外苑は、もちろんジュラシック
パークではない。

獲得されるのだろうか。一言でいえばそれは一般の人が富士山や
秋の名月を見た時の感情に似ている。人々は何かそこに自分の記
憶、身体を重ね合わせ、あるいは人によっては俳句の一句すら心

「新国立」とオリンピック後

に浮かんできてもよいのだ。それは一人の人間が絵画や彫刻に対

先に述べた『東京新聞』は第 1 回有識者会議の発言で「日本が再

する自己投影の鑑賞に似たものがある。美しい塔はそうした宿命

生していくための起爆剤」
「ブロードウェイを超える地域開発に

をもっている。

なれば」といった発言もあったと報告している。最初の日本再生

一方地上の構築物の象徴性はその引きによって、たとえ小さな

起爆剤云々は何となくコンペの審査評に酷似しているし、
「ブロー

ものでも素晴らしい印象を与えてくれる。隣接する絵画館を青山

ドウェイを超える地域開発」は、まさか「ブロードウェイ」は冗

通りからみた光景がその好例である。また、ルーヴル美術館の古

談であったとしても、後に審査員の一人がいう「新国立」を中心

い宮廷建築と透明なピラミッドの見事なアンサンブルは、その前

に地域の再整備という提言と妙に符合してくるのだ。もちろんど

庭としてコンコルド広場、チュイルリー公園の引きがあって初め

の有識者の発言であったかは黒塗りのためわかっていないと『東

て愛でられるものなのだ。残念ながら「新国立」は塔ではないし、

京新聞』は報じている。

その巨大な凝塊に必要な引きもない。それは密集した都市の中に
忽然と現れる建築なのだ。
私は「新国立競技場を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」を
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こうした議論の是非を問う時、大前提となるのは「新国立」が
文化施設か娯楽施設かである。私はスポーツ博物館が付随してい
ても、あるいは 1 年に数日間大文化イベントが行われても基本的

に娯楽施設であると思う。そしてこの「新国立」の周辺を眺める

であろう。逆にそれらを補てんする収入としては、特にラグビー、

と北は新宿御苑、東は絵画館、明治記念館、東宮御所の緑へと続

陸上競技のための集客力は限られていると思う。

く。そしてさらにその北には慶應医学部と病院、
「新国立」のすぐ

オリンピックですら観客が本当に見たい競技は限られている。

南は國學院、西は津田塾大学、そして神宮内苑との間には国立能

私は仮設スタンドを無理してつくるよりも、メインスタジアムの

楽堂もある。また高校、小学校、そして社寺もその間に多く点在

規模はできるだけ小さくし、その代わりに周辺、そして日本中に

している。何故彼らはこの地を選んだのか。一つには交通の便が

数百人収容するテントを無数に用意することを提案したことがあ

よく、比較的閑静なこの地域のアンビアンス（文化的環境）を立地

る。そこにはマルチスクリーンによって観客が好きな時間帯に、

条件として選んだのだと思う。

好きな競技を観戦することができる。時には周囲の人々とビール

したがって「新国立」を核とした再整備とは、具体的に何をど

を一緒に共感を分かち合うこともできるのだ。既に海外で行われ

こにという青写真がなければこれ以上の議論を進める価値はない

るサッカーの観戦に既によくある風景だ。日本は卓越したテント

のである。そのためには再整備に賛同する都市計画家、ディベ

工業をもっている。そのテントはサッカーゲームの観戦、暮れの

ロッパー、地主、エコノミスト等の協同をもとに作成された青写

野外セール、小学校の運動会、何でも使える。どこにでも持って

真を、公開討論のかたちでその是非を議論すべきであろう。こ

行ける。例えば 8 万人から 5 万人に規模を縮小すれば、そのコス

れはもはや国家プロジェクトではないので、地域の人々も含め、

トの差額で、多くの数のテントを日本の多くのコミュニティが保

2,000 人くらいの公開プレゼンテーションに基づく討論会を開く

有することができる。何故こうした先を見る自由な発想が日本で

ことは、この施設、地域が注目を浴びているだけに必要なことで

は許されないのだろうか。仮設スタジアムのように終われば要ら

あると思う。

ないのと全く違う。有蓋競技場は小さければ小さいほど、その市

私は東京体育館だけでなく、秩父宮記念ラグビー場の西側にテ

場性も拡大することが常識である。

ピア、また津田塾キャンパスの施設にも関係し、いささかでもこ

東京ドームは年間 150 日は野球のために確保されている。しか

の地域については知っていることも多い。もしもそうした要望が

も日程もほぼ一定なので、その他のイベント約 120 日もより容易

あれば、喜んで討論に参加させていただきたいと思う。

に振り分けることができるという。しかし 42 日間のイベントだ

そして最後に残るのはオリンピック後の運営についてである。

けで本当に収支の採算がとれるのだろうか。マルチパーパス（多

11 月 26 日はオリンピック開催後の事業収支見込みの試算を JSC

目的）施設というと一見聞こえがいいが、現実のマネージメント

は工事費試算と共に明らかにしている。それに対し『毎日新聞』

は決して容易ではない。それが世界に類をみない巨大施設であれ

は 12 月 23 日の社説において、その収支の見通しの甘さ、疑問と

ばなおさらだ。これから人口減少に向かう日本、東京の市場が 8

矛盾に満ちた数字について直ちに厳しい批判を行っている。

万人の観衆を安定供給し得ないことは明らかである。

さらに大野秀敏氏は『毎日新聞』のオピニオン欄で収支の関係

そして建築の維持コストは時が経てば経つほど逆に増大する。

について様々な角度から述べられているので、私はあくまでこの

動く部分は必ず寿命がくる。初年度に想定の収支が、同じ数字で

施設が期待する観客、そしてそれに応える、あるいは応えようと

そのままその後の 10 年、20 年、安定してカバーできる根拠には

する管理者の立場を想像しながら、論を進めていきたいと思う。

ならないのだ。
『毎日新聞』が社説で提起した疑念は当然である。

この「新国立」の大規模大会の予定は、サッカー 20 日、ラグ
ビー 5 日、陸上競技 11 日、そして文化イベント 6 日、計 42 日と

仮に収支のバランスが破綻した時、誰が責任をとり、そのつけは
どこへまわされるのだろうか。

試算している。スポーツが 36 日、その他が 6 日である。本当に

…………………………………

天蓋を必要とするイベントは従って準備期間を入れて 12 日であ

首相「戦いは始まったのだ。我々は勝利に向けて全力を挙げて立

り、スポーツはオープンで行われるため、天蓋はオープンでなけ
ればならない。こうした事情のための有蓋競技場の建設コスト、

ち向かわなければならない。
」
国民「でも戦争が終わった後はどうなるのですか。
」

維持費は膨大となる。IOCの要求は 8 万人入ればよいので、屋根
についてはあくまでこの施設の多目的利用に固執した日本側の姿

現在勝者のいない不毛な戦いが世界中いたるところで、様々な

勢の結果と考えていいだろう。現在屋根のどのくらいの範囲が可

形で繰り広げられている。歴史もまた繰り返されるものなのだろ

変であるか私は詳細を知らないが、大きくすればするほど、芝生

うか。

の育ちを含めてスポーツには適するが、そのエンジニアリングコ
スト（維持管理、保守に関する諸費用）は幾何級数的に増大する

＊1
＊2

『住むための都市』
（晶文社、1991 年）
Jonathan Raban 著（高島平吾訳）
鈴木博之「それでも、日本人は「五輪」を選んだ」
『建築ジャーナル』2014 年 1 月号

この論考の脱稿後、2014 年 2 月 3 日に鈴木博之氏が逝去されました。謹んでここに哀悼の意を表します。
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2013 年度 JIA 各賞受賞作品
今号は、2013 年度の JIAの建築賞（日本建築大賞、日本建築家協会賞、新人賞、25 年賞、環境建築賞）を一挙にご紹介します。

日本建築大賞・日本建築家協会賞
2010 年 1 月 1 日より 2012 年 12 月末日（3 か年）までに日本国内で竣工した、総合的に高い水準を有する作品を広く公募し、審
査員による公正なる審査により、応募全 221 作品のうち「日本建築家協会優秀建築選 2013」100 作品が選定されました。
その中から 2013 年度の我が国の現代建築を代表する最も優れた作品を選出したものが、
「日本建築大賞 2013」
、
「日本建築家協会
賞 2013」です。
2013 年度の日本建築大賞に 1 作品、日本建築家協会賞に 4 作品が選出されました。
審査委員 三宅理一、大森晃彦、長谷川逸子

「2013 年度日本建築家協会優秀建築選 公開審査会」レポート

応募資格がオープンになった初年度の JIA 各賞

大賞は「実践学園中学・高等学校 自由学習館」

2013 年 4 月 1 日に日本建築家協会が公益社団法人に移行したの

そのあと、ひきつづき公開審査に入り、候補作品の関係者や観

を機に、これまで応募資格が JIAの会員に限定されていた各賞が、

覧する人たちが見守る緊張感あふれる空気のなか、まず日本建築

日本の建築士資格をもつ人、あるいは、海外の相当する資格をも

大賞の選出が行われました。3 名の審査員がそれぞれ 3 作品に投

つ人も応募できるオープンな賞になりました。これは日本建築大

票し、全員が票を入れた「宇土市立宇土小学校」
「実践学園中学・

賞の受賞作品が「JIAの年度を代表する建築作品」ではなく、文字

高等学校 自由学習館」の 2 作品について白熱した議論が交わされ、

通り「日本を代表する建築作品」になることを意味しています。

決選投票になりました。その結果、僅差でしたが、住宅密集地と

その初年度にあたる 2013 年度の日本建築大賞、建築家協会賞

いう難しい敷地の特徴を活かした点、新しい学習空間をつくり出

を決定する「2013 年度日本建築家協会優秀建築選 公開審査会」が、

した点などが高く評価されて「実践学園中学・高等学校 自由学習

2 月 2 日㈰に建築家会館大ホールで行われました。当日、JIA 会

館」が、2013 年度の日本建築大賞に選出されました。

員、会員外の観覧希望者、報道関係者などで定員の 100 名の会場

日本建築家協会賞には「宇土市立宇土小学校」と、複数票を得
た「バウンダリーハウス」のほかに、それぞれ 1 票を得た「東京駅

は、ほぼ満席になりました。
前年までは、審査員 3 名は建築家以外から選ばれていましたが、

丸の内駅舎保存・復原」
「式年遷宮記念せんぐう館」
「大多喜町役

今年度から実務に携わる建築家が加わることとなり、三宅理一

場」
「東京スカイツリー ® 東京スカイツリータウン ®」から、決選

氏（建築史家／藤女子大学教授）、大森晃彦氏（建築ジャーナリス

投票の結果、
「東京駅丸の内駅舎保存・復原」
「東京スカイツリー ®

ト／建築メディア研究所）
、長谷川逸子氏（建築家／長谷川逸子・

東京スカイツリータウン ®」が選ばれ、以上 4 作品に決定しました。

建築計画工房）の 3 名が JIAの表彰教育委員会によって選出されま

その後、石田敏明表彰分科会委員長より、日本建築家大賞、日
本建築家協会賞、新人賞、25 年賞、環境建築賞、すべての受賞者

した。
事前の審査員の書類審査により、最終審査に残ったのは 9 作品。

と受賞作品が発表されました。

1 作品ずつ、設計者から 10 分間のプレゼンテーションが行われた

日本建築大賞受賞者の古谷誠章氏は「10 年以上、教育専門家と

あと、全作品の現地審査を行った審査員から、10 分間、作品の感

ともに新しい教育環境をどのようにつくるかを研究し続けてきた

想も含めて質疑応答がありました。

ことが礎にある。少しでも居心地良く自主的に行動を起こせるよ
うな環境を、子供のためにつくれたらいいと思い、それが評価さ
れたことをたいへん嬉しく思う」と述べました。
また最後に芦原会長が、
「頑張っている建築家にエールを送るた
めに、そして建築を社会に広く理解していただくためにも賞を続
けていきたい」と締めくくりました。

設計者によるプレゼンテーション

審査員による質疑
左から三宅氏、大森氏、長谷川氏
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公開審査

何度も投票を繰り返す

日本建築大賞を受賞した
古谷誠章氏

挨拶する芦原会長

※審査員の講評は抜粋です。なお、三宅理一氏の講評は、日本建築家協会建築年鑑『現代日本の建築家』（2014 年 5 月刊行予定）に掲載します。

日本建築大賞
■ 実践学園中学・高等学校

自由学習館

設計者：古谷誠章（早稲田大学）、八木佐千子（㈲ナスカ）
建築主：学校法人実践学園
施工者：大成建設㈱

〈作品データ〉
用途：中学・高等学校
所在地：東京都中野区
竣工年：2011 年
建築面積：529.11㎡
延床面積：1,389.38㎡
構造・階数：RC 造（一部 S 造）／

地下 1 階、地上 3 階

住宅地にある敷地は、西側に緑豊かな

イメージが与えられていて、場所から場所

場とコーラスなど余暇活動のホールをもつ。

小公園があるものの、斜線制限と日影規制、

へと移動すると共に室内風景の眺望はダイ

図書空間でもあるというこの建物の中心は

求められる周辺への配慮によって、建築可

ナミックに移り変わっていく。巡り歩いて

4 層吹き抜けの空間で机が段状に並び、本

能な領域は不定形なものであったという。

はお気に入りの場所を見つけ暫し滞留する

棚には大学受験のための参考書が置かれて

それを逆手にとって、ちょっと不思議な、

プロムナードのような空間体験がそこにあ

いた。

表現的な形態のボリュームが導かれ、その

る。

（大森晃彦）

ここでは個人学習の場づくりが主題のよ

形態は地下 1 階から地上 3 階までテラス状

周辺の日射条件をクリアしたボリューム

うだ。こうした学校のあり方を長く研究し

に吹き抜けた空間を包み込む外郭として内

に開けられた開口からは空や周辺が、公園

ている専門家とのコラボレーションにより

部にそのまま現されている。

の方に開かれた大きな開口からは木々が眺

設計した建築で、これからの学校のあり方
の提案になっているとのことだ。

内部空間は西側の公園の緑に向かう視線

められる。密集地という欠点を特徴に変え

を常に意識した構成なのだが、設えられた

た建築である。自由学習の場として、既

さまざまな居場所にはそれぞれ固有の空間

存の学校に不足している授業以外の自習の

（長谷川逸子）
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日本建築家協会賞
■ 宇土市立宇土小学校

撮影：堀田貞雄

設計者：小嶋一浩、赤松佳珠子
（㈱シーラカンスアンドアソシエイツ）

新谷眞人（㈱オーク構造設計）
建築主：宇土市
施工者：小竹組
撮影：堀田貞雄

きわめてシンプルに、より少ない建築的言語に

中庭やアリーナ、アッセンブリースペースなど内

よってさまざまな使い方を喚起する豊かな空間が生

部と外部が境界なく全体が子供たちのいる活動の場

み出されている。スラブが延長された深い庇とフル

となっている。その内と外の融合により周辺も含め

オープンになる折戸は優れた環境装置となっている。

環境全体が一体となった健康的で清々しい建築だ。

（大森晃彦）

（長谷川逸子）

〈作品データ〉
用途：小学校
所在地：熊本県宇土市
竣工年：2011 年
建築面積：6,160㎡
延床面積：8,570㎡
構造・階数：RC 造／地上 2 階

■ バウンダリー・ハウス
設計者：山下保博（㈱アトリエ・天工人）
建築主：大曽根康子
施工者：二宮建設㈱

中に入った瞬間から別世界に飛び込んだような感

入り込んだ路地のような通路や中庭などの外部空

覚に包まれる。中庭や囲われた外部通路が室内と同

間を取り込ませながらつながるプランのあり様は大

じように扱われていて、その違いはトップライトに

変魅力的なものだ。16 の領域にあるトップライトの

ガラスが嵌まっているか否かだけのようだ。外周を

開口のディテールは美しく、白い人工庭園の屋上の

閉じて地上のざわめきを絶つことで、天空の動きが

気持ちよさはこの上ないものだ。

直に伝わってくる。
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（長谷川逸子）

〈作品データ〉
用途：住宅
所在地：千葉県鎌ヶ谷市
竣工年：2012 年
建築面積：99.85㎡
延床面積：99.85㎡
構造・階数：木造／地上 1 階

※審査員の講評は抜粋です。なお、三宅理一氏の講評は、日本建築家協会建築年鑑『現代日本の建築家』（2014 年 5 月刊行予定）に掲載します。

日本建築家協会賞
■ 東京駅丸の内駅舎保存・復原

撮影：SS 東京

設計者：鎌田雅己
（東日本旅客鉄道㈱）

前田厚雄、田原幸夫
（㈱ジェイアール東日本建
築設計事務所）

建築主：東日本旅客鉄道㈱
施工者：東京丸の内駅舎保存・
復原工事共同企業体
（鹿島・清水・鉄建建設共
同企業体）

都市の中で、歴史的建造物をいかに保存し、い

これから建築家の仕事として浮上してくる保存

かに使い続けるかという時代のテーマへの応答

と復元にどういう立ち位置を取るかが課題となっ

として、最も注目されてきたプロジェクトであり、

てこよう。改修の歴史を蓄積していくとき、現代

その期待に見事に応えたものだった。（大森晃彦）

という時間・空間をどう紡いでゆくか、復元と創
作活動がどうあればよいか考えさせられる仕事で
あった。

（長谷川逸子）

〈作品データ〉
用途：駅施設、ホテル、ギャラリー
所在地：東京都千代田区
竣工年：2012 年
建築面積：9,683.04㎡
延床面積：42,971.53㎡
構造・階数：鉄骨煉瓦造、RC 造（一
部 S 造、SRC 造 ） ／ 地
下 2 階、 地 上 3 階（ 一
部 4 階）

■ 東京スカイツリー ®、東京スカイツリータウン ®
設計者：亀井忠夫、吉野 繁、土屋 中、小西厚夫、土屋哲夫（㈱日建設計）
慶伊道夫（㈱日建設計（現エードス））
建築主：東武鉄道㈱、東武タワースカイツリー㈱、東武エネルギーマネージメント㈱
施工者：㈱大林組、株木建設㈱、東武建設㈱、大成建設㈱、東武谷内田建設㈱

東京の新しいランドマークとなったスカイツ
リーを高く評価したい。隅田川の東にあって、展
望室からの眺望は東京の都心部と富士山を捉えら
れ、逆に都心部からは東の空の夜景に彩りを添え
ている。

（大森晃彦）

ハイレベルなエンジニアの集積があって、でき

〈作品データ〉
用途：電波塔、商業施設、事務所
所在地：東京都墨田区
竣工年：2012 年
建築面積：32,221.47㎡
延床面積：229,728.92㎡
構造・階数：S 造、SRC 造、RC 造／
地下 3 階、地上 31 階

ている仕事だ。しかし私には合理的という構造フ
レームが太く、近くでみるとスマートさが不足し
ているうえにホワイトグレーが膨張して太く見え
る。また、五重塔の心柱から着想を得たという制
震システムが透明感を無くしている点も残念に思
う。

（長谷川逸子）
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日本建築大賞と日本建築家協会賞に選出された 5 作品のほか、以下の 4 作品が候補作品として最終審査に残りました。

■ 式年遷宮記念
設計者：栗生

せんぐう館

■ 六町ミュージアム・フローラ

明・岩佐達雄・大野文也・北川典義・松枝俊之

2012 年

設計者：横河
2012 年

（㈱栗生総合計画事務所）

健（㈱横河設計工房）
東京都足立区

三重県伊勢市

撮影：西川公朗

■ 大多喜町役場

■ 鹿嶋の研修所

設計者：千葉

設計者：堀部安嗣（㈲堀部安嗣建築設計事務所）

2012 年

学（東京大学／㈱千葉学建築計画事務所）

千葉県夷隅郡

2010 年

茨城県鹿嶋市

日本建築大賞・日本建築家協会賞公開審査会と、JIA 各賞プレス発表会のダイジェスト動画を JIA ホームページにて
近日公開します。
視聴は JIA VideoLetterのコーナーからご覧ください。
http://www.youtube.com/user/jiapr/
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新人賞
新人賞は、すぐれた作品を通して、才能に恵まれ真摯な努力を重ねる新進の建築家を表彰します。2013 年度の新人賞に 2 組
の建築家とその作品が選出されました。
審査委員 岸 和郎、小泉雅生、冨永祥子

■ PATIO 

■ Yo（ワイオー） 

設計者：矢板久明、矢板直子（㈱矢板建築設計研究所）

設計者：長田直之（㈱ ICU 一級建築士事務所）

撮影：新建築社写真部

撮影：Kazuo Fukunaga

撮影：小川重雄

〈作品データ〉
用途：住宅
所在地：東京都
竣工年：2011 年
建築面積：79.41㎡
延床面積：226.86㎡
構造・階数：RC 造（一部 S 造）／
地下 1 階、地上 2 階

講

評

〈作品データ〉
用途：住宅
所在地：石川県能美市
竣工年：2009 年
建築面積：80.18㎡
延床面積：71.35㎡
構造・階数：RC 造（壁式構造）／地上 1 階

抜粋

「PATIO」は一見しただけだと一般的に了

今時、美学的な建築を構想することほど、

同時に周囲になじむように和らげていくとい

解可能な都市解釈から導かれた平面形式と普

時代から外れている営為もないだろう。今回

う、設計者の両義的なスタンスに気づかされ

遍的なテクノロジーの洗練された援用の結果

の二つの作品はそれぞれまるで異なった立ち

る。内部においても、厚い壁によって守られ

であるかのように見える。しかしこの建築は、 位置からではあるが、いずれもそんな反時代

つつ、
「ストレッチ」して身体にフィットする

そんなに単純なものではなかった。単純に見

空間となっている。雪深い地の週末住居な

的な建築を夢想しているかに感じられた。

えた平面形も高さ関係を含め微妙に調整され

（岸

和郎）

らではの提案といえよう。
「夜、照明の光を

ているし、構造も見た目ほど単純なものでは

「PATIO」は洗練されたディテールワーク

なかった。現地審査をする賞の審査だからこ

に目が奪われがちだが、賞賛すべきは、中庭

が美しい」と語るクライアントの言葉からも、

そ見えてくるものがある。建築が紙面の上だ

を長手方向に細長いプロポーションにとり、

その効果が推察される。

けでは分からないものだという代表例かもし

さらに相対する建物を半層ずらすことで、平

「PATIO」は、非常に高い密度のディテー

れない。単純さを実現するための膨大な作業

面だけでなく断面的にも流動的な空間とし

ルの集積でできている。もちろんディテール

の結果としての建築、といってもいいだろう。 ている点である。パティオという言葉からイ

だけでなく、道路と並行に取った中庭のあり

受けた時に、異なる角度の壁が織りなす表情
（小泉雅生）

「Yo」も、実はそうした作品のひとつだっ

メージされるスタティックな空間性を保持し

方やスケール感・床レベルの絶妙な設定・多

た。もちろん、
「PATIO」の現場でなければ

つつ、相互に拡がりを持つ立体的な空間の連

素材のまとめ上げ方・外部空間の質の違え方

理解出来ない部分と、
「Yo」のそれとは違う。

続体へと深化させている。敷地に限りがある

など、言葉にすると新しいわけではないが現

「Yo」は、もっと「美学的」と言っていいかも

都市型住居における、新しいコートハウスの

地で納得できることがとても多くあった。

しれない。微妙に歪んでいる内部空間とそれ

提案といえよう。パティオを介して対角に見

「Yo」は、壁の 3°の効果には現地を拝見し

を表象するかのような外部のステンレスパネ

上げるシーンがお気に入りだというクライア

て合点がいった。ズレが生み出す微妙な違和

ル。しかもそのぞんざいといっていいような

ントの評からも、狙い通りの空間ができあ

感は隣接する部屋への意識の連続感を生み、

取り付けディテール。それに対して内部空間

がっているさまがうかがえた。

心理的に微弱な負荷をかけている。この角度

の妙に小さなスケールと繊細な取り扱い。そ

「Yo」に お い て も、 パ ズ ル の よ う な ヴ ォ

うした、それぞれは小さいが、そこここに仕

リューム形状操作という、
「PATIO」とは別種

外観においても全体像を固めさせない効果を

込まれた奇妙なずれや齟齬が、結果として建

のマニアックさに目がいく。が、現地に赴け

発揮しており、それがカッチリと作りこまれ

築全体にそこはかとない、奇妙な違和感をも

ば、面の素材を変え角度をずらすことで、厳

た住宅の持つある種の息苦しさとは対極にあ

たらすことに成功している。

しい外部環境に対峙するべく存在感を持たせ、 ると感じた。

は外壁の仕上げの丁寧な使い分けと相まって、
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※各作品の審査員の講評は抜粋です。

25 年賞

この賞は、25 年以上にわたって「長く地域の環境に貢献し、風雪に耐えて美しく維持され、社会に対して建築の意義を語り
かけてきた建築物」を表彰し、それに寄与した人々（建築家、施工者、建築主また維持管理に携わった者）を顕彰します。
審査委員 芦原太郎（委員長）、石田敏明、中谷礼仁、平倉章二、山名善之、山田 暁

総

評

抜粋

審査にあたっては、その建築が 25 年の歳月を経て社会資産

く、地域の社会資産として貢献しているものをできるだけ拾い

としてどれだけの価値を築いてきたか、建築の命を持続させる

上げています。今後はさらに、地域の社会資産となっている建

ために関係者がどれだけ努力してきたかを問うことになります。

築を登録していくようなセレクションとして、25 年賞のあり方

ですから、ここでは建築を一人の建築家の作品としてではなく、

も検討していくことになりました。

建物の設計・施工・維持管理といった一連の行為として捉えま

また、以前の 25 年賞には住宅部門がありましたが、住宅の

す。JIAの目指す社会資産としての建築の意義と、それを創り

ような私的な建築を社会資産としてどう評価するのか等、議論

出す建築家の役割を広く社会に訴え、安心・安全で持続可能な

が紛糾しました。個々の建築は、さまざまな社会に存在する多

社会づくりに建築・まちづくりを通して貢献していく建築家の

岐なものであり、絶対的な評価基準をつくることは難しく、ま

活動を支援していくうえで、この賞はとても大切なものとなっ

たあまり意味のあるものとは思えません。できるだけ幅広い
建築を取り上げて、設計者の思想や意図が理解され、25 年以上

ています。
審査の手順は、書類選考による一次審査、審査員が手分けし

経って当初より相対的に魅力を増しているものに JIAとしての

て現地に赴く二次審査を経て、6 名の審査員全員による最終審

25 年賞を与えたいという考えが審査委員の総意となりました。

査で 16 点が選定されました。

社会に根付いているのかという視点で、文化としての建築の

審査過程では、例年通り今年もさまざまな議論があり、そ

あり方を問うことで、社会資産となった建築、人々に愛され社

もそも 25 年賞とは何かを再考することにもなりました。今回

会とともにある幸せな建築を受賞作品とすることになったわけ

は、25 年賞の趣旨にもあるように、町村レベルの小規模な施設

です。

（芦原太郎）

と、国や県レベルの立派な文化施設を同列に評価するのではな

記者発表

■ 播磨屋本店生野総本店

撮影：古川泰造

撮影：大島勝寛

緑の濃い山を背景に、茅葺きの大屋根で覆
われた場は、多くの人々がイメージとして抱
く、良き時代の山里の民家を象徴している。
深い軒によって生み出された陰となる自然と
一体の空間に、訪れる人々が「家」の原型を
想い、ゆったりとした時間の経過を感じ、安
堵感を強くする。
その実現のために、茅葺き屋根、小屋組、

■竣工時

こだわりを持って計画したことが、長い時間

■現況

設計者：狩野忠正（元社員）、
天野直樹、野田隆史（㈱竹中工務店）
建築主：㈱播磨屋本店
施工者：㈱竹中工務店
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〈作品データ〉
用途：店舗
所在地：兵庫県朝来市
竣工年：1988 年
建築面積：522.65㎡
延床面積：319.86㎡
構造・階数：木造／地上 1 階

の経過に充分に耐えてきたばかりではなく、
この場の特質をより磨き込んできたといえる。
（平倉章二）

25 年賞
■ 志賀町民センター（現・和邇文化センター）
撮影：㈱徳岡設計

撮影：村井修

500 人収容の小劇場と保健センターを併設
した公共施設である。各施設を大屋根の重な
りあいによって無理なく連結し、地域の景観
に馴染ませた外観を持っている。また中央の
バシリカの主廊のようなコリドールも、外観
に比べて劇的なコントラストを持っており演
出的にも見事である。施工精度もよく、管理
も行き届いており 25 年を経てなお健康な建

■竣工時

築の姿を保っている。
設計、施工、管理の品質が三位一体となっ

■現況

設計者：徳岡昌克（㈱徳岡昌克建築設計事務所）
（現・㈱徳岡設計）

建築主：志賀町（現・大津市）
施工者：㈱戸田建設

〈作品データ〉
用途：文化ホール、保健センター、
役場支所
所在地：滋賀県大津市
竣工年：1988 年
建築面積：2,069.46㎡
延床面積：2,536.88㎡
構造・階数：RC 造／地上 3 階

て保たれており、同種の公共施設のかがみと
もなる作品である。地域にとけ込み愛されて
いる建築の姿が鮮烈な印象を残した。
（中谷礼仁）

■ 第五福竜丸展示館
〈作品データ〉
用途：展示館
所在地：東京都江東区
竣工年：1976 年
建築面積：798㎡
延床面積：802㎡
構造・階数：S 造／地上 2 階

シェル構造による、2 枚のコールテン鋼の
壁面で柔らかく包みこむ、シンプルな建築は、
時間の経過とともに、さらに強固な存在感を
示している。
「第五福竜丸」を契機として核廃絶、平和
への願いを多くの人々に深く語りかけ、次の
時代につなげていくためにふさわしい、寡黙
で、素形のような場を創りだしている。
素材を含めた計画意図の明確さは、これま
での運営上の工夫や関係する方々の情熱に支
えられた、優れた「時間の計画」であること
を示唆しているように思える。

■竣工時

今後、この場の活用の仕方や、夢の島の環

■現況

境変化、木造船保存の技術的課題等への対応

設計者：杉 重彦（杉建築設計事務所）
建築主：東京都、公益財団法人第五福竜丸平和協会
施工者：大都建設

■ 横浜人形の家

㈱安藤建設

が引き続き求められていることに関心を持ち
たい。

撮影：新建築社写真部

（平倉章二）

「ミナト・ヨコハマ」としてのシンボル的
地区に計画され、その時間の経過とともに街
並みをつくりだしてきた建築である。山下公
園へと続く空中歩廊によって坂倉建築研究所
らの「山下公園再整備」の駐車場屋上庭園へ
と結び付けられ、一体的な丁寧なデザインが
施されたエリアを形成している。
堅牢な建物であると同時に、さまざまなス

■竣工時

テナンスに手間がかからない点も評価に値す

■現況

設計者：㈱坂倉建築研究所
建築主：横浜市
施工者：竹中・日成建設共同企業体、
㈱安藤建設（増築工事）

ケールへの配慮が深く、管理者にとってメン

〈作品データ〉
用途：博物館
所在地：横浜市中区
竣工年：1986 年
建築面積：1,455.35㎡
延床面積：4,285.37㎡
構造・階数：RC 造／地上 5 階

る。細部にいたるまで掛けられたエネルギー
を反映するデザインは、時の経過とともに更
にその価値が見いだされるであろう。


（山名善之）
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25 年賞
■ 世田谷美術館

撮影：相原 功

撮影：新写真工房

堀内広治

緑豊かな公園のなかに計画され、竣工以来

30 年ちかくにわたって地域の芸術文化の醸
成に寄与してきた。公園と連続的な空間であ
る美術館建築のあり方は、美術館という空間
を日常的なものとし、市民と一体となった文
化活動を支えてきた。
美術館の姿は成長した樹木とともに砧公園
の欠かせない風景となっており、世田谷の砧
■竣工時

地域を特徴づけるまでに至っている。建築の
細部にいたるまで緻密にデザインされ、その

■現況

設計者：内井昭蔵（㈱内井建築設計事務所）
建築主：世田谷区
施工者：清水・村本・儘田建設共同企業体

〈作品データ〉
用途：美術館
所在地：東京都世田谷区
竣工年：1985 年
建築面積：4,882㎡
延床面積：8,222㎡
構造・階数：RC 造／地下 1 階、地上 2 階、
塔屋 1 階

端正さが建築の時間による新たな価値を創出
している（設計者の意図に反して赤く変色し
た銅板屋根の改善の議論が始まることが望ま
れる）。

（山名善之）

■ 有楽町センタービル（通称：有楽町マリオン）
通称・有楽町マリオンはその名の通り、外
装の全体がアルミ製マリオンで構成された
ホール、シネコン、デパートなどを複合した
「高層大規模複合商業施設」で、今日まで有
楽町駅前のシンボル的存在となっている。

450,000m3 のボリュームをもつ立体的な都
市として機能するための水平、垂直に設けら
れたバッファーゾーンによる防災計画や構造
■竣工時

計画が意匠と一体的に見事にデザインされて
いる。また既存の道路を取り込んだセンター

■現況

設計者：臼井 真（元社員）、
長﨑駿二郎（元社員）（㈱竹中工務店）
建築主：㈱朝日新聞社、東宝㈱、松竹㈱
施工者：㈱竹中工務店

〈作品データ〉
用途：映画館、ホール、百貨店、銀行、
レストラン、駐車場
所在地：東京都千代田区
竣工年：1 期 1984 年、2 期 1987 年
建築面積：6,756.40㎡
延床面積：89,567.72㎡
構造・階数：RC 造、SRC 造、S 造／地下 4 階、
地上 14 階、塔屋 2 階

モールや、新たな施設との地下道接続は場所
のコンテクストが読み込まれ、竣工当時以前
からの継続した時間が流れている。
（石田敏明）

■ 角館樺細工伝承館
角館の重要伝統的建造物群保存地区の核と
なる場に計画され、開館以来 30 年あまり北
国の厳しい風雪に耐えながら、伝統的景観に
更なる厚みを加えてきた建築である。街並み
と連続性を持ちながらも西洋的建築言語と重
ね合わせ、またローコスト建築でありながら
も細部にいたるまでのデザインが施されてい
る。何度かの小改修が施されメンテナンスも
■竣工時
■現況

設計者：大江 宏（㈲大江宏建築事務所）
建築主：角館町（現 ･ 仙北市）
施工者：㈱大林組東北支店
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〈作品データ〉
用途：展示施設（含 集合室、喫茶）
所在地：秋田県仙北市
竣工年：1978 年
建築面積：1,833㎡
延床面積：2,148㎡
構造・階数：RC 造（一部 S 造）／
地下 1 階、地上 2 階

ほぼ良好である。
年 10 件近い特別展開催のほか樺細工の制
作実演や体験学習の場としても大いに活用さ
れ、コミュニティの核を形成しており地域と
一体となった建築のあり方も評価できる。


（山名善之）

25 年賞
■ ホンダ青山ビル
撮影：小笠原岳写真事務所

撮影：川澄建築写真事務所

〈作品データ〉
用途：事務所ビル、展示場
所在地：東京都港区
竣工年：1985 年
建築面積：2,437,075㎡
延床面積：40,224,889㎡
構造・階数：RC 造、SRC ＋ S 造／
地下 3 階、地上 17 階

青山一丁目交差点に位置している当ビルは、
創業者の企業理念と哲学が踏襲された曖昧さ
を排除した、首尾一貫したデザインが特徴で
ある。交差点の見通しの良さを重視した道路
からのセットバックや、東宮御所からの景観
を配慮したエントランス配置、安全性や省エ
ネのためのファサード全面に設置されたバル
コニーと陰影のあるシンプルな造形などであ

■竣工時

る。竣工後は中長期的なビジョンと修繕計画
により、常に時代の先端であり続けるために

設計者：椎名政夫（㈱椎名政夫建築設計事務所）、石井 誠
（㈱石本建築事務所）
、 ㈱間組一級建築士事務所

■現況

計画的にリノベーションされ、省エネの目標
値を達成している。こうした継続的なリノ

（現・㈱安藤・間）

ベーションの取り組みはサステナブルな今日

建築主：本田技研工業㈱
施工者：㈱間組（現・㈱安藤・間）

の建築の在り方の好例である。 （石田敏明）

■ 新宿グリーンタワービル
撮影：アーバン・アーツ

撮影：三輪晃久

〈作品データ〉
用途：事務所、集合住宅、寺院、
店舗、ガソリンスタンド
所在地：東京都新宿区
竣工年：1986 年
建築面積：2,791.34㎡
延床面積：55,372.74㎡（内オフィ
ス棟 52,310.22㎡）
構 造・ 階 数：S 造、SRC 造（ 一 部
RC 造）／地下 4 階、
地上 29 階

初期のインテリジェントビルとして著名で
ある。敷地周辺の市街地再開発事業のパイ
ロット的作品でもあり、敷地内に寺院や、集
合住宅も含む。インテリジェントビルとし
ては当時の技術的制約の中で開口部の高さを
しぼることなど、発想の転換的な設計技術が
導入され、今でも有効である。またグリーン
と白を基調とした統合的なデザイン計画が施
されたが、その後の管理対応においても設計
者の構想が受け継がれている。再開発事業と

■竣工時

■現況

しても各種施設がお互いに独立することなく

設計者：結崎東衛、村山博美（㈱日建設計）
〈リニューアル〉木谷靖孫、加藤恒和
建築主：西新宿六丁目西第三地区市街地再開発組合

基層部は有機的につながり、植生の成長と相
まって、豊穣な周辺空間を醸し出している。
（中谷礼仁）

（現・新宿グリーンタワービル区分所有者集会）

施工者：佐藤工業・清水建設共同企業体

■ ヒルサイド久末
1985 年竣工の本建物は「自然との同居」の
言葉がふさわしい建物である。年を経て移設、
新設の木々が育ち、どの樹木も自然に還って
いる。5 階建てであるが、周囲を歩いていて
それを感じさせない。本建物は斜面地を有効
に生かした集合住宅である。設計者の得意分
野なのだろう、完成度の高いものに出来上
がっている。
■竣工時
■現況

設計者：井出共治（㈱ SUM 建築研究所）
建築主：㈱第一ホテルエンタープライズ
施工者：清水建設㈱

竣工時からの住民、そして新しく引っ越し
てきた住民、ともに建物に高い関心と愛情を

〈作品データ〉
用途：集合住宅
所在地：川崎市高津区
竣工年：1985 年
建築面積：2,267.69㎡
延床面積：9,593.54㎡
構造・階数：RC 造／地上 5 階

持ち、ボランティア活動等で大事に環境を維
持している様子がうかがえる。25 年賞にふさ
わしいものといえる。
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25 年賞
■ 熊本県立図書館

撮影：安井建築設計事務所

撮影：エスエス大阪

1985 年当時、元細川邸の庭園にあったボー
リング場の跡地に竣工した県立図書館。建設
にあっては元の敷地の性格を可能な限り修景
し、庭園景観のなかの図書館施設となってい
る。見通しのよい内部空間を生むプランニン
グ、導線の巧みさが空間体験として心地よい。
採用された特殊構法による外装タイル、無駄
な維持管理を省きいまだに美観を誇っている。

■竣工時

階段手すりの細部、図書館の家具の作り込み
も追求され、現在でも大切に使われている。

■現況

設計者：松山 新（㈱安井建築設計事務所）
建築主：熊本県
施工者：清水建設・戸田建設・建吉組・
勝本工務店建設工事共同企業体

■ 外断熱ブロック住宅

〈作品データ〉
用途：図書館
所在地：熊本市中央区
竣工年：1985 年
建築面積：3,888.75㎡
延床面積：9,410.64㎡
構造・階数：SRC 造、RC 造／地上 4 階

いまだに県内の図書館機能の中枢を誇る管理
体制も特筆すべきである。

（中谷礼仁）

高柳邸
北海道の気候条件に合った合理的な構法で
ある二重ブロック壁構法。この一連の住宅の
なかでは比較的初期の住宅である。それゆ
え、合理的な精神が随所に反映され、コンク
リートブロックの素材感で満たされた即物的
でストイックな空間が、竣工当時より内外共
ほぼ変わらずに維持されている。ほぼ正方形
を 70°の角度で等分にずらし、帳壁で囲まれ
■竣工時

た平面とスキップした断面の構成が空間に動
きと開放感を与え、さまざまな居心地の良い

■現況

設計者：圓山彬雄（㈱アーブ建築研究所）
建築主：T.S
施工者：三上建設㈱

■ 大阪城ホール

〈作品データ〉
用途：住宅
所在地：北海道札幌市
竣工年：1985 年
建築面積：84.43㎡
延床面積：135.09㎡
構造・階数：補強コンクリートブロック造／
地上 2 階

撮影：河合止揚

撮影：フォト共同プロ

場所をワンルームの中に生み出している。構
法の特徴と一年の大半を暖房で過ごす生活ス
タイルとが合致した、風土に根ざした建築の
プロトタイプの一つとして評価できる。
（石田敏明）

大阪城公園の景観に配慮され計画された最
大 16,000 人を収容する大型多目的ホールは、
竣工後 30 年の時の経過と共に、史跡指定地
区における風景としての価値を形成し始めて
いる。竣工後 20 年目に中長期保全計画がた
てられ、30 年目を機に改修工事が予定されて
いる。

■竣工時
■現況

設計者：大阪市
上田信也、渡辺豪秀（㈱日建設計）
建築主：㈶大阪城ホール（現・㈱大阪城ホール）
施工者：大成建設・松村組 JV

028

●

JIA MAGAZINE 301

February-March 2014

〈作品データ〉
用途：文化・スポーツ集合施設
所在地：大阪市中央区
竣工年：1983 年
建築面積：14,539.56㎡
延床面積：31,064.86㎡
構 造・ 階 数：RC 造（ 一 部 SRC 造、
プレストレストコンク
リート造）／地下 1 階、
地上 3 階

ホールの稼働率が 84 ％と全国トップレベ
ルであり、さまざまな新たな要求性能にも計
画的に対応しながら良質な建築のストック保
存が行われている。自治体 FM 課と「株式会
社大阪城ホール」
、設計者等が有機的に連絡
を取り合い、マネージメントされている点も
高く評価できる。

（山名善之）

25 年賞
■ 県民文化の森

岐阜県美術館
撮影：スタジオ村井

広い敷地を利用したこの美術館は、30 年を
経て樹木も大きく育ち、景観的に、設計者が
意図したであろう周辺環境に囲まれたものと
なっている。すべての展示室は 1 階の中央プ
ロムナードを中心に配置されていて、開館当
時の散策しながら芸術鑑賞をする雰囲気は今
なお健在である。
県民ギャラリーは利用者の人気も高く、必

■竣工時

要な機能強化のための増築、物理的劣化に対
する改修がなされていて、機能面において良

■現況

設計者：〈新築・増築・改修〉佐藤義信（㈱日建設計）
〈新築〉三浦忠誠、森山明（㈱日建設計）
〈増築・改修〉河辺伸浩（㈱日建設計）
建築主：岐阜県
施工者：大日本土木㈱、TSUCHIYA ㈱

〈作品データ〉
用途：美術館
所在地：岐阜県岐阜市
竣工年：1982 年
建築面積：6,200.63㎡
延床面積：7,160.83㎡
構造・階数：RC 造（一部 S 造）／
地下 1 階、地上 2 階

好な状態が保たれている。当時の設計者、建
物管理者がいまだに建物に愛情を持ち関わっ
ている様は、25 年賞にふさわしいものと言え
る。

（山田 暁）

■ 岡山県立美術館
岡山県立美術館は、岡田新一氏が岡山市立
オリエント美術館に続いて設計を手がけたも
ので、ともに岡山市のカルチャー文化ゾーン
の中心に位置している。開館以来各種の特別
展が催され、岡山の芸術家、芸術愛好家にと
どまらず、他県の鑑賞者にも愛されている県
立美術館だ。
バリアフリーに関する改修がなされている
が、25 年を経た今でも竣工時の重厚な雰囲気

■竣工時
■現況

設計者：岡田新一（㈱岡田新一設計事務所）
建築主：岡山県
施工者：大林組・鹿島建設・松本組建設企
業共同体

はそのままである。景観的にも当時と変わら

〈作品データ〉
用途：美術館
所在地：岡山市北区
竣工年：1987 年
建築面積：6,047㎡
延床面積：14,267㎡
構造・階数：SRC 造（一部 RC 造）、S 造／
地下 2 階、地上 4 階

■ 熱帯ドリームセンター

撮影：川澄・小林研二写真事務所（2 点とも）

ないたたずまいを維持していて、街並形成に
無くてはならないものとなっている。
（山田 暁）

円弧状の壁の重なりは、計画地全体の厳し
い風環境を制御し、種々の果樹花木の展示装
置として、また、変化に富む回遊空間を生み
出し、多様で表情豊かな環境を実現している。
温室空間は、機械設備ゾーンを地階に、上部
展示エリアをフリーとし、気化熱利用のフォ
グ・アンド・ファン方式や、装置化された壁
面、防錆処理システムなど、高い技術的計画

■竣工時

に支えられ、長期にわたってこの場の質の高
さを維持している。

■現況

設計者：沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部（現・
内閣府沖縄総合事務局開発建設部）
、㈱日本設計
建築主：沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部（現・
内閣府沖縄総合事務局開発建設部）

施工者：竹中工務店・東急建設・小波津組・良三組建
設工事共同企業体、鹿島建設・松村組・金正
建設・阿波根組建設工事共同企業体

〈作品データ〉
用途：植物公園、温室
所在地：沖縄県国頭郡
竣工年：1984 年
建築面積：総計 9,129㎡
延床面積：13,053㎡
構造・階数：RC 造（一部 S 造）／
地下 2 階、地上 3 階

土地の特性を読み込むことから、主要な
テーマを見出し、優れた技術的バックアップ
による当初からの計画が、自然の豊かさを体
現できる、快適な場を熟成させていることを
高く評価する。
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※各作品の審査員の講評は抜粋です。

環境建築賞

環境建築賞は、長寿命、自然共生、省エネルギー、省資源・循環、継承性などのテーマを通じて、社会資本としての建築を
創造できたかを評価します。
（応募数、一般部門 26 点、住宅部門 29 点）
2013 年度は 14 回目を迎え、一般建築部門 6 作品、住宅部門 5 作品が選出されました。
審査委員 小玉祐一郎（委員長）、野原文男、安田幸一、宿谷昌則、中村 勉
総

評

抜粋

環境建築賞の意義や特徴は何か。

もある。環境建築の評価の文脈はきわめて多様でその総合的な評

「地球環境・建築憲章」を制
JIAが他の建築関連 4 団体とともに、

価の基準はなお流動的であり、公開審査の意義は、多様な評価の

定したのは 2000 年。長寿命、自然共生、省エネルギー、省資源・

あり方そのものを議論することにもあり、それゆえに、環境建築

循環、継承を課題とし、具体化する活動が始まった。10 数年を経

賞の存在価値があるといってもよい。

た今日、環境配慮の意識も定着したのであれば、環境建築賞の意

「建築・都市のパラダイムシ
折しも、
『JIA MAGAZINE』では、

義も消えたという意見が、JIAにあると聞く。しかしながら、環

フト—ライフスタイルの転換」という 20 回のシリーズを終えた。

境と建築をめぐる議論はまだ未成熟と言わざるを得ない。

タイムリーで充実した内容だった。エネルギーや資源の呪縛はす

たとえば、省エネルギー・省資源は、環境建築が備えるべき条

でに、現在の社会や文化のパラダイムにまで深い根を下ろし、関

件である。この賞の応募にあたって「JIA 環境建築賞タスクフォー

わっている。指摘された人間と自然との関係の再構築は、環境建

ス」の作成したフォーマットにしたがって「省エネルギー評価書」

築のもっとも重要な、焦眉の課題でもあるのだ。

の提出が求められている。画期的なことであるが、この評価だけ
で賞が決まるわけではなく、事実、高評価のものが落選する場合

一般建築

最優秀賞

今回も多くの力作が集まった。総じて堅実な、完成度の高い作
品が多かったように思う。

（小玉祐一郎）

神戸ドイツ学院・ヨーロピアンスクール
六甲アイランドに位置する商業・住居地域
のなかに建つ小さな（全校生徒数 80 人程度
の）学校である。設計者は、地域の微気候の
読み込みを丹念に行い、特に夏の風の道を建
物内部に如何に形成するかをテーマにした建
物形態をつくり出している。
実現した室内空間は、神戸の中心に位置す
るにもかかわらず、都市の中にあって自然が
感じられるものとなっている。木材・漆喰壁
で構成された室内空間を優しく照らし出す昼

設計者：岩村和夫、東條一己、石崎竜一
（㈱岩村アトリエ）

建築主：学校法人神戸ドイツ学院
施工者：㈱柿野工務店

一般建築

優秀賞

〈作品データ〉
用途：保育園、幼稚園、小学校
所在地：神戸市東灘区
竣工年：2009 年
建築面積：828.41㎡
延床面積：1,505.03㎡
構造・階数：木造、一部 RC 造／
地上 2 階

光照明による光と、自然換気によって適度に
揺らぐ室内の風は、この空間で過ごす生徒
や教職員たちにとって優しい。この環境が冷
房や暖房の電力消費を著しく小さくしている。
豊かな環境がいわゆる省エネルギーを実現す
（宿谷昌則）
ることを実証した好事例である。

第一生命新大井事業所
美しい山並みが見える田園都市に建つ郊外
型オフィス。南北に面し、中庭には周辺里山
の植生を踏襲した段々状の雑木林が設けら
れているため身近に緑を感じる。自然通風は、
自動開閉する欄間からと手動の引戸から容易
に得られ、郊外にあるメリットを充分に享受
できる仕組みが整っている。
さまざまな箇所に PCを多用し、建築の精

設計者：車戸城二、石川修次、鈴木尚昭、平野克彦、
向山雅之、花岡郁哉、伊藤利明、武藤肇、
大橋明子（㈱竹中工務店）
建築主：第一生命保険㈱
施工者：竹中・日本建設共同企業体

030

●

JIA MAGAZINE 301

February-March 2014

度を高めるとともに周辺住宅への工事中の影
〈作品データ〉
用途：事務所、配送センター
所在地：群馬県足柄上郡
竣工年：2012 年
建築面積：11494.87㎡
延床面積：44,488.36㎡
構造・階数：RC 造、SRC 造、
S 造／地下 1 階、
地上 4 階

響を低減している。郊外型オフィスに特有の
広大な駐車場はその半数を地階に納め、また
隣地小学校への配置的な配慮、児童が安全に
通学できる公園を提供する等、地域社会への
貢献には目を見張る。さらに、環境を重視し
ている社内姿勢が強く感じられたことも高く
評価された。

（安田幸一）

環境建築賞
一般建築

優秀賞

秘密のクリ園
北九州市に位置する公園内にある公衆トイ
レである。いわゆる公衆トイレと言えば、閉
鎖的な空間や不潔さが思い起こされ勝ちだが、
この事例はそれらを全く感じさせない。人は
誰でも食べ飲んでは小便・大便をすることで
毎日を生きている。この当たり前なことのた
めに設け備えられていなければならない本質
は何か。設計者は、この問題に真摯に取り組
み、尿水処理に土壌浄化を提案した。
現状では市の法令に従って、下水管への放

設計者：高橋彰子（明星大学 /enne）、
高橋博朗（enne）
建築主：北九州市
施工者：㈱日新建設

一般建築

入賞

〈作品データ〉
用途：公衆トイレ
所在地：福岡県北九州市
竣工年：2012 年
建築面積：25.13㎡
延床面積：25.13㎡
構造・階数：S 造（鉄板構造）／地上 1 階

流が行われているが、下水道の法令が変更に
なり土壌浄化が行えるようになった場合への
対応が可能なデザインとなっている。未来へ
向けた提案として重要な作品だ。（宿谷昌則）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設
この施設は低炭素型社会に対応する建築と
して提案され、最新技術を駆使して設計され
たモデルとなる建築である。施設の複合性
から、下部の 4 層は耐火鉄骨造による多目的
イベントホールや市民活動空間とし、上層の

5、6 階を石膏ボードで耐火被覆した木造のオ
フィス空間とした空間構成は秀逸である。さ
らに上層の木造空間の外周に、木パネルと鉄
骨による市松模様の耐震壁を見せた工夫は面
白い。

設計者：安田俊也、原田聡、塩手博道、
松村佳明、丸谷周平、岩﨑正泰
（㈱山下設計）

建築主：埼玉県・春日部市
施工者：錢高組

一般建築

入賞

Peanuts

〈作品データ〉
用途：庁舎、事務所、ホール
所在地：埼玉県春日部市
竣工年：2011 年
建築面積：2,848.04㎡
延床面積：10,529.08㎡
構造・階数：鉄骨造、木造／地上 6 階

撮影：上田宏（2 点とも）

しかし、基本的な問題であるが、構造体で
ある木が鉄骨造のように耐火ボードで包まれ、
視覚的な空間づくりに参加できない点が難し
い課題と評価された。

（中村

勉）

設計者は、保育園に通う園児の一人の父親
でもあって、設計にあたっては、設計者とい
う第三者の立場とともに、我が子が通う親と
いう当事者の立場を行きつ戻りつして、保育
園の室内外環境をいかにして豊かにするかを
主題に空間を構成した。
ピーナツ殻のような平面形態は、園児を優
しく包み込むイメージを象徴的に表している。
緩やかな傾斜床のある室内空間は、園児に外
部空間との繋がりを意識させるとともに、室

設計者：前田圭介（UID）
建築主：社会福祉法人つくし会つくし保育園
施工者：ホーム㈱

〈作品データ〉
用途：保育園
所在地：広島県福山市
竣工年：2012 年
建築面積：118.74㎡
延床面積：118.74㎡
構造・階数：木造／地上 1 階

内での伸び伸びとした運動を可能としている。
建築外皮の熱性能は十分ではなく、そのため
に電熱式床暖房が施されているが、これが上
述のことと整合性のとれた提案となっていれ
ば良かったと思う。
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環境建築賞
一般建築

入賞

帝京大学小学校
敷地は、昭和 40 年代に開発された百草団
地の一角にあり、公立の小学校が建っていた
が、市の方針による学校の統廃合によって私
立の学校法人に売却され、本作品に生まれ変
わった。緑豊かな丘陵地の広々とした敷地の
北側に大きな傾斜屋根の校舎が建ち、南に広
がる明るい校庭はそのまま里山へと繋がってい
る。東側には緑に覆われたビオトープがある。
建物の中には教育方針に則った特徴ある施
設が随所に取り入れられていて、建築デザイ

設計者：隈 研吾（東京大学）、小泉治、
藤田雅義、中野洋輔、佐藤昌之
（㈱日本設計）

建築主：学校法人帝京大学
施工者：㈱竹中工務店

住宅

最優秀賞

〈作品データ〉
用途：小学校
所在地：東京都多摩市
竣工年：2012 年
建築面積：4,405.11㎡
延床面積：7,781.52 ㎡
構造・階数：RC 造、一部 S 造、一部 SRC 造／
地上 3 階

ンの要素にもなっている。変化に富んだ空間
は成長期の子供にとって貴重な原体験に役
立っていると推察される。屋根は空気式の太
陽熱集熱器となっていて、冬のエネルギー消
費の削減に一役買っている。総合力の高い作
品である。

（野原文男）

House-M
JR 山形駅から、車で 5 分ほどの丘陵地に建
つ木造 2 階建の住宅。敷地の西側には畑が広
がり、日照や通風に恵まれている。屋根には
太陽集熱パネルや太陽電池があり、家を囲
む塀に沿って、ひと冬分の大量の薪が端正に
積み重ねられている。これらを見ただけでも

ZEHを目指していることが瞬時にわかる。
この地域の夏は、昼はとても暑くなる。高
窓を利用した浮力換気で夜の間に冷涼な外気
を呼び込み、たっぷりと冷気を蓄える。冬の

設計者：竹内昌義、馬場正尊、中村聡志、
亀岡真彦（東北芸術工科大学）
建築主：三浦秀一
施工者：三浦建築

住宅

優秀賞

〈作品データ〉
用途：戸建住宅
所在地：山形県山形市
竣工年：2011 年
建築面積：92.09㎡
延床面積：138.61㎡
構造・階数：木造／地上 2 階

寒さはとても厳しいが、分厚い高断熱壁やト
リプル Low-e ガラスが跳ね返す。原論に忠実
な建築と太陽の恵みを活かす設備が調和し、

ZEHのお手本といえる。最優秀にふさわし
い作品である。

（野原文男）

古材使いまわしによる「古さこそモダンな家・K 邸」
伊那谷は歴史的に東西文化の接点であるが、
閉鎖的な地域により近代から取り残されてき
た。この伝統文化の古民家も急速に失われつ
つあるところに、設計者はこれらを再生する
活動を十数年続けている。近年は、さらに長
寿命化と省エネルギーなど環境配慮型の性能
と、近代的ライフスタイルの住まい方が可能
な計画論的改修も行い、これらの地道な努力
と成果が受賞の評価となった。
トップライトからの自然光による明るい室

設計者：松下重雄（みすゞ設計）
建築主：小林高博
施工者：伊賀良木材㈱
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〈作品データ〉
用途：戸建住宅
所在地：長野県飯田市
竣工年：2010 年
建築面積：174㎡
延床面積：223㎡
構造・階数：木造・軸組構法／地上 2 階

内、断熱性能を高め、ヒートポンプによる輻
射熱暖房などの省エネ型設備設計を的確に進
めた結果、CASBEEの S ランクなど、高度な
性能評価を得るレベルを獲得した。住まい手
の古民家への愛着と設計者への信頼も、伝統
（中村 勉）
文化継承に大きな力となっている。

環境建築賞
住宅

優秀賞

土間のチカラ
この住宅は、土間空間による環境制御の考
え方と同時に、設計者の住まいに対する意欲
的な提案が高評価を得た。環境建築ではとも
すると設備機械による省エネ性能に重きをお
き、建築家の空間設計、計画論的手法が陰に
隠れがちだが、この住宅は、1.2mのモジュー
ルで空間を創ることによって自由度が豊かであ
る。2.4m 幅の土間空間は食堂にもなり、階段
上の小さな余剰空間が作業スペースになるな
ど、余裕のある空間づくりが基本になっている。

設計者：郡 裕美（スタジオ宙）
建築主：山本幸男
施工者：㈱丸協

住宅

入賞

土間空間という中間領域を、夏季、冬季そ

〈作品データ〉
用途：戸建住宅
所在地：愛知県小牧市
竣工年：2012 年
建築面積：98.28㎡
延床面積：189.48㎡
構造・階数：木造／地上 2 階

れぞれの太陽高度や温湿度の変化に対応し使
い分け、また、住まい手の個人的行動領域を
固定化せず、自由な選択により住宅を住まい
こなす可能性が、環境性能と合わせて秀逸で
あると評価された。

（中村

勉）

ステップテラスの家 La Casa della Terrazza Scalinata
駅を降り緩やかな坂道を左右に折れながら
進み、東に傾斜した急坂を上るとこの住宅に
出会う。西面が崖という制約のため構造体は
堅固な RCである。RCの特性を活かすため外
断熱になっているがファサードの門型テラス
が打ち放しのため、そうは見えない。
玄関横には廃木材が積んであり、これを優
れものの薪ストーブに放り込むと放射熱に加
えて温水もつくれる。温水は給湯や床暖房に
使う。夏は建物の高低差を利用した自然通風

設計者：丸子淳（mcja）、金田勝徳（構造計
画 プラス・ワン / 日本大学）
、根本
理（mcja）
建築主：非公開
施工者：平成建設㈱

住宅

入賞

〈作品データ〉
用途：戸建住宅
所在地：東京都渋谷区
竣工年：2009 年
建築面積：74.27㎡
延床面積：222.03㎡
構造・階数：RC 造／地下 1 階、地上 2 階

で夜間に躯体を冷やす。これだけでクーラー
は要らないと言う。その他、ガラスの階段に
よる自然採光、折り畳み式の外部日除け、屋
上緑化など見どころが多い。

（野原文男）

川上の離家
設計者：田中直樹（伊達な建築
研究所）

建築主：千葉慎一郎
施工者：㈱高橋住研 高橋幸志

東北の山並みと稲田に囲まれた美しい田舎
の風景の中に溶け込んだ住宅。敷地内の母屋
との適度な距離を保ちながら四世代の居住環
境を構成している。敷地北側に建つこの離家
は 3mの高低差を巧みに利用し、居間を食堂
と地下との中間レベルにすることで地下へ自
然につながっていく巧みなフロア構成となっ
た。
地階は 1 年中安定した地中熱を利用しなが
ら、斜面側からは自然採光と通風が充分に得

〈作品データ〉
用途：戸建住宅
所在地：宮城県気仙沼市
竣工年：2012 年
建築面積：89.89㎡
延床面積：129.8㎡
構造・階数：RC 造、木造／
地下 1 階、地上 1 階

られ、地下であることを忘れさせる。厳しい
冬の暖房は、住宅のほぼ中央に置かれた暖炉
のみでまかなっており、地上階のみならず地
下の居室へファンで暖気を送り込み、住宅全
体を暖めている。空間構成や空調計画はシン
プルでありながら力強く、心地よい環境空間
を創り出している。
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特ル・コンペの状況は、どのようになっているのか、現在どのような問題を抱えているのか。そし

集「プロポーザル方式を考える」が終了してから約 1 年半が経過しました。その後、プロポザー

てそれに対して、JIAはどのような行動をとるべきか、それらについて、この号で『JIA MAGAZINE』
編集委員の任務を終了する古市徹雄氏と室伏次郎氏が対談しました。

対談
特集「プロポーザル方式を考える」—その後

開かれたコンペによって
社会に活力を取り戻したい
古市徹雄×室伏次郎

格と、建築士事務所協会が思っている資格は、それぞれ同床異

■若者にもっと意識をもってほしい

夢という実情があります。何らかの共通認識を持ち得る資格を、
ちゃんと社会化しなくてはいけないと思います。若い人たちも

古市◦ 2011 年 8 月から約 10 か月間、特集「プロポーザル方式

そういう意識を持って、自分たちで資格問題を育てようとしな

を考える」を続けましたが、そこで終わってしまった感じもあ

いといけないですね。

りました。せっかくこのような企画をしても、いま若い人の盛

古市◦そうですね。

り上がりに今ひとつ欠けるような感じがあります。

室伏◦コンペ・プロポーザルにおいて実績ではなくて資格を認

室伏◦どうも当事者意識が薄いという感じがしますね。

めるという社会的な立脚点をもっと詰めなくてはと思い、僕の

古市◦たしか特集インタビューの際、隈研吾さんとも、
「若い人

周りの若い人に「あなたは統括設計専攻建築士ですか、あなた

たちは自分で仕事を勝ち取らなければならない。そのためには、

は登録建築士ですか」と聞くと、ほとんど答えは「いいえ」な

これを自分たちの問題として一所懸命にやらないと、状態は全

んです。そこに、まずいちばん問題がありますね。お金の問題

然改善されない」という話をしたのです。でもあまり危機意識

もあるのかもしれませんが、まずスタート地点はそこなのです

がないというのか、諦めているのでしょうか。

から、建築家は社会的な職能であるという限り、もっと社会的

室伏◦特集インタビューでも「若い人たちに夢を与える建築家

な背景を持った仕事に自らの思いを託したいという熱い心を若

という職能に喜びを見出すためには、コンペ・プロポーザル

手建築家にもってほしい。
「まずは統括設計専攻建築士や、登

は必須だ」と言っているのは、槇文彦さんや、高橋 一さんと

録建築士になってやろう。そうすれば、実績がなくても、参加

いった大御所であり、
「俺たち、若者はこう思っているんだぞ」

できるじゃないか」という気持ちがほしいですね。それがきわ

というのがあまり見えてこないのが、非常に残念ですね。

めて残念です。

古市◦上の世代の人が一所懸命にチャンスをつくろうとしてい

古市◦常に受け身で自分から動こうとしないんですよね。

るのに、
「俺は知らないよ」というようなことが起きていて、そ

ただ、いまの日本の場合、国の方針が大企業や大組織を重視

れでいて、ますます「自分たちにはチャンスが巡ってこない」

してベンチャーのような個人をあまりバックアップしませんね。

というようになる、これでは悪循環です。

そうすると、ますます大企業が強くなって、大きな格差が生ま

室伏◦若者が諦めざるを得ないようになったきっかけのひとつ

れ、個人はますます追い込まれていく。アメリカなどでは、社

として、コンペ・プロポーザルの参加資格において、端から網

会が個人をどんどんサポートして大企業ではなくて、むしろ、

にかかりようがないという状況が続いたことがあります。それ

個人が活躍するチャンスが多いわけですが、日本は逆です。と

を何とかしなくてはいけないとこの特集で語ってきましたし、

にかく大きな企業が優先される。建築も例外ではありません。

これが終わったあと、全国規模のプロポーザル案件に比べれば

だから活躍の場が少ないことが、若者の無力感につながってい

微々たるものですが、幸い多少そのことを踏まえた事例も出て

るのかもしれません。

きてはいます。

室伏◦若い人たちが建築家という職能に希望が持てるようにな

この特集終了以降に JIAに問い合わせがあったのをきっかけ
に、岐阜県の岐南町でプロポーザルコンペをやりました。その

るためには、やはり、社会的な仕事に手を染める機会があるこ
とが大前提になってきますね。

時に、資格問題を取り上げて、実績のみではなくて、
「実績のあ
る人、または資格のある人」という要項に変えてもらいました

■ほとんどなくなってしまった覆面コンペ

（『JIA MAGAZINE』286（2012 年 11 月）号参照）
。そうやって実績

をベースにしなくても、とにかく参加できるようにして、最終

古市◦戦後はいろいろなコンペがありました。例えば、国立京

的に若い建築家が当選してくれたという事実があります。

都国際会館や湘南台文化センター、京都の国立国会図書館関西

ところが JIAが思っている資格と、建築士会が思っている資
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館など…。そこでは個人の設計事務所が勝っています。僕の学

（271 号〜 280 号）
■ 特集「プロポーザル方式を考える」
第1回
271 号（2011.8）

コンペは万能ではない、
良い建築を社会に提供するために

馬場璋造（建築評論家・建築情報システム研究所） インタビュー

第2回
272 号（2011.9）

建築家にとってコンペはロマンである

槇文彦（建築家・槇総合計画事務所）

インタビュー

第3回
若い建築家に夢と希望を与えるコンペを
273 号（2011.10）

高橋 一（建築家・第一工房）

インタビュー

第4回
戦後日本の建築デザインコンペ
274 号（2011.11）

大川三雄（建築史家・日本大学理工学部教授）

寄稿

出江寛（建築家・出江建築事務所）

寄稿

あと数年で建築家は亡びる
第5回
（JIA が JIA でなくなる日）
275 号（2011.12）
プロポーザル方式の可能性

第6回
276 号（2012.1）

市民・行政・建築家の高い意識で
これからの建築をつくる

平井竜一（逗子市長）・伊藤寛（建築家・伊藤寛ア
トリエ）・柳澤潤（建築家・コンテンポラリーズ）・
座談会
森岡茂夫（建築家・アルフィ建築デザイン）・森川
和義（逗子市環境都市部緑政課長）

国土交通省の官庁営繕事業における
プロポーザル方式の概要について

松尾徹（国交省大臣官房官庁営繕部整備課課長補
寄稿
佐）

設計入札は日本の恥である
第7回
277 号（2012.2）

渡辺真理（建築家・法政大学教授／設計組織 ADH） インタビュー

建築家は常に利用者や地域社会の側に立つべき
実績のハードルを下げ公正な審査で
納得のいく設計者選定を実現

出江寛（建築家・出江建築事務所）

寄稿

山本理顕（建築家・山本理顕設計工場）・芦原太郎
（JIA 会長）
・古市徹雄（『JIA MAGAZINE』編集長）
・ 座談会
室伏次郎（『JIA MAGAZINE』編集委員）
青木茂（建築家・首都大学東京教授／青木茂建築
インタビュー
工房）

第8回
278 号（2012.3）

国土交通省によるプロポーザル方式の
改良の現状 地方への浸透に課題

澤木英二（国交省大臣官房官庁営繕部長）

インタビュー

第9回
279 号（2013.4）

プロポーザルを改革して建築界を活性化しよう

隈研吾（建築家・隈研吾建築都市設計事務所）

インタビュー

第 10 回
280 号（2013.5）

プロポーザルを改善し
若者が希望をもてる環境を作ろう
—15 人の提言から—

総括
所属は掲載当時のものです

生時代には、まだ、大きなコンペではアトリエ事務所が勝って

もしれない。そういう関係です。だから議会説明になって、そ

いました。

れも、その説明は審査員ではなくて事務官がやるわけです。少

室伏◦愛知芸術文化センターなどもそうですね。

なくとも議会説明は設計者を選んだ責任者である審査員が、そ

古市◦それらには若い建築家でもどんどん応募できました。そ

れこそ情熱を持って、なぜこれを選ぶのかきちんと説明するの

のうえ一次審査、二次審査というものもなく一発勝負でしたか

が本当のコンペの姿だと思います。それを事務官が説明するの

ら、ものすごく夢がありました。コンペをやると、一斉にみん

では、肝心なことが伝わりませんね。

なが応募する。どうしてそのようなコンペがなくなってしまっ

古市◦まさに日本の社会そのものですね。それをやると、個人

たのでしょうか。

の能力や可能性をつぶしてしまいます。例えば、アメリカでは、

室伏◦それは、世の中に説明責任という言葉が生まれてきて、

若者が一所懸命に面白いことをやっていると、それに興味を

これがモンスター化してきたからでしょう。建築はプロフェッ

持った人が投資するわけです。それがベンチャービジネスにつ

ショナルな分野の中でも正解のない世界ですよね。けれども、

ながっていき、無名の若者が世界の億万長者になる。そこから

いろいろなことを勘案していくと、当然これがベストだという

ビル・ゲイツのような人物が出てくる。数値化したらゼロみた

ことは言えるわけです。

いな連中ばかりです。コンペにも、そういう要素があります。

公共建築の場合には、議会説明が必要ですが、でもそこで、

室伏◦私も同感です。ちゃんと最後まで設計者を伏せた覆面の

なぜ選ばれた建築がいいかと説明することが難しいのです。で

審査で選ばれるコンペを、もう一度、設計者選定方法の選択肢

すから世の中すべての事案がそうであるように、数字にして計

のひとつとして復活すべきだと思います。

算できる項目に換えて、それを指標として点数をつける方式を
とりたい。そうすると説明が楽だからなのです。それが、かつ

■主流は二段階審査のプロポーザル方式

てのちゃんとした覆面コンペがなくなっていった大きな理由だ
と僕は思います。点数表には計算で出やすいファクターしか書

古市◦プロポーザル方式は一次が匿名、二次が公開審査という

いていないのです。

のがいまの主流で、しかも、すでにだいたいのひな形ができあ

学識経験者や実務者など、コンペの審査員にはしかるべき人

がって全国に流布しています。例えば、ほとんどすべてに共通

を選んでいるのですから、その審査員の選択に敬意を表するべ

する資格条件としては、事務所に一級建築士が何人以上いるか、

きです。ところが、審査員の決めた当選者は単に「推奨します」

過去の実績、同種の何千㎡以上の 10 年以内の作品を 3 つ挙げ

ということであって「決めました」ではないのですね。それを

る等々。それらに全部点数がつきます。そうすると、純粋にコ

受けて、市長が「うん、そうか」
「そんなものダメだ」と言うか

ンペのプロポーザルの提案で決まるわけではありません。提案
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の比重は 6 割くらいで残りの約 4 割は資格条件の点数で決まっ

ろんありますが、コンペ・プロポーザルは本当に稀に見る数で

てしまうといったものが多い。そういう非常に間違ったコンペ

しか行われていないのですから、その場面で時代を切り開くと

が、いま日常的に行われています。そのうえ、実は一次審査も

は何なのか、本当に人々のためになることは何なのかというも

匿名ではないという話も聞こえてきます。

のを選んで初めて意味があります。だから、そういう物的なダ

室伏◦非常に不思議ですね。

メージを起こしてしまっているときは、それこそ何か手段を講

古市◦僕は二段階審査はよくないと思います。つまり、一次で

じれば解決できることなのです。

5 点選ぶと、そこで通過した建築家の顔が出てしまいます。そ

古市◦仮に当選者に不安があるのであれば、実力のある事務所

うすると、審査員には当然好き嫌いがあるわけです。絶対にそ

と JVを組ませオリジナル案の良さを生かしていくという方法

ういう心理が働き、フェアな判定ができない恐れがあります。

もあります。

室伏◦かつて、
『JIA MAGAZINE』誌上で、複数の高名な建築

室伏◦さっき出た岐南町のプロポーザルでも、設備・構造にお

家がコンペ・プロポーザルをテーマに対談したことがあります。

いて、しかるべき資格者と共同して行うことというただし書き

そこで審査員の弟子筋の人が当選することがあからさまになっ

があります。また、仕事の大きさに対して必要な組織レベルが

ていることが議論されていました。その時に、
「審査員が責任を

必要であれば、内容を協議して、フォローする人を主催者側が

持って誰かを選ぶという立場からすれば、描いたものはステキ

紹介することはあり得るとか、そういうことを要項できちんと

だけれど、どこの馬の骨か分からない建築家が当選してしまう

フェアに書けばいいと思います。肝心なことは目的であって、

という問題を抱えることになる。真に審査員が責任を持つこと

方法はいくらでもあるのです。

になれば、訳知った人間を推薦するのは当然だ」とある建築家
が言い切ったのです。それでは、知己のない人はどうにも当選

■審査員の重要性

しようがないことになってしまいます。
古市◦それでは夢がないですよ。現実だけをみて、いいものを

古市◦建築はいつでも時代の先端にあって、ライフスタイルが

つくろうという発想は、そこにはまったくない。審査員の責任

変わっていくと建築もすぐに反応してどんどん変わっていきま

逃れのようなものを感じます。

す。建築ほど社会や世相に影響されるものはありません。一般

シドニーのオペラハウスはとても良い例です。エーロ・サー
リネンが、当選案候補にいい案がないので、どこの馬の骨か分

じ側面も持っています。

からないようなやつを落選案から探し出したのですから。それ

コンペの本来の目的のひとつに、新しい社会に対して新しい

は大変な冒険ですし、審査員としては大きな責任が問われるわ

価値観をつくっていくという大事なことがありますから、その

けです。そのあと実際に大変な問題も発生し、紆余曲折があっ

ために一番いいものを選んでいくのです。

て、裁判もありました。でも、できたら世界遺産になるような

室伏◦だから審査員たるものが、建築家という立場で審査をし

建築になった。そこまで審査員が根性を据えて審査ができるか、

て、良いものを選ぶという目的がありながら、問題が生じなさ

建築に対する情熱や、愛情があるかどうかですよね。それより

そうな確実な人物を選ぶために自分の知己を当選させることは、

も安心なものをつくるという発想をした瞬間に、未来をつくろ

言ってみれば本末転倒で手段と目的を取り違えているわけです。

うとか、新しい展望をつくろうとか、希望をつくろうとか、夢

やはり審査員は重要ですね。

を持とうとか、そういう発想はまるでなくなります。
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芸術と違って、そこがものすごくリアルで、ファッションと同

また公共建築の場合、審査員は、クライアントが自治体であ

室伏◦先ほどの建築家の意見も一見正当に聞こえますが、おっ

ると思っている限り駄目です。真のクライアントは市民である

しゃるような問題がありますね。

ということを明確に心得ている設計者であるかどうかをちゃん

古市◦僕は、そういう意味では、磯崎新さんは、審査員として

と審査員が見極めることが大事なのです。誰のための建築かと

稀な人だと思います。例えば、高知県の坂本龍馬記念館のコン

いう大原則を外さないこと、それが日本の社会に、いま欠けて

ペでも、当時、全然無名の高橋晶子さんが入選して、
「こんなの、

いる問題だと思います。そして設計者も、自分は市民の一人と

できるのか」と言われたわけですね。せんだいメディアテーク

して、市民の中のプロフェッションとしてこのコンペに応募し

もそうですね。

ているという意識が公共建築において非常に大切なのではない

室伏◦一方で、コンペやプロポーザルの結果でつくられたもの

でしょうか。

が、ある意味で難儀な問題を起こしているという現象も、もち

古市◦僕らも審査員をよくやりますが、本当にこの人に審査が
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できるのかと思うような人もいます。地元の自治体の役人など

装っておいて、そうではないものが多すぎます。参加者は全員

がずらっと並ぶようでは内容をちゃんと審査できないと思いま

必死になって臨むわけです。でもいまのコンペやプロポーザル

す。実績のある建築家が何人入るというような、ルールづくり

方式には、最初から多くの参加者には可能性がないものが多す

も必要です。

ぎます。言ってみればそれは騙しであって、そうであれば、最

UIAはその辺の基準が割としっかりしていますから、それを

初からこれは誰もが参加できるコンペではない、実績がない人

参考にしながら、日本も審査員の基準をきちんと定めることが

は出すなと、はっきり書いてもらったほうがよっぽどフェアな

重要ですね。

のではないでしょうか。

室伏◦このあいだも、あるプロポーザルで JIAに審査員を推薦

例えば、新国立競技場のコンペもそうです。あれはコンペで

してくれと依頼があって、JIAのメンバーが審査員に加わった

はなく、我々が参加しようと思ってもとてもできないのに、い

のですが、もう全部セットアップされていて、地元優先で地元

かにもコンペ風にしているんです。蓋を開けてみると参加条件

の利害関係を生じ得る人たちばかりが審査員に名を連ねている

がプリツカー賞受賞者なんて書いてある。
「何を言っているん

のです。UIAの基準では、地元の人は審査に加わってはいけな

だ」と言いたくなりますよね。しかも、新聞に「このコンペを

いというルールがあります。ところが日本では、地元の有識者

やりますので、皆さん応募してください」という広告まで出て

や、商工会議所の人たちなどで審査員が構成されることが多く、

いました。実に限られた人に呼びかけているのに、莫大な費用、

これではフェアにいくわけがありません。

それも税金を使っているのです。

古市◦市民代表が入るのはよいと思いますが、審査員の中でも

室伏◦『朝日新聞』に一面広告が出ましたよ。上空写真が載っ

的はずれな質問をする人もいます。自分の立場をよく理解して

ていて一見誰にも開かれたコンペのようですが、小さい字で書

の発言はよいと思うのですが、その人たちが建築の良し悪しを

いてあるところを読んでいくと、普通の人はとても参加できな

好き嫌いのレベルで発言すると、収拾がつかなくなります。結

いようになっている。問題があると知りながら、それを構わず

局正当な審査が行われなくなってしまいます。その辺の審査員

やってしまう傲慢さが、今日の日本の抱えている大問題だと思

の基準も、きちんと作る必要がありますね。

います。

■公平を装った不公平なコンペが横行

■ JIAのコンペ協力体制を充実させる

室伏◦建築は、多くの人間が関わるために人間関係を良好に

古市◦やはり、きちんと物を言わないとダメですね。若い人

保って仕事をしなければなりませんから、良い仕事をするた

にももっと自分たちの問題として捉えてほしいです。例えば、

めには「人」だという側面ももちろんあります。だから、プロ

「コンペをきちっとやってくれ」とい
JIA 内部でもいいですが、

ポーザルを第二次方式にして、資質を確かめることの大義名分

うような要望書を出すようなことをしていかないといけないで

はあるわけです。建築家には、技術だけではなく人としての非

すね。

常に複雑な関係を調停する仕事がありますから、それはまた一

室伏◦当事者の新しいタレントである若い建築家たちが、もっ

方の事実なんです。

と声を上げ、拳を上げないといけないと思います。

でも、いま問題なのは、世の中の設計者選定方法がその方式

JIAでは、良質なコンペ・プロポーザルを実施するためのス

一辺倒だということです。それに加えて実績問題が被さってき

タディをしていますし、人的フォローもできるフォーマットは

ますから、コンペ・プロポーザルが非常に閉ざされたものに

ちゃんと整っています。JIAとしては、コンペ・プロポーザル

なっているのです。二次審査で人を選ぶという方法があっても

実施の協力を大いにしていきたいし、実際に時々相談があるの

いいですが、そればかりではないと明確になっていれば、いろ

ですが、その次のステップになかなか進んでいかないんです。

いろな参加の仕方が生まれるし、評価に対しても市民が関心を

古市◦コンペ相談窓口を設立しようというような話もありまし

持ちます。せめて参加資格条件を、できるだけオープンなもの

たよね。

にすることから始めなければならないと思います。

室伏◦ JIAには、かつて対社会行動委員会というものがありま

古市◦もちろん「案」を選ぶのではなく「人（設計者）」を選ぶ

して、入札に代わる望ましい設計者選定を進めてほしいという

コンペもあってもいいのかもしれません。でも、それならそう

命題の下に、コンペ・プロポーザルを催してもらいたい、そし

と最初からきちんと明示すべきです。いかにも公平なコンペを

て、それを実施する方法については支援しますと働きかけて、
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各自治体に向けてキャラバンをして訴えてきたのです。
もう一方で自治体のコンペ主催者側に向けては「公共建築に

ちゃんと挙がっていて、それと組むように明示されているもの
や、いろいろ工夫されているものも少しずつ出てきてはいま

ついて、いくつかの方法がありますが、どういう方法が良いと

す。JIAとしては、いま話に出たようなことをいろいろ研究し

思っていますか」というアンケートをたびたび行ってきました。

て、プロポーザルなりコンペなりに協力する態勢をきちんとつ

そういう形で、あるつながりが少しずつできていって、いまは

くり、コンペ・プロポーザルである限り、審査員が責任を持ち、

東京都でも基本的にはプロポーザルにしているわけです。そう

建物が完成するまで審査員がフォローするという態勢をつくら

いう入札に代わる設計者選定の望ましい方法を催してもらいた

なくてはいけませんし、それをもっと働きかけていかないとい

いという要望は、やっぱり末永く伝えていかなくてはなりませ

けません。かつてのように、整えたシステムを持って全国の自

ん。

治体を行脚して、直接人と人との関係で伝える作業をする必要
がありますね。

■いろいろな選択方法をつくる
■若者が希望を持てる公平な社会をめざして
古市◦僕らもいまの若い世代も、大学の建築学科を卒業すると
き設計を志望する人は、将来は建築家になるという希望に燃

古市◦日本の将来を考えると、若い人がちゃんと力をつけてく

「ああ、
えて社会に出ているわけです。ところが、2、3 年すると、

れないと困るわけです。そのためにはきちんと将来を考えたシ

俺はもうダメだ」となってしまう。でも僕らの時代は、まだ救

ステムを構築すべきです。例えば日本の建築界はいま分業が進

いがあって結構コンペがあったのです。当選するわけないけれ

み、第三者監理が増えつつあります。設計者はとにかく現場を

ど、それでも大きな模型をつくって、盛んに出しました。ポン

一切見ない、別な人が担当するというシステムになってきてい

ピドーセンターのコンペなども学生でも出せたのです。そして

ます。現場を知らない人間が設計できるわけがないです。建築

たまにレンゾ・ピアノやリチャード・ロジャースのような無名

はものすごくリアルなものなんです。だから設計と現場をつな

の建築家が当選したのですよね。そうすると、
「じゃあ、俺にも

いで若い人に勉強させないと、若い人が力をつけられないです

できるかな」と思うわけです。いまはそういう気運がまったく

よね。

ないですからね。
僕は、すべてのプロジェクトを同じ公開コンペにする必要は
ないと思います。プロジェクトによって、これは 5 人から選ぶ

室伏◦若い人が公平な社会を目指して、クライアントである市

ような指名方式であるとか、一方ですごく新しい小学校をつく

民に向けた建築を設計し、それに世の中が賛同するという、そ

りたいから誰でも応募してください。あるいは公衆トイレなど

の切り口や場面が現れることが世の中にとって大事なわけです。

は、若い設計者を対象に募集するとか、そのように条件をプロ

そういう意味でも、やはり若い人に公共的な建築に携わるとい

ジェクトによって変えて、明快にしたらどうでしょうか。

う意欲を持ってほしいのです。

そして、年に 1 ～ 2 回くらいは、昔の国会図書館コンペのよ

古市◦だから、若い人に社会に対しての意識を持ってもらうた

うに誰でも参加できる大きなコンペをやってほしいですね。そ

めにも、若い人がどんどん参加できるコンペを開催してほしい

の際、不安な場合は最優秀者は大手事務所と JVを組むとか、

と思います。そしていろいろな人が参加できるコンペの基準を

臨機応変にいろいろと分けてやったほうが参加者は選びやす

作るのは、JIAにしかできないでしょう。

いですよ。コンペのアナウンスをする段階で、これは A タイプ、

室伏◦そうですね。

B タイプ、C タイプ、D タイプとすると、参加するほうは「こ

古市◦だからそれを積極的に JIAが働きかけていく。いまのコ

れは俺にも可能性があるな」と励みになりますよね。

ンペでは公平性が、失われていると思います。

室伏◦かつては、それに近い状態でした。予算組みをして、文

室伏◦公平な社会で、きちっと論理の通じる社会、そうなって

化的、環境的に重要な要素を持ったプロジェクトはコンペティ

ほしいと強く希望します。

ションやプロポーザルでやる。そういう視点を必ずしも要さな
いものや規模的に影響の少ないものは入札でやるという、そう
いうカテゴリー分けがありました。
室伏◦いまは JVを組みなさいとか、地元の企業と、協力者が
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コンペにしても、若い人に対してそういう道を閉ざしてし
まっています。
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（2014 年 1 月 28 日

古市徹雄都市建築研究所にて収録）

■『JIA MAGAZINE』で紹介したコンペ・プロポーザル事例紹介
『JIA MAGAZINE』で紹介した JIA が主催・協力し参加者の枠を広げることのできたコンペ・プロポーザル事例です。
これまでの、設計者選定方法についての JIA の活動経緯は、本誌 272 号（2011.9）に詳述していますので、参照ください。

プロジェクト名

逗子市第一運動公園再整備
逗子市地域活動センター小坪大谷 六甲山上の展望台
愛野めぐみ教会
基本計画策定および基本設計業務 戸会館基本設計及び実施設計業務 JIA KINKI U-40 設計コンペティ 設計コンペティション
公募型プロポーザルコンペ
公募型プロポーザルコンペ
ション

最終審査

2010 年 6 月

2011 年 6 月

2008 年 12 月

主催

逗子市環境都市部緑政課

逗子市市民協働部市民協働課

JIA 近畿支部・阪神総合レジャー
JIA 静岡地域会
株式会社

最優秀者

伊藤寛（伊藤寛アトリエ）

柳澤潤（コンテンポラリーズ）

特筆すべき
応募資格

神奈川県に一級建築士事務所登録
をした者、実績や事務所の規模は
問わない

協力

JIA 設計業務環境改善委員会・美 美 し い 建 築 等 推 進 特 別 委 員 会・
しい建築等推進特別委員会・JIA JIA 神奈川
神奈川

審査員

委員長：飯田善彦
他建築関係 1 名、行政 3 名

同左

アドバイザー：杉本洋文
他行政 4 名

2010 年 4 月

三分一博志
（三分一博志建築設計事務所）

小塩康史
（建築事務所 VAN アーキメディア）

40 歳以下の JIA 正会員建築家を 日本建築家協会東海支部静岡地域
対象
会の会員を対象

委員長：江川直樹
他建築関係 2 名、事業主側 1 名
特別審査員：出江寛

委員長：芦原太郎
他建築関係 2 名、教会側：2 名

審査方法

二段階選抜方式
二段階選抜方式
二段階選抜方式
二段階選抜方式
二次審査は公開プレゼンテーショ 二次審査は公開プレゼンテーショ 二次審査は公開プレゼンテーショ 二次審査は公開プレゼンテーショ
ン・ヒアリング
ン・ヒアリング
ン・ヒアリング
ン・ヒアリング

掲載号

273 号・276 号

273 号・276 号

プロジェクト名

日本基督教団掛川教会
設計コンペティション

北九州市公園トイレ提案設計競技 岐阜県岐南町庁舎等競技設計

最終審査

2011 年 10 月

2010 年 10 月

2012 年 6 月

2013 年 11 月

主催

JIA 静岡地域会

北九州市

岐南町

阿久根市

最優秀者

高島ゆかり（アトリエ結）

高橋彰子（enne）

273 号

川原田康子・比嘉武彦
（kwhg アーキテクツ）

274 号

鹿児島県阿久根市民交流センター
（仮称）等設計業務に係る公募型
プロポーザル

古谷誠章（ナスカ）

日本建築家協会東海支部静岡地域 40 歳以下の一級建築士
特筆すべき応募
会の会員を対象
資格

実績または資格を有する者
実績または資格を有する者
応募資格条件に登録建築家および 応募資格条件に登録建築家および
統括設計専攻建築士が採用
統括設計専攻建築士が採用

協力

JIA 北福岡会

JIA

委員長：手塚貴晴
他建築関係 2 名、環境関係 2 名

西沢立衛・室伏次郎・松隈洋
以上 3 名

審査員

委員長：大宇根弘司
他建築関係 2 名、教会側 5 名

委員長：木方十根
他建築関係者 1 名、図書館専門
家 1 名、県土木専門家 1 名、副
市長、市民 2 名

審査方法

二段階選抜方式
二段階選抜方式
公募型設計競技方式（三段階選 二段階選抜方式
二次審査は公開プレゼンテーショ 二次審査は公開プレゼンテーショ 抜）三次審査は公開だが、覆面審 二次審査は公開プレゼンテーショ
ン・ヒアリング
ン・ヒアリング
査コンペのため、設計者のプレゼ ン・ヒアリング
ンテーション・ヒアリングはなし

掲載号

274 号

278 号

286 号

296 号（JIA NEWS）
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よくわかる建築家賠償責任保険
法律上の賠償責任の範囲（責任割合、因果関係）について
株式会社損害保険ジャパン

1

み とも

御供聡太

事故 1 件ずつに適正な審査を行う

JIAの建築家賠償責任保険（以下、ケンバイ）制度は、1971 年に

JIAからの要請により、弊社の前身である安田火災が開発した保
険で、現在は損害保険ジャパンが引き継いでいます。
私どもの部署では、事故の対応、保険金のお支払いを担当して
います。受け付けた事故については、原則として全件 ｢建築家賠

26%

償責任保険事故審議会｣ へ諮問し、法律上の賠償責任の有無や本

36%

保険の補償範囲の事故であるかどうか、賠償すべき金額等につい
て審査させていただいています。審議委員は、建築家の先生（意

その他

匠・構造・設備などの専門家）および法律家で構成されていて、

水関係
（浸水・
結露など）

幅広い事故形態に対する適正な判断に寄与しているものと考えま
す。

2

設備
（空調・
給排水など） 地盤

近年は設備関係の事故が増加

11%

さて、ケンバイの事故件数ですが、近年は年間 40 件前後で推

移しています。事故審議会は原則として月 1 回開催していますの

構造

15%

12%

事故原因別割合

で、1 回あたり 3 件から 4 件の事故について審議していることとな
ります。
事故の傾向ですが、概ね右のグラフ（事故原因別割合）のとお
りです。水関係、構造、地盤に関する事故で過半数を占めていま
すが、近年は設備関係の事故が増加傾向にあると思います。

ケンバイは近年積極的に商品改定を行っていて、構造にかかわ
、各種法令等の基準違反の補償（2013 年 4 月）
る事故（2010 年 4 月）
と補償範囲が拡大しています。日ごろ、事故対応部門として、直
接お客さまのご要望を承る機会が多くありますが、特に後者の補
償拡大につきましては、私ども事故対応部門がお客さまより頂戴
したご要望を商品へ反映させたものです。

3

法律上の賠償責任の範囲

ご承知のとおり、建築家賠償責任保険は被保険者である建築家

の先生が補償範囲内の事故において法律上の賠償責任を負担する
ことにより被る損害をカバーさせていただくものです。しかし、
法律上の賠償責任の範囲を超えた金額についても賠償請求者（施
主など）から要求され、その要求を受け入れられるケースが散見
されます。法律上の賠償責任の範囲を超えた金額については、本
保険での対応ができかねる金額となります。
ミケランジェロ会 亀井天元

この「法律上の賠償責任の範囲を超えた金額」は、多くの事故
に関係する問題でもありますので、以下にご紹介させていただき
ます。

4

責任割合の問題について

建築物を建てるということには、設計者（設備設計、構造設計

等の協力会社を含みます）
、施工者、材料・設備メーカー、施主
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等のさまざまな立場の人が関与します。事故が起こった場合、設

加重された金額を算出します。

計者が全ての責任を負うこともありますが、それぞれの立場の方

実際に事故が起きた場合に因果関係が認められない金額は、施

にそれぞれの責任が発生する可能性があります。この点、事故に

主が負担すべきことを施主にご理解いただくことは困難であると

かかわる契約関係や事実関係を踏まえ、審議会での議論を経て、

思料します。しかしながら、責任割合の話と同様に、法律上の賠

設計者の責任割合についてご提案しています。

償責任を超える金額の負担を強いられることは、建築家の先生方

法律上の賠償責任の範囲を超えた金額の負担を行うことは、専
門家たる建築家の先生方の職能の崩壊を招き、業界の健全な発展

の職能を守る意味において、望ましくないことは言うまでもあり
ません。

を阻害しかねません。先生方の職能をお守りするために、また健
全な制度運営のために、適正な責任割合相当額の保険金をお受け
取りいただくことになりますので、ご理解のほどお願い申し上げ

6

さいごに

JIA ケンバイ制度は、会員の皆様方とともに 40 余年にわたる長

ます。

い歴史を歩んでまいりました。今後も建築家の先生方のご意見や

5

過失との因果関係の問題について

事故が起こった場合、通常、何らかの補修工事や対策工事が行

われ、その工事費用について賠償請求を受けることになりますが、

ご要望を踏まえ、補償範囲の拡大等に鋭意取り組み、よりよい保
険を目指していきたいと思います。そのことが、業界の発展への
一助となれば幸いです。
会員の皆様方には、安定した制度運営へのご協力をお願いする

多くのケースにおいて、設計者が負担すべきでないと考えられる

とともに、より皆様のご要望にお応えできる制度設計のためにも、

金額が含まれています。その金額については、保険金お支払い額

多くのお声を頂戴したく、今後ともご指導のほどよろしくお願い

から控除させていただいています。

いたします。

法律上の賠償責任における損害とは、過失（設計ミス）と因果
関係を有する損害であり、事故により加重された金額となります。
控除させていただく金額は、設計ミスとの因果関係がないため、
法律上の賠償責任が認められない金額、すなわち、建築家の先生
方が負担すべきではない金額、ということになります。
具体的には、補修工事・対策工事を機にグレードアップするた
めの金額や、設計ミスがなかった場合、すなわち、正しい設計が
行われていた場合において生じていたはずの金額等を指します。
これらの金額が本保険の対象とならないのは、本来的に施主が負
担すべき費用であると考えられるからです。
因果関係の問題について、以下に例示します。
事例
・鉄筋の本数が不足していたために強度不足となり、建築物に損
傷が生じた。
・鉄筋の本数を 6 本としていたが、正しくは 10 本必要であった。
・補修・対策工事でより強度を得るために、12 本とした。
ミケランジェロ会 亀井天元

このケースでは、不足していた 4 本分の鉄筋の費用は、当初か
ら正しい設計をしていた場合において生じていた費用にあたり、
事故との因果関係が認められません。また、さらに追加した 2 本
分の費用については、単なるグレードアップであり、こちらも事
故との因果関係が認められません。保険金お支払い額の算出にあ
たっては、上記のような点を考慮し、補修・対策工事にかかる費
用から因果関係が認められない項目を控除し、純粋に事故により
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UIA2014 ダーバン大会のご案内
2011 年に東京で開催された UIA 東京大会がまだ記憶に新
しいところですが、本年 8 月 3 日～ 7 日まで南アフリカ共和
国ダーバンで、UIA 大会が開催されます。
” 別のところの建築）
。
テーマは “architecture OTHERWHERE（
ダーバンは南アフリカ共和国の東、インド洋に面した海岸
都市です。サーフィンやダイビングのスポットとしても有名
ですが、国連や UNESCO 等の国際会議が数多く開催される
国際会議都市であり、2010 年のワールドカップの会場ともな
り、近代的なサッカースタジアムがあることで有名です。

2011 年の UIA 東京大会は同年 3 月 11 日に起きた東日本大
震災後の国際会議として、
「東京宣言」を採択し、国境を越え
て災害に向かい、世界の建築家の連帯を呼びかけました。

JIAは、これを踏まえて、その後の災害復興の取り組みな
どを紹介する展示やセミナーなどを計画しています。
また、21 世紀のアフリカで開催される今大会は、発展する
アフリカ諸国の活動の息吹を感じられる大会となるでしょう。
中国人で初めてプリツカー賞を受賞した

ワン・シュー（王

澍）氏をはじめ、世界の著名建築家たちの講演も予定されて
います。
（詳細：http://www.uia2014durban.org）

ヴィクトリア瀑布

社会的には閉塞感もある昨今ですが、ダーバン大会に参加
し、明るく前向きなアフリカの人々や、世界中の建築家との
交流を楽しみ、アフリカの大地を実感する機会をぜひご堪能
ください。
なお、せっかく遠い遠い南アフリカまで行くならば、世界
の秘境、世界自然遺産の人気 No.1 である「ヴィクトリア瀑
布」まで足を延ばすのはいかがでしょうか？
旅行会社（HIS）が、ダーバン大会参加者のために、ダーバ
ン大会に参加＋ヴィクトリア瀑布を見学するツアーを企画し
ています。ぜひ、内容をご確認ください。
（JIAの WEB サイ
トにリンクが張ってあります。 http://www.jia.or.jp ）
● UIA 大会の参加料は以下の通りです。

チョベ国立公園
All photos by Eiichiro Higashiyama
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申込期間

一般参加登録料

同伴者登録料

〜 2014 年 4 月 30 日

R4,500.00

R2,200.00

5 月 1 日～ 6 月 30 日

R5,500.00

R2,200.00

7 月 1 日～ 8 月 8 日

R6,500.00

R2,200.00

＊ R（南アフリカランド：ZAR） 1ZAR ≒ 9.39 円
（2014 年 2 月 26 日現在）

JIA NEWS
本部便り
●国際建築活動支援フォーラム報告会
2 月 25 日㈫、一般財団法人国際建築活動支援フォーラム（JSB、小
倉善明理事長）が JIA 館建築家クラブに於いて、2013 年度の海外建築
活動自主プログラム報告会を行いました。
海外建築活動自主プログラムは JSBの主催する事業で、将来、若手
建築家として海外での活動のきっかけとなるような建築活動への参画、
あるいは同等の効果の期待される自主プログラムを実施しようとする
個人・団体へ助成を行うもので、2013 年度は 18 件の応募があったうち、
8 件（48 名）の助成が行われました。
報告会では助成を受けて活動を行った 8グループが発表を行い、
JSBのメンバーとの質疑やこれからの活動に向けての意見を交わしま
した。
報告を行った 8 件の取り組みは下記の通り。
1. ロンドンにおける道路空間のマーケット利用に関する共同研究
（イギリス）
6.
2. 日本リトアニア建築家展 EAST-EAST4（リトアニア）
3. Risk Architecture Workshop（フランス）
7.
4. カルロ・スカルパ研究会（イタリア・オーストリア）
8.
5. カンボジアにおける 1/5 住宅模型を用いたパッシブクーリング手
法の体験ワークショップ（カンボジア）

ARCHITECTURE X ARCHEOLOGY
SHELTERS FOR ARCHEOLOGYCAL SITE（イタリア）
AIAJ 西海岸建築実態体験ツアー（アメリカ）
東日本大震災復興安全自然都市日中共同調査設計ワークショップ
発表会及び展示会（中国）

らはプロジェクト
●第 14 回リフレッシュセミナー
の具体的な進め方
月
日㈰～
日㈫に、
第
回
リフレッシュセミナーが開催され、
3 2
5
14 JIA
など、普段は耳に
全国の支部・地域会から 17 名の若手会員と主催する表彰教育委員会
することのできな

のメンバーが参加しました。
カリキュラムでは「元気建築のつくりかた」をテーマに新居千秋氏、

い話を聞く、貴重
な場となりました。

曽我部昌史氏がレク
チャーを行い、講師

リフレッシュセ

と参加者全員による

ミナーは全国に点

ディスカッションも

在している若手

行われました。各地

会員のネットワーク作りも主要なテーマです。昨年の北海道大会で

で設計活動を行う若

初めて開催されたセミナー OBによる報告会「リフレッシュセミナー
REUNION」を、建築家大会 2014 岡山でも開催する計画が発表されま
した。

手会員から講師へ活
発な質問・意見の交
換が行われ、講師か

●環境行動ラボ連続セミナー開催のお知らせ
環境行動ラボ（野沢正光委員長）は、4 月 22 日㈫に連続セミナー「建
築のこれから—エネルギー転換の将来を見据えて—」第 3 弾として「建

日

時：4 月 22 日㈫ 14：00 ～ 17：00

会

場：建築家会館大ホール（定員 100 名

築とエネルギー自立で地域が元気になれる」を開催します。

参加費：1,000 円

申し込み先着順）

セミナー終了後、同会場で懇親会を行います

（別途参加費 1,500 円）
講

参加お申し込みは、JIA 環境行動ラボ事務局まで E メールにて

演：「地域エネルギーとコミュニティ発展の仕組み」
ユッタ・ガウクラ氏

skitazawa@jia.or.jp

「建築が地域に与える影響」西沢立衛氏

訂

正

『JIA MAGAZINE』300 号に掲載した記事の中で、誤りがありました。

p.14 2013 年度「日本建築家協会優秀建築選 100 作品」
帝京大学総合武道館の設計者
誤） 松原和彦
松村佳明 ㈱ NTT ファシリティーズ
齋藤貴之
正） 松原和彦
齋藤貴之

㈱ NTT ファシリティーズ

p.17 正会員新規入会者
内山美之氏の所属支部
誤） 海外
正） 関東甲信越支部
ここに訂正して、お詫び申し上げます。
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編集後記

任期を終えるにあたって
今月号で『 JIA MAGA ZINE』編集長の任期を終えることにな
りました。2009 年 7 月号から、休刊期間を挟みつつ約 50 号 分

20 世紀、機械文明の恩恵を受け続けるあまり二酸化炭素に
よる温暖化問題は地球環境の破壊等の問題を生み、一方で人間

を担当しました。編集委員の室伏次郎さん、筒井信也専務、事

は自然と切り離されてしまい、また人間疎外によるさまざまな

務局の北沢将司さん、それに編集担当の南風舎の南口さんには

社会問題に我々は直面しています。2011 年 3 月 11 日の東日本

随分とご協力いただきました。

大震災や津波、さらに原発事故で、私達はそのことを強く思い

最初の号の編集長挨拶で「編集工学で 21 世紀の建築家像を

知らされました。

共に構築しよう！」というタイトルの下、
「編集は新しい大きな

この特集では、そのような状況の中、建築や都市はどうある

ものを作り上げていく可能性、ポテンシャルを有していると思

べきか、また一方で我々のライフスタイルもどのように変わっ

います。着想・構想しながら発展させていく、つまりシステム

ていくべきなのか、などが議論されました。今年の夏頃には一

を統合させていくプロセスは設計同様に存在し、編集工学とも

冊の本として刊行される予定です。

言えます。そこには、21 世紀の建築家を作り上げる上で大きな

2013 年 8 月号（295 号）に掲載された槇文彦氏の「新国立競

役割を果たす可能性を秘めています。こうした行為は、立派な

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

作品です」と書きました。この理想に対してどこまでできたか、

を呼び、テレビ、新聞などのマスコミにも大きく取り上げら

それは読者の皆さん方のご判断によると思いますが、自分なり

れ、多くの市民の関心を呼ぶことができました。おかげで『JIA

に納得のいく結果は得られたのではないかと思います。

MAGAZINE』の認知度も上がったようです。
今月号では槇氏の前回の論考に続き、特別寄稿「それでも

2011 年 6・7 月号（270 号）から、誌面を一新してオールカラー
にして、長期のシリーズ特集を組むことにしました。
その第 1 弾として、2011 年 8 月号（271 号）から 2012 年 5 月号

我々は主張し続ける」が、同時に特別企画として「これからの
建築家にとっての JIAの可能性」が掲載されています。後者で

（280 号）まで「プロポーザル方式を考える」というタイトルで

は 30 代～ 40 代の若手建築家である中村拓志さん、平田晃久さ

特集を組みました。実績やスタッフの人数などで事務所の能

ん、藤村龍至さんをゲストに、それぞれの立場から JIAについ

力を評価する方式で、小事務所や若い建築家が参加できるコン

て感じていることや要望、JIAの可能性について芦原会長と議

ペは限られている現状をなんとか改良できないかという視点で、

論しています。これからの JIAを考える上で色々と貴重な意見

コンペに関わるさまざまな人々にインタビューを行いました。

をいただくことができました。

今月号ではそれを受けて、私と室伏さんとの間で行われた対談
が掲載されています。
そのあと、2012 年 6 月号（281 号）から 2014 年 1 月号（300 号）
まで 20 回にわたり、特集「建築・都市のパラダイムシフト－
ライフスタイルの転換」を連載しました。ここでは、建築家の

次号からは今村創平さんが新しい編集長になります。まだ

47 歳ですので JIAの中では若手にあたります。新風を吹き込ん
でくれるのではないかと期待しています。
読者の皆様、長い間お付き合いいただき、誠にありがとうご
ざいました。

他にもさまざまなジャンルの方にインタビューを行いました。

『JIA MAGAZINE』編集長

古市徹雄
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