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［黒川紀章］

東京・国立新美術館

建築家のスケッチ

本部便り／理事会報告／新規正会員入会承認者／編集後記

2007 年に開館した東京・国立新美術館は、黒川紀章が完成までを見とど
けた最後の建物である。その建築人生において、関わった建築・都市のプロ
ジェクトは数多く、スケッチで日付が記録されているものだけでも、6 千点
以上が残されている。スケッチは建築設計時のものを主としながらも、地図
上における都市計画の習作、展覧会や書籍掲載用に描いたもの、著作と同様
に思想を表現した挿絵やメモなど、多様である。

1980 年代からは特製のスケッチブックで、A2 と A4サイズのものを使い分
けていた。A2サイズはスタッフとのミーティングで、その場で具体的な説
明用として太いペンで描き、A4サイズはミーティング以外のさまざまな場
所での思索や、スタッフへの指示などコメントを加え描いた。
中でもとりわけ多く描かれたプロジェクトは、この国立新美術館であった。
竣工まで 6 年半の長期間であり、また、自身にとってのそれまで提唱してき
た、
「メタボリズム」
「共生」
「中間領域」といった、生命の原理に基づく建築
思想の集大成として位置づけており、プロポーザルから設計・現場監理中、
家具（備品）にいたるまで、部分から全体に及ぶスケッチは多種にわたる。
このスケッチ（本誌表紙）は、プロポーザルの提出に際して全体形が描か
れた最も初期のもので、オリジナルは A4サイズ。当初から機能優先の矩形
展示スペースに対して、人々をやわらかく迎え入れると同時に、自然（外部）
と「あいまい」につながる波打つガラスのロビー（アトリウム）の「共生」
「中
間領域」のコンセプトが明確な形で表現されている。我々スタッフは、この
原型を念頭にスタディを繰り返した。完成した建物は、そのプロポーション

大沼
靖︵黒川紀章建築都市設計事務所︶

Photo: Koji Kobayashi/SPIRAL

において、スケッチと同様に実現されている。

26

特集

ネクスト：建築家のこれから 5

日本の建築教育を変革し
創造的な建築家を育てたい
小渕祐介氏に聞く

JIA 会員の建築家の皆さんにとっては、建築教育の現場でいまどういうことが起きてい
るか、なかなか把握できないところがあるかもしれません。今回のゲストは、東京大学
大学院特任准教授の小渕祐介さんです。小渕さんはプリンストン大学の修士課程を修
了後、ロンドンの AA スクールで 8 年間、2010 年からは東京大学で教鞭をとっています。
いま小渕研究室で行われている建築教育や、小渕さんから見た日本の建築教育について、
（『JIA MAGAZINE』編集長 今村創平）
お話をうかがいます。

リスクを恐れず実験的な試みを
今村

日本の大学の建築学科では、以前は実務をしてい

今村

それは、欧米とアジアが違うのでしょうか。それ

とも、日本だけ違うのですか。
小渕

日本だけがかなり違うように感じますね。歴史的

る人は建築教育の場にはあまり多くなかったのが、20 年

にみると、大学院の建築教育をつくった時にドイツのラ

くらい前からは、実務をしている建築家が教育の現場に

ボ制（学部はイギリス、フランスのボザール制）にかな

入るケースが増えてきました。ですが、小渕さんが『GA

り影響されたのではないでしょうか。いまの時代、研究

（123 号、2013 年 7・8 月）でも語っておられるよ
JAPAN』

室単位で教育しているのは日本の大学しかないような気

うに、日本の建築教育は、プロになるためのあくまでも

がします。ドイツもまだ研究室の制度は残していますが

エクササイズのようであり、何か創造的なことをやる場

だいぶ変わってきていて、アメリカの教育制度に近いか

ではないようなところがあります。そうした中で、小渕

たちになっています。ただ、研究室単位の研究機関が他

研究室では実験的で革新的な教育が行われているように

国に存在しないので、海外の流れにのらずにそれを特徴

思えます。

としてとらえると、いろいろな可能性があるのかもしれ

まず、この研究室は、東京大学の中ではどのような位
置づけなのでしょうか。また小渕さんはどのようないき
さつで東大で教えることになったのでしょうか。
小渕

ここはマスターコースなのですが、東京大学建築

ません。
東大がちょっと変わったことや面白いこと、または実
験的なことをやろうという意思表示をすれば、日本国内
の大学教育にも少しは影響があるのではないかと思い、

学専攻の他のマスターコースのカリキュラムとは完全に

我々としてはいろいろな試みをしていこうと考えていま

分かれています。G30プログラムという留学生の増加を

す。やはり国立大学ですから税金を使って研究するわけ

目的とした文科省の政策の一環として 2009 年にスター

なので、それが国民や社会に対してどう還元できるのか

トしました。

常に問われます。しかし長い目で見れば、研究という基

ちょうどその頃、隈研吾先生が東大に着任されて、
「何

礎的なことに関してあまり直接的な利益だけを求めない

か面白いことができる人はいないか」と探されていたと

ほうがいいのではないか。失敗するかもしれないような

きに、ちょうどパリのポンピドゥー・センターで私と一

リスクの高い研究を、やはり東大のようなところがやる

緒に講演する機会がありました。そのとき、
「最先端の

べきではないかと思うのです。

建築教育」というテーマで講演したところ、
「こういうこ
とが日本でできればすごいね」と私に声が掛かりました。
私はちょうど AA スクールで教えていて、8 年目くらいの
ときでした。
今村

今村

授業は完全に英語と聞いていますが、それは G30

の条件なのですか。
いいえ、そういうわけではありません。年間 10

でしょうか。東大にとっても、小渕さんにとってもタイ

小渕

ミングがすごく良かったのですね。

人の定員枠で留学生しか採ってはいけないこと。それと

小渕

4

ある程度の期間いたので、新天地を求めていたの

留学生対象から日本人学生も参加できることに

そうですね。私は日本の教育を高校の途中から受

スタジオ課題が毎学期の必修であること。それらが条件

けていなくて、その後はずっと海外で勉強して、これま

です。もちろん修論もスタジオ課題がベースになります。

で欧米のいろいろな大学で教えてきました。アジアでも

今村

香港大学や中国の清華大学などの大学機関に関わって、

なので日本人学生が敬遠しているのかと思っていたので

日本の大学も「だいたい同じようなものなのか」と想像

すが、そうではないんですね。

していたのですが、実際に来てみると全然違うことがよ

小渕

く分かってきました。

いないので、他の研究室とは全然違う入試体制が必要で

日本人は入れないのですか。私は、英語での授業

基本的に国外に住んでいる外国人しか受け入れて

JIA MAGAZINE 306

特集

ネクスト：建築家のこれから 5

した。海外の大学入試と同様にポートフォリオで面接し

今村

単位は取れるのでしょうか。

て、その後書類審査で成績を判断します。

小渕

最初は、制度が追いついておらず単位を出せな

東大であれば通常 10 人の定員で 20 人を合格させるこ

かったのですが、日本人学生がいてくれた方が研究室を

とはありません。10 人合格すれば、全員入学するのが当

運営しやすいので、3 年目頃から徐々に日本人学生にも

然だという考え方です。しかし、国際的に考えると東大

単位が付けられるようになり、現在に至ります。今年 3

に受かったからといって確実に入学するわけではないん

月いっぱいで G30プログラムに対する文科省の経済的援

ですね。学生は東大だけではなくハーバード、コロンビ

助も終了したので、今後は日本の従来の教育との接点も

ア、イェール、プリンストンなどいろいろな有名大学を

見いだしながら、日本人と外国人が共有できる教育環境

併願していて、東大もそのひとつにすぎません。そこで

を目指していきたいと思っています。しかし、言語はや

工学部にお願いして、定員 10 人に対して最終的に 15 人

はりすべて英語でやることにしています。

合格させてもらったのですが、結局初年度に入学した学
生は 8 人でした。ちなみに AA スクールでは合格者の約

50%が入学していました。
今村

今村

研究室では具体的にどのようなことが行われてい

バードに行くわけではなくて、それこそスカラーシップ

るのでしょうか。

がとれたとか、この教授に付きたいとかそういう選択肢

小渕

で選びます。いまは、やはりそういうグローバルな競争

ます。そして、基本的に 2 年間かけてひとつのプロジェ

がありますね。

クトを研究します。他の研究室ではいろいろなプロジェ

小渕

小渕

学生はハーバードに合格すれば、みんながハー

1 つのプロジェクトにじっくり取り組む

原則は留学生しか取ってはいけないのですが、毎

私の研究室の学生は大学院生として 2 年間在籍し

クトをやりながらスタジオ課題をやったりしますが、こ

年少人数ですが参加したいという日本人学生もいます。

こではスタジオ課題もひとつだけが基本で、それを 2 年

それは海外へ行かなくても、ここで留学できるような環

間かけてじっくりやります。そこに補足でセミナーや

境があるからなんですね。

ワークショップがあるというかたちです。

祐介（おぶち ゆうすけ）

千葉県生まれ。東京大学特任准教授。

トロント大学、設計事務所勤務を経て、SCI-ARC 卒業。
プリンストン大学大学院修士課程修了。ケンタッキー州
立大学建築学部助教、ニュージャージー州立工科大学建

築学部客員講師、ハーバード大学客員講師、AA スクー

ルデザインリサーチラボのディレクター、プリンストン大
学客員准教授を歴任。2010 年より現職。
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学生のプロジェクトをまとめた冊子

アメリカの大学院教育では、3 学期（3セメスター（1セ

材の専門家になり、別の学生は構造の専門家、さらに別

メスター＝ 3 か月半））で、普通は夏休みを入れて 18 か

の学生は都市的な歴史や経済活動に関する専門家、その

月です。その間にいろいろなアイディアを吸収する必要

ような構成でやっていきます。学問的に何をいま研究し

があり、1 学期間はこの先生に付いて、次の学期は別の

なくてはならなくて、そのための自分の役割はどういう

先生にという、ワインテイストのような教育が主です。

ものかを認識して研究するということです。自分は何に

ですが実質的に 1セメスターで何かを得ることは難しい。

貢献できるのか、そこをちゃんと見分ける能力を身につ

それとは対照的に、とにかく間違っても格好悪くても

けさせます。

長い期間コツコツとひとつの課題を積み重ねることで何

また、ほかの研究室と違うのは、最終成果物が論文で

かものになるのではないかということを、いままで AA

はないという点です。私の研究室では、2 年間かけて展

スクールなどでもやってきました。そうすると面白いこ

開したプロジェクトを取りまとめたリサーチドキュメン

とに、最初のアイディアはつまらなくても、いろいろ考

トを、研究の最後に冊子として完成させ最終成果物とし

えているうちにアイディアが発展していくわけです。そ

ます。

して最終的にはそれなりに面白いものができてきます。

今村

だからプロジェクトは最低でも 1 年間、理想的には 2 年

しょうか。

間かけて研究すべきというのが、いまの私の考えです。

小渕

今村 2 年間というのはかなり長い時間ですね。

リサーチ・ラボ）でやってきたことを基礎として、それ

小渕

われわれの現在のプログラムでは、1 年生は建築

それも AA スクールでやられてきたことなので
そうです。私が AA スクールの DRL（デザイン・

を日本または東大という環境の中で適用しています。

的なプロトタイプをパヴィリオンとして実際につくり、

2 年生でそれを都市的に応用し、新しい研究的な都市の
プロトタイプとして展開します。また、材料や素材につ
いても掘り下げて研究し、素材という小さなスケールと、

今村

都市という大きなスケールとの関係をデザインを通して

を尊重するところがあります。個性を伸ばすことを尊重

研究することが 2 年生での課題です。

しすぎて、結果として卒業設計や修士設計を見ると、き

最近の日本の教育は、啓蒙的でありながらも自由

プロトタイプというのはすごくいい言葉で、用途や機

わめてパーソナルでマイストーリーみたいなものが目立

能がありません。
「実験です」と言うことで、雨漏りする

ち、本人はすごくのめり込んでいても外から見るとあま

のかとか、トイレはどこかとか、実務的なことは問われ

り共感できないものが多いのです。でも、それもある意

ない。車の開発もそうで、プロトタイプとは将来に対す

味でとても日本人的なのかもしれませんね。

る可能性を突き詰めるものであって、実際に走らなくて

小渕

もいいわけです。つまり研究が向かう先を示す意思表示

すことが中心だと思います。それが大学に入ると急に自

なのです。

分のやりたいことを見つけて、それに対して成果物をつ

また、AA スクールでも経験したことですが、学部生

6

社会から期待されない日本の建築教育

日本の高校までの教育は、与えられたことをこな

くらなければならなくなる。仮にパーソナルであっても、

と修士学生の教育体制の違いを出していく必要がありま

それはとても重要なことだと思います。ただ学部生はそ

す。欧米では学部は基礎研究・勉強であり、修士・大学

れでもいいのかもしれませんが、修士では駄目です。つ

院はプロフェッショナルなレベルで研究を行わなければ

まり大学院教育では、得た知識をどのように社会につな

なりません。そのため、ただ単に学生個人がやりたいこ

げていくかを教えないと、実社会とのギャップがすごく

とを研究するのではなく、ひとつのプロジェクトを 2、3

大きくなると思うのです。一部の企業では、大学や大学

人の学生が協同で研究する体制が、最近いくつかの大学

院でやっていたことは忘れてもいいから、一から新入社

でとられるようになってきました。

員を教育しようというところもあります。ここではその

そうした欧米の状況を参考にして、ここでも 2、3 人 1

中間をいくことで、実践の中でどのような教育の必要性

チームでプロジェクトを行います。どのように最終成果

があるかを考えています。だから、私たちは企業の方々

物をつくるのか、本当に小さなリサーチセンターのよう

と協同してプロジェクトをしていますが、それももちろ

な単位でこのチーム構成を考えていきます。もちろんク

ん教育の一環なのです。

ライアントがいるわけではありませんが、ある学生は素

今村

医学や別の工学においては、大学の研究室が社会
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小渕氏がディレクターを務めていた
AA スクールの DRL（Design Research
Lab）で 2008 年に完成させた“DRL10
Pavilion”

をリードする研究を行い、社会は、学問の方が先端であ

ろにシフトしていくのはいいことだと期待しています。

ることを普通に受け入れていると思いますが、なぜか日

小渕

本の建築界はそうではなくて、学生の作品はあくまでも

のすばらしいところは新しい発想でいろいろな研究的な

学生の作ったものであって、プロがそこから学ぼうとい

実験を行い、当たり前には考えられない作品をつくり出

うことはほとんどありません。AA スクールでもコロン

すところですが、逆に最終的な施工や構造の教育という

ビア大学でも、もちろん非常に奇抜なこともやりますが、

点では足りないところがあるのも事実です。もしかした

そこからプロが刺激を受けることも多々あります。こう

ら日本では、かえってその点を補うようなことができる

いう方向にコンピューターを使うとか、こういうことが

のではないかと、私は期待しています。AAでは、まさ

可能なのだと、大学では実務をやっている人たちと違っ

しく欧米で言うアーキテクチャーであり、エンジニアリ

ていろんな実験ができるので、それが社会に還元される

ングという側面がありませんから、東大をはじめ日本の

可能性があるのです。そこが日本の建築教育でとても欠

場合は建築が工学系にあることが、もしかしたら今後強

けている点ではないでしょうか。

みになるのではないかと、かなりラフですがそこに期待

小渕

限られた欧米の大学機関かもしれませんが、建築

私は両方の面が必要だと思います。AA スクール

をしています。ただ、いろいろな他分野の先生と協力で

教育ではクリエイティビティを一番重要視しています。

きるのではないかと思って日本に来たのですが、かなり

建築教育を受けた学生は、新しい発想でいろいろなアイ

縦割りなところがあることに気がつきました。

ディアを実際に形や空間として実現できるので、建築教

今村

育はとても人気があり社会に認知されています。だから、

のでしょうか。

建築学科卒業後に、ハリウッドでデザインをする人がい

小渕

たり、ファッションの世界に行ったり、車のデザインを

別の分野が建築を引っ張ってくることがあるのですが、

したり、多方面でニーズがあります。私はまだあまり日

そういう自由度があまり感じられないですね。いろいろ

本の状況は分かりませんが、建築学科を卒業するとどの

な学部や学科で一緒にやっていく体制ではないような気

ような可能性があるのか、あまり社会から期待されてい

がします。

ないように感じます。国交省やゼネコンのどこかに行き

今村

たいというだけではなく、新しいいろいろな試みができ

でなかなか協同で何かするということは難しいですね。

る力と、それを自分なりに実行につなげられる教育がな

小渕

されていないのでしょう。

けるのではないでしょうか。
「何かしましょう」とお話し

建築家や研究室で独立している形になってしまう
欧米だと、建築に興味がある研究者が多いので、

また日本の大学だと、それぞれがすごく忙しいの
やはりプロジェクトがあってこそ横につなげてい

するところまではスムーズでも、
「じゃあ、どうしましょ
日本の建築教育の特徴と可能性
今村

う」となったときに、各々の研究テーマが実際にどのよ
うに貢献できるのか具体化していく作業が大変です。

日本に来られて、建築学科の多さに驚かれたので

はないでしょうか。これだけの都市、建築、土木のほと
んどすべてが戦後につくられたことからわかるように、

教育機関と企業とでつくるパヴィリオン

多くの技術者が必要とされてきました。技術者をいかに

今村 5、6 年前に、AA スクールでは学校の前にちょっ

早く、即席で育てるかが、おそらく日本の 1950 年代～

とひしゃげた卵みたいなオブジェのようなものを作って

60 年代の課題であって、その頂点に東京大学があって、

いませんでしたか。

それをサポートするポリテクニカルな学校がたくさんつ

小渕

私が担当してつくったパヴィリオンですね。

くられてきたのでしょう。学生数が極端に減っていく時

今村

私はロンドンにいる時に偶然見たのですが、すご

代にあって、これからは明らかに競争になります。いま

いなと思ったことを覚えています。そういうパヴィリオ

までは学生数が多かったうえに、そのような技術者養成

ンをつくることは、いまでこそいろんな大学でだんだん

教育を続けていましたが、とにかく数が必要だという時

と増えていますが、当時はまだ珍しかったですし、専門

代とは違う時代に明らかにシフトしています。ですから、 家のアドバイスはあるかもしれませんが、全部自分たち

AUGUST 2014

クリエイティビティみたいなことが生かせるような、ま

で材料をカットして組み立てていることに意味があると

さに建築家とは何か、建築家は何をすべきかというとこ

思いました。
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DFL Pavilion 2013“99 Failures”の内観

小渕

欧米ではここ 15 年間、コンピューターを使った

ね。確かに日本でも学祭のときに大学構内で、みんなで

いろいろな建築教育が行われました。建築という構築物

何かをつくり、それは 5 日間くらいは合板でもちますが、

からかなりかけ離れたようなデザインまで、コンピュー

雨が降ったらおしまい、でも一応みんな参加して良かっ

ターを使って形、オーガナイゼーション、構造の研究を

たというようなものは前からあります。ですが、AAで

してきました。ただ、15 年経って、単に視覚的なものと

はパブリックストリートでつくっていましたよね。

してアウトプットすることにみんなが物足りなさを感じ

小渕

てきて、だんだん「つくる」ことに移行していったわけ

ンの場合は仮設建築物だと 28 日間以内であれば建築基

です。5 年くらい前から、実際にモノをつくるためにど

準法に則らなくてもいいのです。だから、安全性が確か

のようなコンピューターの可能性があるのか、モノに対

められて地面を壊したりしなければ、許可は基本的に下

する関心が強くなってきました。

ります。あそこはロンドンの中のベッドフォードスクエ

パブリックなので構造計算が必要ですが、ロンド

その一番良い例が、ロンドンのサーペンタイン・ギャ

アというすごく保守的な場所で、ジョージアン様式の建

ラリーで 2000 年から毎年夏期限定で建設されている実

築で覆われているところなので、何か変なものが建つと

験的なパヴィリオンです。以前ロンドンの ARUPにいて、 住民たちは結構嫌がりますが、まあ 1 か月間くらいだか
いまは RCA（Royal College of Art）のチェアマンをしてい

ら許されるのでしょう。

るチャールズ・ウォーカーが事実上の筆頭になって（セ

このパヴィリオンの主旨は、いろいろな企業との提携

シル・バルモンドが企画の中心）進めてきたプロジェク

を組みながら、教育機関側ができないところを企業がサ

トです。

ポートして、また企業ができない実験的なアイディアを

今村

いろんな建築家が設計して、ARUPが毎回構造を

教育機関が出して、ペアになってやることです。それが

サポートしていますね。日本の建築家では伊東豊雄さん、

先駆けになって、いま世界中のいろいろな大学で同じよ

SANAA、藤本壮介さんがつくっています。

うな作品がつくられていますが、AAが一番最初にそう

小渕

そうです。ロンドンでいままで作品をつくったこ

とがない建築家に機会を提供して短期間でつくる試みで

いった教育体制を整えたと思います。どうしてこういう
ことが大学でできるのかとよく聞かれましたね。

す。パヴィリオンには特別用途があるわけでもないし、
クライアントが何かを求めているわけでもなく、けれど
も、形もあり、材料もあり、構造があり、いろいろなア

実験的なパヴィリオンは研究室で随時つくられて

イディアや可能性がある。もちろん最終的には建たなけ

今村

ればならない。それに倣って AA スクールでも建築的な

いると思いますが、去年（2013 年）東大で行われた DFL

実験の成果物としてパヴィリオンをつくることになり、

Pavilion 2013 “99 Failures”は企業と協同したものでは、

学部の 2 年生が 1 年間研究し、最終的に自分たちでつく

東大に来られて最初のケースになるのでしょうか。

るというプロジェクトを 2003 年から始めました。私は

小渕

大学院で教えていたので、
「これは可能性がある」と結構

話をした時、コンピューターの活用に対してあまり熱

刺激を受けました。

心に教育体制が組まれていないので、何とかしなけれ

初めてのケースでした。私が着任して隈先生と

その中で一番新鮮だったのは、企業と提携してやって

ばいけないと言われたのです。そこで、まず先にデジタ

いくことでした。フィンランドの会社にスポンサーに

ル・ファブリケーション・ラボをつくり機材を整えコン

なってもらい、お金は限られているが合板はいくらでも

ピューターの必要性を高めてから、
「実際のモノづくりを

使っていいという体制を整えていました。2 年生の 1 学

するためのコンピューター教育である」という位置づけ

期の間は何でもいいから各学生がアイディアを出し合

にした方が教育の効率がいいのではないかと考えました。

う。その次の学期はひとつアイディアを選んで施工でき

今村

るデザインにする。それをもとに学生が役割分担をしま

の建築設計をただ CADでやったとか BIMでやるだけで

す。予算管理をして、ロンドンのカウンティ・カウンシ

あり、本質的な内容は変わらないわけですね。

ル（区役所）へ行って仮設建築の申請をして、施工の手

小渕

続きをしたり…。

は情報システムと物理システムのギャップを証明して

今村
8

問題があることに意味がある

つまりゼネコンみたいに全部やるということです

単にコンピューターがあるというだけだと、従来

そうなんです。デジタル・ファブリケーション

くれるようなものです。そこで、東大建築学専攻の中
JIA MAGAZINE 306

特集

ネクスト：建築家のこれから 5

T_ADS（アドバンスト・デザイン・スタディーズ）
組織図

（組
に T_ADS（アドバンスト・デザイン・スタディーズ）

初から提示していたらおそらくかなり抵抗があったと思

織図参照）という、ある種 AA スクールのミニ学校のよ

います。けれど、ゼネコンとしても、ただ単に簡単でか

うなものを組織し、DFL（デジタル・ファブリケーショ

つ一番ふさわしい問題解決方法では研究にならないです

ン・ラボ）ほか 5 つのラボを立ち上げました。

よね。そうすると「やりがいのある問題」とはどういう

最初にそこで 3D プリンターなどを買うにあたって、

ものなのか、去年のパヴィリオンでは、できるだけ「軽

スポンサーとして建設関係企業から寄付をもらいました。

いもの」をつくることにこだわりました。そこで、
「軽い

その際スポンサーにただ単に寄付してくださいとお願い

もの」に対して、構造的または空間的、素材的、いろい

するのではなくて、将来的に協力・協同体制をつくって

ろな面でどのような可能性があるのか考えました。例え

研究プロジェクトをやりましょうという話をもちかけて

ば空気を使って構造体ができないか、そうすると空気に

いました。でも、実際に何をしたらいいのか、最初は私

対して上物の形をつくることに構造的な可能性はあるの

自身も具体的にわかっていませんでした。

か、とか。

そこで、私が着任してからずっと試験的に小さなパ

今年は清水建設と合同研究を行っていますが、清水建

ヴィリオンのプロジェクトをつくってきましたが、最初

設にとって一番魅力的なのは普段できない仕事です。普

は規模も小さく明らかに学生の作品でしかなくて、あ

段は予算が決められた仕事ばかりなので、このような全

まりインパクトがありませんでした。3 年目の 2013 年に

然視点の違うことは、彼らもやり始めるとすごく面白い

なってようやく、企業と教育が協同することでしかでき

と言いますね。

ないようなプロジェクトが始動しました。大林組と協同
したのがその第 1 号です。“99 Failures（失敗）”という題
でエキシビションも行い、いま冊子もつくっています。

素材の可能性を追求

今村

どうしてその題なのでしょうか。

今村

小渕

建築をつくる際の難しさは、空間的にはいろいろ

実際にアイディアを構築しようとすると、必然的

なことができるけれども、素材の冒険はあまりできない

にいろいろな問題が生じますよね。それにはいろいろな

ことです。あくまでも仕上げとして面白い使い方をする

解決方法があります。簡単に済ませる方法もあるし、エ

とか、変わった新しい素材を使うことはできるけれど

ンジニアにとっては当たり前な問題もあります。しかし、 も、ストラクチャーや空間自身を構成しているものに新
それを当たり前でも簡単でもなく、何か意味のある方法

しいマテリアルを使うことはなかなかできません。でも、

で解決しようとなると、またそこにいろいろなハードル

先ほどの “99 Failures”にしても、薄いステンレスとテン

が生じます。そのハードルをこなしていくことで、パ

ション材とでつくられていますし、この研究室にあるも

ヴィリオンという特別用途のない建築物が、すごく意味

のを拝見してもプラスターを変形させたものを積み重ね

のある研究素材になるのです。だから、
「パヴィリオンを

るなど、かなり素材に対して実験的なものをつくられて

つくること」＝「問題をつくること」なのです。失敗を

います。

たくさんして問題を多くこなすことに意義がある。

小渕

今村

いま日本の建築界はゼネコンがマジョリティで、

今年、清水建設と協同でつくるパヴィリオンでは

割り箸がメインの素材です。割り箸をちりばめて、そこ

建築家は手掛けるものがどんどん小規模のものになって

に糊を吹きつけて固めていく。新しい 3D プリンターの

います。それはなぜかというと、クライアントには、建

発想がないか、建築スケールでの可能性がないだろうか

築家というのは問題を起こすものだと思われていて、リ

ということで、いま試しています。

スクがない全部をパッケージでやってくれるゼネコンに

情報理工学系研究科の五十嵐健夫先生と一緒に、どの

依頼するのです。ですから大林組と “99 Failures”をやる

ように割り箸をちりばめていくかを実験しています。砂

ということは、かなり難しかったのではないでしょうか。 だと積むだけですが、割り箸だと方向性があるので、ど
まるで「我々は失敗をたくさんします」と表明し

のように落ちていくかによって形状の可能性が変わって

ているみたいですからね。そのタイトルはプロジェクト

きます。デジタル・ファブリケーケーションと構造・施

の最後の頃、展示を行う段階で我々のほうから提案しま

工の可能性を並行して研究しています。

小渕

AUGUST 2014

した。すでに 4 ～ 5 か月くらい我々と毎週のように議論

また木造の場合、通常は木材そのものを構造材として

をしていたので、素直に受け止めてもらえましたね。最

使うので、木材の種類で強度が変わってきます。しかし
9

今年のパヴィリオンのための
割り箸の実験

この割り箸のパヴィリオンでは、木そのものではなく、

今村

これも一緒にやり続けるわけですね。

木がどのように組み合わさるかによって構造の強度が大
きく変わってくる。こうした構造については佐藤淳先生
と一緒に研究しています。佐藤先生によると、いま日本

展示、シンポジウム、出版も手がける
基本的には、研究室で手がけているプロジェクト

建築界の構造の流れとしては、とにかく強くて安全性の

今村

あるものという認識が強く、
「重たいものや強いもの」＝

は全部学生たちがグループでやっているのですね。小渕

「安全」とされているようです。けれども、実際にそれ

さんがそれとは別にご自身でやられているプロジェクト

が崩れたときには、重たいものはかえって危険なものに

はありますか。

なってしまいます。

小渕

教育者としての可能性を追求できるプロジェクト

今村

東日本大震災の時もそうでしたね。

を目指しています。なので個人的なプロジェクトには興

小渕

そうです。だから、必ずしも「強いもの」＝「安

味はありません。小渕研究室以外では、T_ADS（アドバ

全」ではないという考え方で、軽いけれど強度があるも

ンスト・デザイン・スタディーズ）として、いろいろな

のの可能性を探っているのです。割り箸の実験を通じて、

分野の研究を行っています。

小さくて軽いエレメントをひとまとめにしたような形も

まず DFL（デジタル・ファブリケーション・ラボ）と

構造体としてあり得るのではないか。そうしたことにつ

して、コンピューターを使った新しい建築の施工方法の

いて佐藤先生と一緒に研究しています。

研究。今年の清水建設とのパヴィリオンの建設も DFL

今村

今年の清水建設と協同するパヴィリオンや、例

の一環です。そして SPL（サステイナブル・プロトタイ

えば去年の “99 Failures”のパヴィリオンをつくる際には、 ピング・ラボ）として、都市の中でのプロトタイピング
学生はどういう関わり方をしているのでしょうか。
小渕

去年の 10 月に入学した学生は、入学と同時に前

年度の 1 年生がデザインしたパヴィリオンを組み立てる
作業に参加しました。何でこれをつくるのかあまり説明

的な構築物の可能性について、素材と建築の統合や、情
報と素材の統合、それらの関係性をサステイナブルの観
点から都市的に捉える研究も行っています。
そして MIL（メディア ･ イニシアティブ・ラボ）として、

することなく 1 か月半制作活動に集中する。また、それ

建築をつくることだけでなく、建築を考えるための研究

に関するイベントやエキシビションの準備など、さまざ

もしています。考えることも建築のひとつの役割であり、

まなことをこなさなくてはなりませんでした。おそらく、 または成果物であってもいいのではないかということで、
実際にドリルを持って現場で作業した経験のある学生は

エキシビション（展示）
、シンポジウム、出版など、研

あまりいませんので、まず身体を使ってつくることを体

究室でアイディアを発信し、実際にメディアとして流通

験してもらいます。

できるよう現在準備をしています。

「君たちが
12 月のエキシビションが終わった時点で、

今村

昨年くらいからシンポジウムを始められて、これ

つくったのは去年の学生の作品であって、これからやる

からいろいろと展覧会などが展開されていくのですね。

のが君たちのデザイン。君たちがこのパヴィリオンを構

小渕

築するにあたって、どういう問題があるか身体で体験し

目標としては年 2 回ジャーナル型の本を出すことがひと

て、身につけたスケール感やモノの可能性をもとに自分

。もうひとつは、企業と毎年パヴィ
つ（T_ADS / TEXTS）

たちのデザインをしてみなさい」と言って、2 か月間彼

リオンをつくる活動も本として出すというプロジェクト

らにデザインをさせます。その後、作品を 1 つ選んでそ

。さらにもうひとつ
型の出版物（T_ADS / PROJECTS）

シンポジウムをもとにいま本をつくっています。

れに対して、構造、シミュレーション、予算、いろいろ

は、T_ADS（アドバンスト・デザイン・スタディーズ）

なことを分担し、8 月の頭に設計が終わります。そして

のコアとなる隈先生、千葉学先生、私の 3 名を中心とし

8 ～ 9 月でそれをファブリケーションし、そのあと 10 月

た、T_ADS 内のラボのプロジェクトを紹介する本を考

に組み立てるのは新しく入った学生の仕事…。というよ

えています（T_ADS / REVIEW）。ある種の作品集なの

うに順繰りになっていく仕組みです。

ですが、それをただ単に学生の作品集にするのではなく、

このパヴィリオン製作と並行して 2 年生は 3チーム編
成を組み、それぞれのチームメンバーが共同でひとつの

研究的なテーマに基づいて行われている活動を作成した
いと考えています。

プロジェクトに取り組んでいます。
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特集

ネクスト：建築家のこれから 5

MILのイベントとして、昨年 12 月 1 日に
槇文彦氏、磯崎新氏、原広司氏を招いて
行われたシンポジウムの様子

建築教育そのものが研究
小渕

い ま T_ADS（ア ド バ ン ス ト・ デ ザ イ ン・ ス タ

ではなくて、研究をしっかりしたうえでの成果物が教育
の中にしっかりと組み込まれていることがすごく重要だ
と思います。

ディーズ）を立ち上げてさまざまな仕事をこなさなくて

今村

はならない中で、充実した教育または研究ができる環境

になったのは昨年秋からなのです。まさに、実務と教育

をつくることに、ほとんどの時間をかけています。

の距離をどうとるかコントロールできないところが多い

私は、非常勤講師をずっとしていましたが、専任

今村

でも、それ自体が一種のプロジェクトですよね。

と、やり始めてみてよく分かりました。

小渕

こ の あ い だ、 ハ ー バ ー ド 大 学 GSD（Graduate

小渕

私も、本来建築家として事務所を持って、仕事が

School of Design）の学部長であるモイセン・ モスタファ

たくさんあって、それがあるからこそ教育者として何か

ヴィ先生がここで講演をしてくださり、興味深いことを

意味があるのではないかとずっと思っていましたが、実

おっしゃっていました。ある日本人の建築の教員の方の

際には両立する時間がありません。AA スクールの時代

質問で、建築家としての実務と教育の時間的なバランス

も土曜日に教えても時間がなかったくらいです。いま

がすごく難しいのだけれど、何かアドバイスをという質

だってそうです。

問だったのです。それに対してモイセン先生は、
「教える

今村

ことに、なぜ専念しないのか」とおっしゃったのですね。

ている建築家には「週に 1、2 回行けばいいんだよ」と言

たぶん建築家の方々は、自分が実務でやっていることに

う人も多いのですが、実際にはそれではやはり、何もで

基づいて教えようと考える方がほとんどでしょう。もし

きません。

自分に建築家としての仕事がないのに教えるとなると、

小渕

教えていることに対して何か心苦しさのようなものを感

のは、学生の意思を尊重しているようで聞こえがいいで

じてしまうのではないでしょうか。多くの素晴らしい作

すが、それは教員自身が教育の中であまりやりたいこと

品をつくっている隈先生のような方ならいいけれど、何

が分かっていない場合が多い。だから、好きなことをや

両方をやるのは本当に大変です。実際大学で教え

できないですよ。
「学生に自由にやらせる」という

も実作のない人は教えにくい雰囲気があることに対して、 らせて、何か面白いものがあれば、それにアドバイスす
モイセン先生は、
「そうではなく教えること自体が実務な

るような形が多いような気がします。そうすると、しっ

のだ」というようなことをおっしゃったのです。

かりとした教育の体制が整えられていない中で、何が実

たしかに大学教育において、高校の先生のように教育

務で何が教育で何が研究なのか混乱しながら、曖昧なも

に専念する教員はあまりいません。大学の先生は、自分

のができてしまいます。ところが実際には建築士の試験

の研究論文を出してこそ成果が認められることが多いの

はしっかりあるわけですし、何かを建てるにあたって建

で、教えることにあまり重要性を感じていなかったり、

築基準法をはじめとしたルールがあって、それを知らな

教育にあまり時間が費やされていない場合があります。

くちゃいけない現実がある。そこだけはとりあえず押さ

教えること自体への評価があまりないことも、やはり

えるけれど、それ以外は曖昧な中でものごとが決まって

ひとつの問題ではないかと思います。教育は評価の対象
になりづらい現状がありますが、自身の建築作品をつく

しまっているような感じがします。
私はそういう状況を変えたい。建築の教育を根本から

るため、もしくは論文を書くための教育ではなくて、教

考え直したいと思います。

育そのものが研究なのだと私は考えます。だから、教育

今村

自体が評価される体制をちゃんと整えなくてはなりませ

築教育として一定の役割は果たすという時代ではなく

ん。

なってきているので、これから 5 年から 10 年は、かな

ここで学生とつくるいろいろなものが実際に外部から

昔ながらのある決まったメソッドを教えれば、建

り建築教育の場が変わるのではないかと思います。

評価されていくようになれば、建築教育も少し変わって

小渕

変わらなくちゃいけないですよね。

くるのではないでしょうか。そうでないと、学生のつ

今村

今日は、貴重なお話をうかがうことができました。

くったものは結局学生作品でしかなく、
「でもこういうの

ありがとうございました。

は実際には通用しないんだよ。」と言われて終わってし

（2014 年 5 月 26 日

東京大学小渕研究室にて収録）

まいます。現状は、高校生の作品と大学生、大学院の作
品も見た目のデザインはあまり変わらないのです。そう
AUGUST 2014
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JIAの活動紹介

“文化財ドクター派遣対応会議”新たな出発へ
篠田義男（JIA 文化財ドクター派遣対応会議 / 代表）

「組織を越える協働」に文化庁長官感謝状

“文化財ドクター派遣対応会議”新たな出発へ

2011 年東日本大震災発生を受け、過去の大地震における災害支援

2011 年、文化庁の呼びかけに応じた建築学会、土木学会、建築士

には成し得なかった被災した文化財建造物に対する調査、修復への

会連合会、JIAを中心に、いわば緊急避難的に始まった「文化財ドク

助言、修復への事業に JIAは集中して取り組みました。調査だけでは

ター派遣事業」は、この 3 月で 3 年間の活動をいったん終了しました。

なく、修復に対する概算費用の算出など、被災直後の応急処置から本

激甚な被害をもたらした巨大災害の前に、この事業がなし得たことは

格的な修復へのサポートまで、包括的な支援活動を本部に設けられた

それほど大きくはないかもしれませんが、おそらく建築界の各組織が

「文化財ドクター派遣対応会議」を中心に、文化庁、建築学会、土木

初めて組織の枠を越えてチームを組み協働したことは、重層的な保存

学会、建築士会連合会、各 NPOなどと協働して 3 年間の事業を進め

再生の課題を今後連携して進める上で一つの明確な活動の形を示せた

てきました。2 年目、3 年目以降は、事業全体の事務局を JIAが引き受

のではないかと考えています。その中で私達 JIAの会員と、本部に設

け文字通り中心的な役割を果たし、本年 7 月 3 日にはこの功績に対し、

置された「文化財ドクター派遣対応会議」が果たした役目は、むしろ

文化庁長官から建築学会、土木学会、建築士会連合会とともに JIAに

日常に戻った営為の中で試されるということかもしれません。

対し感謝状が授与されました。芦原会長が受賞者を代表してスピー
チされ、一連の支援活動に区切りを付けることができました。
（
『JIA

MAGAZINE』305 号 p.22「本部便り」参照）
文化財ドクター派遣事業とは何だったのか
東日本大震災は、歴史的建造物にも未曾有の大被害をもたらしまし
た。国宝、重要文化財に指定された建造物をはじめ、被災した文化
財は 1 都 18 県、754 件に及びました。被災した文化財としての建造物
の調査および復旧を支援するため文化庁の呼びかけに応じ、震災直後
からその連携を模索していた日本建築学会、日本建築家協会、日本建
築士会連合会、土木学会など建築関連各団体が「組織の枠を越えて連

村田町村田伝統的建造物群保存地区

携して」活動したのが 3 年間の文化財ドクター派遣事業であったと考

この活動の具体的な成果も少

えられます。とりわけ JIAの建築家の琴線に触れたのは、調査対象が

し表れてきています。2011 年度

「国・地方の指定の有無を問わず、文化財である建造物とする」とい

から山形大学の永井康雄先生を

う文化庁からの画期的な文書で、既に文化財登録されて価値が定まっ

中心にドクター派遣の総力を挙

たものだけではなく、未来に残す文化財も対象になったということで

げて取り組んできた宮城県村

した。

田町の町並みが、
「村田町村田伝

その活動のプロセスで、文化庁や各県、各市町村の文化財担当の行

統的建造物群保存地区」として、

くりはら田園鉄道（くりでん）客車庫
仮設補強

政組織、日本建築学会や土木学会などの研究者組織、日本建築家協会

本年 5 月の文化財審議会で選定

や日本建築士会連合会などの設計実務者組織、全国町並み保存連盟な

されるという大きな成果が報告

どの NPO 組織など広範な「組織を越え、顔が見える協働」を創り上げ

され、続いて宮城県栗原市の大正時代から昭和までの鉄道建築群とし

ることができました。各組織を繋ぐ要の事務局は、2011 年度は建築学

て現存する “くりはら田園鉄道建築群 ”も市の指定文化財として保存

会が担当しましたが、2012 年度からはおそらくこのような全国レベル

活用の方針が決定されるなど、成果が出始めています。こればかりで

の活動では初めての役割を、JIA 本部に設置された「文化財ドクター

はなく、被災した文化財建造物の所有者からの、修復に対する助言要

派遣対応会議」が 2 年間にわたってそのミッションを担いました。

請はその後も続き、今後ともさまざまな相談が市民や所有者から寄せ
られる状況が継続するものと考えます。
この事業の中で培った行政、研究者、設計実務者を相互に結ぶネッ
トワークや、修復塾などで構築した修復に対する教育、研鑽のシステ
ムを活かして、全国単一組織という利点のある JIA 独自の継続的な組
織を、どのように構築できるかが切実に求められています。それを私
達は強く意識してきました。この 1 年間、文化財ドクター派遣事業の
今後のあり方を集中的に議論し、本年 5 月の本部理事会でこの中間的
な報告もしました。
今秋開催の JIA 建築家大会岡山 2014 では、これらの議論を「（仮称）
文化財保存再生全国会議（キックオフ会議）
」として全国の仲間ととも
に、文化財ドクター派遣対応会議の平常時に移行した “ 新たな組織づ
くり ”の意見交換を広く行おうと考えています。
多くの皆様の参加をお待ちしています。
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TOPICS

ヴォーリズ建築の保存再生によるまちづくり
■旧八幡郵便局の保存再生活動がきっかけに
大正 10 年にウィリアム・メレル・ヴォーリズによって設計された
「旧八幡郵便局」は、昭和 36 年に郵便局としての機能を終え、空き家
となってからは次第にまちのシンボルとしての装いを失い朽ちゆくば
かりとなっていた。
平成 6 年頃に旧八幡郵便局の保存に関して、近江八幡市がヴォーリ
ズ博物館として保存再生活用したいと検討もされたが断念したという
経緯があり、駐車場にという話も浮上していた。
平成 9 年、有志 6 人が集まり、建物内部の清掃から始めた。当初、
雨漏りによる臭気に満ち、死の寸前のような雰囲気であった旧八幡郵
便局を清掃し改修していき、この建物が息を吹き返すにつれ、この建

川上幼稚園（石川県金沢市）
耐震補強と内部の意匠を復元
アームストロング別荘
（長野県軽井沢町）

物が風通しと採光を配慮した人に優しい建築であることを、肌で感じ

県外では、石川県金沢市の川上幼稚園が耐震補強とともに内部の意

ることができた。この出来事をきっかけとして、多くの市民の思い出

匠を復元された。また軽井沢では、アームストロング別荘が一部修理

であったこの旧八幡郵便局を、地域再生のシンボルとなるようファ

活用され、コミュニティの場として甦った。平成 19 年にヴォーリズ

サードを復元し、ヴォーリズ精神と建築遺産を次世代に語り継ぐ市民

建築文化全国ネットワークが設立され、ネットワークでは、修理活用

活動の拠点として活用したいという想いで、
「旧八幡郵便局保存再生活

方法など情報交換し、各団体と相互扶助の関係を築いている。

動一粒の会」として任意団体を立ち上げた。
修理には多大な資金が必要であったため、会費、貸し館料、研修見

このように、ヴォーリズ建築の保存再生活用の気運は年々高まって
きている。

学案内料などの資金源を確保した。また極力出費を抑え、建物への愛
着を持ってもらう手法として、市民や学生とトイレづくりやペンキ塗

■ヴォーリズ建築の特徴

りを行うなど、セルフビルド方式をとり、少しずつ改修していった。

ヴォーリズ建築は、安心で健康的な暮らしをベースにし、建物が持

現在は、1 階内装・屋根改修および耐震補強工事を完了し、ヴォーリ

続的に使われることに重きを置いている。また、使う人の身になり、

ズ建築のインフォメーションスペース・コンサート・貸館・子どもた

合理性・機能性・経済性・耐久性という実用面に配慮されている。さ

ちの絵の教室・サークル発表の場などに利用していただいている。

らに家族や隣人との繋がりなど、地域社会のコミュニティを育みやす

市民が主体性を持って、協力しながら再生活動を実践できたことが、
「住民自治のまちづくりの原動力」となったと考えている。

いような空間に工夫されており、何よりも「建築は人を感化する器」
と位置づけ、建築は人間の精神性や成長にまで影響を与えると主張し
ており、建物自身からのメッセージ性を感じることができる。
■今後の保存再生活動の展開
ヴォーリズ建築に限らず日本には多くの誇るべき文化財が現存し、
人々に有益な影響を与えている。このような文化財の建築を、未来を

旧八幡郵便局

修復前

市民や学生とセルフビルドで
トイレを改修

創造する源として、国民の共有財産と位置づけ守り育てることが今求
められているのではないかと思う。
現在私自身は JIA 近畿支部副支部長と保存再生部会長を兼務し、文
化財ドクター派遣事業に委員として参加しているが、JIAが文化財ド
クター派遣事業において、事務局団体として他団体と連携し統括した
ことは大きな成果だったと思う。この事業で文化財技術者（他団体含
む）が連携して調査や再生提案などを行ったことは、JIAによる社会貢
献として、実践的な保存再生活動の第一歩になったのではないか。
保存再生の取り組みはこれまで JIA 各支部単位で行われてきたが、
これを契機として、各支部単位で活動を行いつつ、JIA 全体でも保存
再生に関わる必要性が出てきたのではないかと考える。
そこで JIAでは、保存再生に関わる各組織や、新たに保存再生に関

旧八幡郵便局

修復後

■ヴォーリズ建築保存再生活用の広がり
平成 12 年頃より近江八幡市では、ダブルハウス、アンドリュース
記念館、ハイド記念館が保存再生された。また県内では、豊郷町にあ

心のある JIA 会員が連携する全国規模の組織として、
「（仮称）JIA 文化
財保存再生全国会議」設立を目指し、準備段階に入っている。本年の

JIA 建築家大会岡山 2014 をキックオフ会議と位置づけており、開催す
るワークショップでは、情報交換や今後の活動の方向性、認識を共有
できる場となるよう願っている。

る旧豊郷小学校も保存再生され、現在はコミュニティの場として親し
まれている。昨年は高島市にある旧今津郵便局を、旧八幡郵便局と同
様の手法で、地元の人々が中心になって保存再生がスタートしたとこ
ろである。今年 8 月 23 日には県内のヴォーリズ建築活用団体が集い、
滋賀ヴォーリズネットワーク交流会を開催する予定となっている。
AUGUST 2014

石井和浩
（近畿支部副支部長／石井建築設計事務所所長／
京都橘大学 非常勤講師／
NPO 法人ヴォーリズ建築保存再生運動一粒の会副理事長）

13

新国立競技場関連特集

新国立競技場をめぐる動き
新国立競技場計画問題は 2013 年 8 月の『JIA MAGAZINE』における槇文彦氏の問題提起に始まり、
メディアを通して一般の関心も高まりを見せ、建築専門家の間の議論を超えて市民運動にまで広が
りを見せてきました。
神宮外苑の景観保護の観点や市民の立場から、この計画のプログラムや進め方に対してさまざま
な問題点が指摘されています。
公益法人日本建築家協会としては、建築主である JSCと建築関連団体や建築専門家との対話の場
を設け、正確な情報をわかりやすく整理して広く社会に公開していくことを目指しています。
また賛成・反対といった運動を行うわけではなく、あくまで専門家団体として客観的な立場から、
アドバイスや選択肢の提示をすることで、市民が納得できる形で新国立競技場建設が進むよう支援
日本建築家協会会長 芦原太郎
していきたいと考えます。

「新国立競技場計画に関する説明会」開催

2014 年 7 月 7 日㈪ 10 時 30 分から 12 時 30 分まで、建築家会館
1 階大ホールにおいて、新国立競技場案に関して、独立行政法

して、できる範囲の中でできるだけの検討・修正はしていきた
い」とも述べました。最後に建築家団体側から、今日の説明を
もとに建築関連 5 団体が質問書として整理し、改めて、意見交
換会を開催したいと述べました。

人日本スポーツ振興センター（JSC）をはじめとする新国立競技
場関係者から、これまで意見・要望などを表明した建築家団体
の代表者に対する説明会が催されました。JIAが幹事役を務め、

「新国立競技場計画に関する説明会」を受けて質問書を提出

非公開で約 2 時間にわたって行われました。
参加者（敬称略）
①計画関係者
【発注者】
日本スポーツ振興センター 河野一郎、鬼澤佳弘、山﨑雅男、阿部英樹、

7 月 7 日に開催された、日本スポーツ振興センター（JSC）に
よる新国立競技場に関する説明会を受け、建築関連 5 団体（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、東京都建築士事務所協会、日本建築家協会）は質問書を 7
月 17 日付で JSCに提出しました。
内容は、以下の通りです。

和田章（アドバイザー）
【国立競技場将来構想有識者会議ワーキンググループ】
安藤忠雄、内藤廣、安岡正人、小倉純二、都倉俊一
【デザイン監修担当者】
ザハ・ハディド・アーキテクツ Jim Heverin、内山美之
【基本設計担当者】
日建設計・梓設計・日本設計・アラップ設計共同体 亀井忠夫、山梨知彦
②建築関連 5 団体関係者
日本建築士会連合会会長 三井所清典
東京建築士会会長 中村勉

1.

新国立競技場の機能と需要予測

8 万人集客イベントの費用対効果を検討した、需要予測につい
ての資料を示してほしい。
2.

建設費

初期投資額 1,625 億円には 2012 年から 2013 年 7 月までの物価
上昇を含んでいるとあるが、それから 1 年が過ぎた現時点での
建設コストに則した事業予算を提示してほしい。
3.

維持管理費

日本建築士事務所協会連合会会長 大内達史、前会長 三栖邦博

維持管理費の詳細な算出根拠を示してほしい。

東京都建築士事務所協会会長代行 西倉努

4.

日本建築家協会会長 芦原太郎（司会進行）副会長 上浪寛

改修方式を断念した理由を示してほしい。現状出されている複

改修計画との比較検討

数の改修案それぞれに対するにメリット、デメリットを検証し、
計画関係者側からは、これまでの経緯、国際デザイン協議で

できる範囲でそれぞれの検証を行い結果を示してほしい。

ザハ・ハディド案が選ばれた経緯、5 月末に完成した基本設計

5.

案、コンペ当選案から基本設計案で検討・修正した点の説明が

改修案が出されている中で、解体工事を少しでも待つことはで

あり、そのなかで、いま社会で問題提起されている景観問題、

きないか。着工予定は 2015 年 9 月でありまだ 1 年余りあるため、

8 万人の規模、仮設の可能性、コスト、維持管理費等にも言及

解体工事をもう少し後にずらすことが可能ではないか。解体工

がありました。

事と本体工事発注の関係がわかる工程表を示してほしい。

スケジュール、解体工事について

JSC 河野理事長は、現国立競技場に手を加えても国際基準を

そして、最後の要望として、計画プログラム、建設費用、維持

満たさないため建て替えは必至であると回答、
「8 万人収容と立

管理について問題点を整理して国民に丁寧に説明することが重要

地は最初から政府で決められていた条件であり、これを変更す

であり、早期に第 2 回会議の公開方式での開催を求めました。

ることはできない、2019 年 9 月に開催予定のラグビー W 杯や

なお、8 月 1 日には 5 団体による追加質問書を提出しました。

オリンピックのプレイベントから逆算すると、もう解体工事に

屋根の設置に関して

入らないと間に合わないため予定通り行う」と説明されました。

基本設計の全蓋案に対して、代替案として「観客席だけに屋根

また、
「いままでも HPで情報を公開しているけれどもあまり

を架ける」案も想定されるが、双方のメリット・デメリットに

よく理解してもらえていない、これからはもっと情報を表に出
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◆シンポジウム

「新国立競技場とオリンピック施設計画に何が必要か？」
〈JIA アーキテクツガーデン 2014 建築祭〉
開催日時：2014 年 7 月 12 日（土）
場所：建築家会館 1F ホール
パネリスト：元倉眞琴（建築家）、森まゆみ（作家・神宮外苑と国立競技
場を未来へ手わたす会）、坂井文（北海道大学准教授）、上浪寛（JIA 関東
甲信越支部支部長）

「これまでの JIAの活動と 7 月 7 日の JSC 説明会について」
（上浪寛）

コメンテーター：芦原太郎（JIA 会長）、長島孝一（JIA 名誉会員）

「施設規模等、計
2013 年 11 月に JIAを含む建築関連 5 団体が、

コーディネーター：連健夫（建築・まちづくり委員会委員長）

画の条件設定の見直しとともに、その経過や結果を広く情
報公開されることを求める要望書」を文部科学大臣・東京都

関東甲信越支部主催で行われたこのシンポジウムでは、さま

知事・JSCに向けて協同提出、2014 年 1 月関東甲信越支部が

ざまな視点から新国立競技場問題を考えました。当日会場には、

「2020 年東京オリンピック・パラリンピック準備に関する要

建築家だけではなく市民も多く訪れ、この問題に関して人々が

望書」を東京都知事候補者へ提出、5 月 23 には JIAから「現国

自身の問題として捉えていること、社会的に大きな関心を集め

立競技場の解体工事に着手しないことの要望書」を文部科学

ていることがうかがえました。

（JSC 説明会につ
大臣・東京都知事・JSCに向けて提出した。

むらじ

まず、コーディネーターの 連 氏から、時間軸にまとめた建

いては左頁参照）

築関連団体や市民団体の動きについて説明があり、そのあと、
パネリストの 4 名からそれぞれ 15 分のプレゼンテーションが
行われました。
「新国立競技場、何が問題か」
（元倉眞琴）

コメンテーターの長島氏は「日本社会は環境・景観・社会な
どの定性的なものに対して判断するシステムがない。修正する
勇気も必要」と述べ、芦原氏は「実施設計も解体工事も始まり

プログラムそのものが破綻している。ここで一番問題になっ

そうな切羽詰まった状況でどうしたら良いのかということと、

ているのは、屋根であり、そもそも国立競技場で行われる陸

これを教訓として、日本の公共建築を地域の中でより良いもの

上、サッカー、ラグビーはすべて屋外のスポーツであり、こ

となるように計画段階からチェックするシステムが必要」と短

の施設を維持するためにお金をつくる→イベントをする→閉

期的と長期的、両方の視点を持つべきだと話しました。

じる必要がある→屋根をつくる→コスト・メンテナンスに莫
大な費用がかかるという本末転倒の事態になっている。もの
が決定的に決められる時に、チェックが行われていない。
「異議あり！新国立競技場」
（森まゆみ）
中心となって活動している神宮外苑と国立競技場を未来へ手
わたす会では、
「神宮外苑の青い広い空と緑を守る」
「1958 年

その後、参加者全員でパネルディスカッションを行い、以下
のような意見が出ました。
「プログラムが間違っていたことを実証的に専門家が指摘し
なければならない」
（元倉）。
「市民に対して、この案の素材や
構造に関してもきちんと説明をすることは建築家の責任」
（森）
。
「解体が始まってしまうと改修の選択はあり得ないものになる。

のアジア大会の時につくられた国立競技場を改修し、座席数

解体工事の発注をどこで止めるか」
（上浪）。
「次の JSCとの会で

を増して使いたい」という 2 つの目標を掲げている。IOCが

は、反対運動の会ではなく、いろんな立場の人たちが一堂に会

1999 年に制定した「オリンピックムーブメンツ・アジェンダ

して正しい情報・意見交換が必要。よい答えを導くために、よ

21」では既存施設を修理して使用しようとあり、遵守すべき

りよい選択を積み上げるべき」
（芦原）

である。JSCは 2011 年に久米設計に改修案を依頼したが公開
されていない。

「いまの問題をこのオリンピックの問題だけに終わらせない
ように」
（長島）
。
「次のステップは東京都が 20 のオリンピック

「ロンドンオリンピックの施設建設に専門家はどう関わったか」

関連施設をデザインビルドでつくろうとしているので見直しを

（坂井文）

求めたい。さらに今後日本の地域の公共建築・まちづくりにお

ロンドンオリンピックでは、CABE（建築まちづくり機構）が

いては、イギリスの CABEのように市民が自分たちの地域を考

関わり、ロンドンオリンピック以降を見据えたデザインやア

える力を持てるように専門家が支援していきたい」
（芦原）

クセシビリティなどが検討された。CABEは企画・計画・発
注・設計などのポイントで関わり、アドバイスやデザイン審
査をする役割を持つ。過去の失敗から学習し、それを未来に
活かしていくことが必要である。

AUGUST 2014

【国立さんを囲む会】
7 月 5 日㈯ 13 時に国立競技場に隣接する明治公園に集合した人
達が、
「改修案を検討する前に国立競技場を解体させない」とい
う趣旨で、国立競技場を 1 周し、最後
にその場で一斉に手をつなぎ国立競技
場を囲みました。
その後、再び明治公園に戻り、JIA 有
志の別企画で赤い風船を空高く上げ
ました。風船の紐の長さは最大 70m。
これは新国立競技場の最高高さと同じ。
参加者はその高さをそれぞれ実感して
いました。

15

寄稿

志をもった建築を目指して
槇

文彦

『日経アーキテクチュア』7-10 号の中の私へのインタビュー

月間で当初の予算額と同じ 1,300 億円相当を減額するという荒

の中で、私が最近 JSCから公表された新国立競技場がそのまま

療治は、その数字に若干の信憑性は欠くとしても間違いなく、

原案に近いかたちで実現されれば「世紀の愚挙」になるのでは

これはザハチームでなく東京の日本チームの主導的参加によっ

ないかという危惧を述べたのを覚えておられる方もあるかもし

てなされたことに違いない。何故ならば、形態、構造、設備各

れない。何故「世紀の愚挙」なのか。この案の建築を逐次分析

種システムの変更は建築コストに深く関係しているからである。

していきたいと思う。

先に述べた避難計画についても同様である。
その結果、各階平面図からもよくわかるように観客席の外周

これは誰の作品か

を取り巻く通路、サポート施設は誰もが考え得るごく平凡なレ

コンペ当選時のザハ・ハディド案と 5.29 案の鳥瞰図を見た

イアウトとなり、コスト低減に寄与している。恐らくコストを

時、その差異をどう表現したらいいだろうか。私は、原案は木

下げるという上からの至上命令で日本チームはコスト 43 ％削

のカウンターにポンとおかれたイカの握りに見立てたい。切り

減という前代未聞の荒療治を必死にやってのけたのである。同

身は長く両端もカウンターまで伸びている。握りにふくらみを

情を禁じ得ない。したがって原案のこの部分に表出されていた

与えているシャリの部分はあまり見えていない。それでは 5.29

形態のダイナミズムはここでも完全に消失し、東西対称のスタ

案はどんなイメージを与えるのだろうか。それはパンケーキの

ティックな表情に収斂している。

上にのったイカの刺身、ただしその上部だけが握りのそれと何

それではどこにザハの原案のスピリットが残されているのだ

となく似ている。換言すれば「らしい」デザインなのだ。そこ

ろうか。恐らく中央の 2 本の巨大なキールアーチはそのスケー

には握りの一体感はもはやない。また長い両端やふくらみに刻

ル、曲率は異なるものの、らしき姿を保持している。しかし

み込まれていた躍動感も消失してしまっている。審査委員会が

5.29 案は建物の周縁ビームとキールビームが 2 本の副材によっ

それ故この案を選んだという日本人を元気付けるというダイナ

て連結され、原案より合理的な構造システムになっている。東

ミズムはもちろんない。

西面に比較して造形がより自由な南北面の形態操作によって、

しかしよく考えてみると、パンケーキはこの場所にあの巨大

ザハらしき姿がようやく整えられている。恐らくここではロン

な施設を要求したプログラムが、避難時の観衆の安全を考慮し

ドンチームと東京チームの緊密な連係プレーがあったことは建

た時、解決のオプションのひとつであったことは詳細に避難計

築家であれば、容易に想像がつく。しかしこれは一体誰の作品

画を分析するとよくわかるのだ。恐らく他の応募案のほとんど

なのだろうか。

が避難計画に現実のものとして直面した時、パンケーキを選ば

シーグラムハウスはミース、落水荘はライトというように

ざるを得なかったのではないかと思う。我々がコンペ案の時か

我々の作品のすべては一作品対一作家という関係で認識してい

ら指摘してきた安全性は、現実のデザインではこのような結果

る。それではこの案は日本チームが設計者、ザハが監修者とい

をもたらすのではないか。

うことになるだろうか。しかし一見このプロジェクトの DNA

それではもう 1 箇所、審査委員会の言葉を借りれば、デザ

は母親のザハから受け継いだものであり、養父の日本チームの

インに躍動感を与えていた部分は鮨でいえば「どて」のところ、

ものでない。日本チームは彼等の自主的なデザイン行為による

原案では凄まじくガラスと金属の紐の群れが交錯する部分であ

ものではなく、上から要請されたコスト削減とおもてなし行為

る。それは 5.29 案では跡形もなくなり、公表された平面図を

を行った結果であろう。この奇妙な協同作業は既にこの前の

見ると、競技場を覆う周縁はごく普通の避難通路を含むサービ

エッセイで、あるいはシンポジウムで繰り返し指摘してきたよ

スゾーンにあてられ、特に道路に接する部分はエントランスと

うに不完全な監修者選定方式に由来する。つまりコンペの要項

博物館を除けばコンクリートの壁面が延々と続く風景を提供し

にあった監修者の役割、特にその権限の範囲が曖昧のまま現在

ている。この施設がさまざまなイベントのためにオープンする

進められている。その 2チームの協同作業によって育てられて

のは 50 日であるから、年間 300 日は沈黙の土木構築物なのだ。

いく子供に明るい未来は見えてこない。日本の文化によくある

高速道路の脚部はまだ向う側が透けて見えるのが救いだが、こ

他人同士の話し合いにまかせている。

⁂

こにはそれすらない。
何故こんなことになってしまったのだろうか。

有蓋（有害）施設の問題点

東京オリンピックが来ることが決定されると、それまでコン

既に多くの人々から指摘されているようにこの施設の最大の

ペの最優秀案に選ばれたザハ案の検討が本格的に開始され、そ

不幸は、オリンピックが求めているのは基本的には屋外で楽し

の結果原案のままでは総工費が 3,000 億円に達することが昨年

める陸上競技場であるのにかかわらず、さまざまな理由から

10 月に判明、原案の総床面積を 20 ％カットし、1 ヵ月後には

サッカー、ラグビーが対象目的のスポーツに加えられ、さらに

1,700 億円近くまで削減されたことを公表されている。当然 1 ヵ

この地域の将来を東京のブロードウェイ化（半分冗談だとして
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図版提供：JAPAN SPORT COUNCIL

コンペ当選時のザハ・ハディド案

5.29 案（2014 年 5 月現在

も）の中核施設と見立て、屋根付きイベントホールが収支計画

根が予測し得ない豪雨、豪雪に見舞われた時の対応、止水性能、

改善にも繋がるという理由で決定されてしまったことである。

放流性能についての事前のテストも不可能なのだ。

現案も含めてこのコンペの参加案はすべてその結果としての多

完成予想図

南西側からの鳥瞰図）

一方高所からの日照では芝生のための日照容量が不足なため、

様なデザインであったのだ。それでは誰がこのようなプログラ

南面する傾斜屋根の部分を透過性の高いガラス（高価）として

ムを決定し、議会で承認されたのだろうか。我々が入手した資

それを補うという。

料に基づく限り、国際コンペに先立つ有識者会議で、もしもオ

しかも 1,000㎡にも及ぶガラス面の日照取り入れ、性能を確

リンピックがくるならば 8 万人の観客を収容し得る有蓋施設を

保するには常時ガラス外面のクリーニングを行わなければなら

この場所に造ろうということがほぼ承認されている。またその

ない。ルーブル美術館のあの小さなピラミッドガラス面の掃除

以前に高度な政治的判断によって当事者間で現在のスタジアム

ですら特殊技能をもった作業要員が行っているという。年間使

の場所にメインスタジアムをつくることは決定されていたとし

用日数は 55 日前後であっても日照容量は年間 365 日確保しな

ても、それではどのような規模と内容をもったスタジアムがこ

ければならない。このガラス清掃費も膨大となろう。通風は観

の場所にふさわしいかという原点に立った議論が全くなされて

客席周縁のガラス面も一部開放するという。しかし分析図が示

なかったということは、それら資料からも明瞭である。恐らく

すような効果は本当にあり得るのか。これも完成した建物でテ

その頃有識者の誰もが我々が今問題にしている建設費、景観、

ストするより仕方がないものだ。そしてさらにグローイングラ

芝生の育成度、屋根の可動装置の技術的問題等について知る由

イト、その他床下の複雑なシステム等コストをかまわない姿勢

もなかったことはその大部分がスポーツ関係者であれば当然で

が随所にみられる。天然芝の育成には日照、通風以外に夜露も

あったとしても、有識者会議というものが実は非有識者会議で

必要だという。自然のしっとりとした夜露はポップアップ式散

あったことを我々は身を持って後に知ることになる。同じく原

水装置によって可能なのだろうか。

案を選択したコンペ審査会もデザインの姿のあり方のみに執着
した。悲劇の幕開けである。

8 万人収容のこの巨大施設の機能上、最大の問題点、充分な
自然芝の育成と屋根の可動装置の操作性と信頼性は互いに相反

とにかくこの規模の施設で可動有蓋装置による天然芝育成に
成功した例はない。何故ならこんな馬鹿らしいことを試みよう
とする人々はこの世界にどこにも存在しないからだ。
一方イベントホールそのものの性能はどうなのだろうか。先

する条件下にあるからである。即ち、天然芝の育成のためには、

に述べた C 種膜の遮音性能は極めて低く、無蓋に比べて 5 ～ 10

無蓋のフィールドのように、でき得る限り開口面積が大きい方

デシベルの削減しか見込まれ得ないという。大観衆の奇声を遮

がいい。しかし可動開口部を拡大することは、可動システムの

ることは全くできない。また大きなボリュームによって生じる

幾何級数的な技術的複雑性とコスト増大を意味する。

時に 8 秒にも達するという残響時間に対して高度の電気補助機

それでもウィンブルドンのセンターコートのような単純な

能をもたなければならない。さらに日光を注入するための南面

幅 75m× 長さ 100mの矩形のしかも端部が同じ高さの開口で考

の広大なガラス面に直面する観客への遮光、特に室内温度の上

えられるシステムはここでは通用しない。現案に近いザハら

昇は避けられない。そしてイベントは夜暗くなってからしか始

しき屋根の架構は南北に湾曲し、長軸 170m、短軸でも中央部

められないという。

は 100mに達する楕円形であるからであり、それは可動装置を

さらに 8 万人に近い観客を集め得るイベントは静かなコン

いっそう複雑にしている。そして開口部に全面的に張りめぐら

サートではない。観客もパフォーマーと一緒にジャンピングを

された鉄骨トラスから吊り下げられた形で可動膜が操作される。

楽しむケースが圧倒的に多いという。その時の外部への振動を

当然これらの梁群はステンレススチールであり、しかも地上

防ぐことができないことは東京ドームが示している。そして大

70m ～ 50mの強風に常にさらされながら膜システムの可動性を

阪ドームは周辺の反対によって閉館に追い込まれたのだ。ジャ

保証するだけの剛性を必要とされるのであり、パースで描かれ

ンピングを禁止したら？それではこのホールの借手は皆無だろ

ているようなスレンダーなものであり得るかは疑わしい。さら

う。

に膜の柔軟性を確保するために選択されたポリエステル系の C

さらにスポーツ関係者で誰一人この有蓋施設を愛すものはい

種の膜は A、B 種と比較した時、遮音性と耐久性は極めて劣る

ない。それは理想的な陸上競技場でもなければサッカー競技場

という。部分劣化も含め 7 ～ 10 年後は全面張り替えが必要に

でもないからだ。そしてスポーツ有識者の一人は 1 年 12 回以

なるのだ。

上のイベントは芝生を破壊し、許されないことだという。

高所のしかも限られた狭い空間の中で、15,000㎡におよび膜

これらのことを知っていれば有識者の中のイベント関連の責

を迅速、かつ安全に取り換え作業が行えるのだろうか。仮設の

任者が現在 JSCが予測している 3 倍も 4 倍ものイベントのディ

リフト、足場のために莫大な費用を必要とし、その間スタジア

マンドがあるという無責任な発言はなかったであろう。

ムは使用不能となる。しかも開閉に 1 時間もかかるという膜屋
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幅 75m ×長さ 100mのウィンブルドン・センターコート

5.29 案
（2014 年 5月現在

完成予想図

南側からの内観パース
（陸上））

有蓋から無蓋へ

方式は東京の中心部では不可能である。大型トラックで大きな

既に発表されている JSCの説明によれば、この施設の年間支

部材を深夜に運搬するしかない。そしてどのようなリフトアッ

出は約 45 億円に対して営業収入は 50 億円、差引き 5 億円の利

プの工法を使用するかわからないが、敷地の余裕のないところ

益があるという。そして支出費の中から年間 14 億円の修繕・

では作業は必ずエキストラの日数を要することは想像に難くな

維持費をみているというが、これはまったく過小評価である。

い。我々が設計・監理した幕張メッセも、北京の鳥の巣も周縁

ライフサイクルコストは、50 年で当初の建設費とほぼ同額が

の広大な土地が施工時に利用できた。それのない狭隘な敷地に

（この場合 2,000 億円）かかるというのは常識である。還元すれ

無理に巨大施設をつくろうとするツケは、必ず現場作業にもま

ば、700 億円ではなく 2,000 億円である。即ち設備系のものは

わされてくるのだ。

故障、取り換えが数十年以内に必ず生じるからだ。しかもこの

無蓋にするもう一つの利点はオリンピックでは 8 万人収容し

施設はオフィスビル等と異なって、既に述べた 15,000㎡に相当

ても終わればロンドンのように一部仮設にしておくことができ

する膨大な膜の取り換えが 7 ～ 10 年ごとに生じるという。ま

るということである。のちに行われる陸上競技もラグビーもと

た可動装置そのものも 30 年ごとに換えなければならないとい

ても 8 万人の集客力はない。それなのに閑散とした余分の席を

う。同じことは陸上競技、サッカー競技に対応する移動観客

もったまま次の 50 年間、この収支のバランスも疑わしい施設

席にも当てはまる。そしてこの 45 億円相当と発表した時には、

をお守していくのは外からみれば喜劇にしかみえない。喜劇と

既に指摘した南面ガラスの清掃費、夜間周辺の安全確保のため

いえばこのような話がある。

の人件費等は、年間維持費には見込まれなかったと思える。年

昨年 11 月、私は北京で建築家達のために講演を行った。講

間毎日稼働させなければならない天然芝育成のための送風装置、

演の後、質疑応答があったが、質問のほとんどが講演の内容と

グローバルライト等に必要とする光熱費も無視できない。税金

関係のない新国立競技場案についてであった。もちろん彼等の

の垂れ流しである。

関心は我々の懸念を共有しようという態度ではない。我々日本

今あらゆるところで建物の省エネが叫ばれている時、こうし

人の悲劇は彼等にとっては喜劇なのだ。ちょうど我々が北京の

た、究極にはツケを回される我々の税金の無駄遣いが許されて

鳥の巣に対して、今は閑古鳥が鳴いているとか、もうじき取り

いいのだろうか。たった年間 36 日間のスポーツ競技のために。

壊されるかもしれない、あるいはあそこでは新婚夫婦が建物を

しかもスポーツ競技は中途半端な半有蓋状況でなく、普通の競

バックに記念写真を撮っているだけ等々、我々も同じく、いい

技場で育成された天然芝を歓迎しているのだ。我々はこうした

茶飲み話の種にしているのだ。つまり悲劇と喜劇はコインの表

当然起こり得る維持費のより詳細の説明を求めるものだ。

裏なのである。

さらに収入予想を見てみよう。ここで無蓋にした場合でも無
蓋施設におけるスポーツはよりよい状態で貸せるので、ここで

志をもった建築を目指して

は有蓋施設の時の室内イベントによる収入増加のみに着目する

最後にそれでは無蓋案をつくるだけでなく、何か世界に誇れ

と約 7 億円が計上されている。既に指摘した膨大な修繕維持費

る施設にするにはどうしたらいいかを考えたい。それはこの施

を到底賄える数字ではないのだ。しかも彼等の計上しているい

設を既に求められている大人のスポーツだけでなく、子供のた

わゆる企業賃貸スペース、会員・迎賓シートからの収入は、年

めの内外のスポーツの殿堂にもすることではないだろうか。そ

間 50 日しか稼働しないこの施設に対し喜んで何十年間借りる

れには広いパンケーキの部分をイベントのない時は常時子供の

企業があるとは考えられないと、年間利用が 300 日を超す同種

スポーツの遊び場にすれば、すぐ下にある競技場とも直結させ

施設運営の経験者からの証言もある。それでも企業が強制され

ることができる。そして広場の下の西側の背高 8mの部分は子

ることなくシート購入が存在し得ることを、この収支計画をつ

供のための屋内スポーツ施設にし、歩行者はガラス越しに子供

くった責任者からのより詳細な説明を要求することは、そのツ

の活動を楽しめる。また広場に面した西側のホスピタリティに

ケを回されかねない我々都民、国民の当然の要求であろう。

あてられているところはオリンピック以降、ここも子供のス

屋根を取れば既に指摘した可動屋根装置、天然芝の問題は霧

ポーツに関係する空間に変更する。日本が世界に誇る IT 技術

散解消するのだ。メリットはそれだけでない。膨大な建設費、

の粋を集めたスポーツゲームのコーナーをつくってもよい。そ

維持費の削減。そしてあの巨大なキールアーチに屋根構造が依

の結果博物館との相乗効果も期待できるし、店舗も世界中の珍

存しなくてもすむのだ。発表されたキールアーチの断面は地上

しい子供のためのスポーツ用具の販売に焦点をあてることがで

部分で縦 10m、幅 8m、80 ㎡の 2LDKのアパートの平面に相当

きる。そして何よりも嬉しいことは 300 日間沈黙の土木構築物

する断面をもち、2 本全体でそのアパート 120 個分である。そ

を常時楽しい場所に変貌させ得るのである。サッカーやラグ

の断面の大きさは海峡の橋梁の支柱並みである。例えば造船所

ビーを子供連れでやってきた観客達もその前後の一刻をここで

で製作した部品をそのまま船で現地まで運ぶというスマートな

過ごすこともできるのだ。
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そしてスポーツを通して日本、アジアそして世界の子供達の

になる。それは子供の体力増強だけでなく少子高齢化、人口減

交流の場に仕立て上げることも目標にしたい。子供時代の交流

少に直面する日本全体の課題に対しても元気を与えてくれるの

がきっかけで、成人になってもそれらが太い絆となっていく多

ではないか。日本国民、都民誰もが支持してくれるアイデアで

くの例を我々は経験している。そしてさまざまな子供のスポー

はないだろうか。ちょうど外苑の東端、絵画館＋並木道が大正

ツの世界大会のためにこの施設を育て上げていくことも可能な

の市民の我々への賜りものであったように、平成の都民の未来

のだ。ポストオリンピックの利用でここを世界中の子供のス

の子供達への賜りものとなる。

ポーツセンターにしようとした都市はどこにもない。第一号で
ある。これらは有蓋から無蓋にして得た莫大な資金のごく一部
を利用するだけですむのだ。

それでは設計者は誰がいいだろうか。既にキールアーチが消
失したのならば養父は母と離婚すればよい。そしてよきパート

IOCは既に国際的に今回の施設が厳しい批判を受けているこ

ナーを探し出し、彼等自身の DNAをもった子供、即ち新しい

とを知っている。それだけにこうした変更には両手を挙げて賛

施設を育てていけばよいのだ。らしき建築をつくるよりも、遥

同するであろう。

かに高い志をもった建築の実現を目指して。

そして関係者も単に 2020 年に IOC 会長が時の日本の総理大
臣と笑みを浮かべて握手させるという低次元の目標から、より
志の高い目標を掲げることはあらゆる人々に喜びを与えること

＊「それでも我々は主張し続ける
301 号（2014 年 2 月）参照

新国立競技場案について」
『JIA MAGAZINE』

寄稿

仮設と改修で時代の最先端の新国立競技場をつくろう
——巨大スタジアムはオリンピックの開会式・閉会式のために必要である
大野秀敏
１．国立競技場計画は 2020 年の 17 日間とそれ以降に分けて
考える

8 万人余の巨大スタジアムが必要なのはオリンピックの開閉
会式だけである。観客席は開閉会式を見るための施設だと考え
れば、従来の形にとらわれる必要は全くない。生涯費用で考
えれば、会期中は仮設建築物で対応し、会期後に適正規模に縮
小改築するのが賢い。平時は、現施設の客席数 5 万 4 千席もあ
れば十分である。21 世紀の東京オリンピックはサステーナビリ
ティの時代を体現する施設で、しかもオリンピックの聖地を後
世に伝えるものでなければならない。そのためにも仮設と改修
で賢くつくることが必須なのである。本提案は、今回本誌で初
めて公に問うものである。
＊

図１ 改修法の断面概念図（全てのシナリオに共通）
・現状のRC観客席の上に鉄骨造の新観客席を重ねることで、現競技場の躯
体活用
・客席の現代化（一人当たりの観客席面積現状の10%増）バリアフリー化、
・旧躯体の耐震補強、新旧の床の間の空調・換気利用を実現

現在進んでいるザハ・ハディド氏のコンクール当選案に基づ

㆓陸上競技、フットボール、音楽興行という異なる 3 つの機能

いて日本の設計事務所によってまとめられた基本設計案はいく

を 1 つの施設でこなすために大掛かりな機械設備に依存せざ

つかの点で問題を孕んでいることは既に槇文彦氏をはじめとし

るを得ないが、これが異常に高い建設費用と今後に予想され

て多くの論者によって指摘されているところである。

る膨大な維持費用の原因となっている。さらにホスピタリ

㆒敷地に対して規模が過大で、周辺の景観と観客の安全を損ね

ティ機能も過大であり将来の集客性に懸念がある。日本は世

る。また高さも約 70mを可能にした風致地区の規制緩和も不

界一の公的債務を負っている国であり、7 万人収容の横浜ス

透明である。

タジアムの 3 個分に届かんとする法外な建設費用を賄うほど
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図２ シナリオA 撤去工事
東側1964年観客席増設部分・屋根・低層部・南側4分の1
トラック幅拡張のために観客席端部を撤去

図４

シナリオA  オリンピック開催時の客席配置（73,000席）
左本設（ピンク）右仮設（黄色）アリーナの形状（１席あたり面積：
現状より10%プラス）

図３

図５

シナリオA  オリンピック開催時の屋根
オリンピック開催時に近接してホスピタリティ施設が必要であれば
仮設建築で対応する

シナリオA 改修工事  
現競技場の上に座席を新設（本設：ピンク）
明治公園を敷地に編入して仮設で拡張する（仮設：黄色）

の余裕はない。

1-3) オリンピックが真夏の開催であることから客席の上部を

これらの諸問題を解決する代替案作成に当たっては、17 日間

屋根で覆うことは必須であるが、天然芝育成のためにはフィー

のオリンピッック期間と以降の何十年かのポスト・オリンピッ

ルド上部は開いていてる必要がある。

ク期は分けて考えるべきである。ポスト・オリンピック期は、

1-4) 陸上トラックのレーン数とレーン幅を十分確保するため

世界の潮流である陸上競技場かサッカースタジアムのいずれか

に、既存観客席のカンチレバー部を一部撤去することで対応す

の専用競技場とすべきである。音楽公演は市場で十分採算が取

る。

れる興行であり、税金を使ってキャンセルリスクを減らすため

1-5) 練習用トラックは絵画館前広場に仮設で設置し、会期後

に開閉式屋根を設けるなどはまったくオリンピック便乗以外の

に現状復帰する。

何ものでもない。コストアップの最大要因である大規模音楽公

2) シナリオ Aでは、既存の国立競技場の客席の約 4 分の 1 を

演は従来通りスポーツ施設の閑散期利用の範囲内で考えれば十

撤去して、オリンピック用の客席を増設する。現況客席は、前

分である。

回オリンピック時に東側に増築したため一部が道路境界を超え

このようなことから、現競技場の保存と改修利用を求める声

る違法状態にある。この増築部も撤去する（図 2）。

は大きいのだが、未だに説得力のある改修案は出されていない

3) ホスピタリティ施設等は、敷地内に別棟仮設建築物で考え

のが現状である。IOCの定める「オリンピックムーブメンツ・

る。基本設計案では、スタンドの下の空間を充てているが平面

アジェンダ 21」が求める既存施設の再利用優先、加えて、工期

形状が悪く機能的な施設はつくれない。むしろ別棟でまとめ

の短縮と予算縮小などのメリットを考えると、改修案はもっと

た方が使いやすい。駐車場（地下）等は既存取り壊し部分で対

真剣に検討されて良い。

応する。ただし、ホスピタリティ施設は専用化すべきではなく、

この提案は、公表された JSCの基本設計案の代替案として、

極力民間施設を活用するのが望ましい。

改修を前提にしても十分高機能で現代的なスポーツ施設が可能
であることの認識を共有することが目的である。本提案にはい

３．さまざまなシナリオ

くつかの選択肢が含まれるが、選択は広く関係者で意見を交わ

a.

オリンピック開催シナリオ A（図 3 ～ 5）

し決めるべきだと考えている。また、本案は改修を前提にして

本提案では、客席数は、JSC 基本設計の陸上モードの容量で

いるが、新築であっても規模設定や本設と仮設の組み合わせな

ある 7 万 3 千席を採用した（1 人当たりの座席面積は現施設の

どの考え方は、そのまま適用できるはずである。

10％増としている）。
・平時に、この規模の施設を維持することは費用負担が大きい。

２．改修の方法

1)

既存 RC 造のすり鉢状の客席の上に鉄骨の骨組み構造によ

現国立競技場の規模で十分である。過剰分は仮設構造物で対
応する。

る新しい客席を重ねる。これにより、座席間隔やバリアフリー

・オリンピック後に、仮設部分を壊して、5 万 9 千席（現国立競

対応等を現代的な基準で整備でき、しかも、同時に古いスタン

技場は 5 万 4 千人）に縮小した規模で本設の構造物を完成させ

ド躯体の耐震補強もできる（図 1）。

る。

1-2) 新旧の客席の上下の隙間は空調と換気に使える。
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・オフィスビルは約 50 年で建設費と同額の修善補修費用が必
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図6

シナリオA  オリンピック後 再改修工事   
オリンピック終了後 南側仮設部分を解体・撤去

図８

図7

シナリオB  オリンピック開催時の座席（62,000席）
現競技場の上に座席を全て本設で新設（１席あたり面積：現状より
5%プラス）

図９

ポスト・オリンピック・シナリオA1 陸上競技場として利用
（59,000席、明治公園にサブトラックを併設）

ポスト・オリンピック・シナリオA2 サッカー専用競技場として利
用（73,000席）
· サッカー専用競技場として再整備、明治公園再整備
· 陸上トラック上に客席を追加（14,000席）して、合計73,000席（10%ゆ
とり）

要である。空調設備と免震装置を備えた競技場はオフィス
ビル並みの修善補修費用が将来的にわたって必要になるので、
生涯費用で比較すれば壊す方が遥かに経済的である（図 6）。
・仮設席の形状は、野外で行う大規模パフォーマンスであるオ
リンピック開閉会式の観覧のためであると割り切れば従来の
陸上走路を囲む形である必要は全くない。リオのカーニバル
でも阿波踊りでも観客は仮設スタンドから見ている。
・オリンピック時にのみ対応する変形の仮設観客席の形は、投

図10

西側からの立面図（ポスト・オリンピック）

てきや跳躍競技の小さなフィールドをトラック競技から分離
した配置を可能にし、それぞれのファンには好ましいとも言
える。また新しい形の開閉式を演出する可能性も提供する（図

4）。
・ただし、この観客席の形状は、サッカーの決勝戦を開催する

e.

ポスト・オリンピック・シナリオ A2（図 9）
会期後サッカー専用コートとして活用するシナリオである。

走路を廃して観客席を張り出して増設する（シナリオ A2 で

73,000 席、シナリオ B2 で 77,000 席）。

には不向きである。予選試合からの会場構成を考えて横浜あ
るいは埼玉の既存施設を利用するのが適切である。
b.

オリンピック開催シナリオ B（図 7）
客席数 6 万 2 千席で全てを恒久施設として整備する。生涯費

４．本提案の強み
・現競技場の大半を残し、1964 年オリンピック施設の記憶を残
し、オリンピック憲章の精神に合致する。

用を節約できるとしても会期後に仮設施設を壊すのはやはり

・高さは屋根を含めても現状の約 28m（東側）程度で収めること

もったいない。IOCが求めているのは 6 万人であるので、その

が可能であり、スタジアム部分の建蔽面積も現状の約 1.2 倍

ぎりぎりの 6 万 2 千席で計画する（作図は 1 人当たりの座席面積

で収まるので、外苑の景観への影響を最小にすることができ

はシナリオ Aより厳しく現況の 5％増とした）。

る（図 10）。

c.

オリンピック開催シナリオ C（図なし）
恒久施設として客席数 8 万席を備えるシナリオである。ただ

・施設周辺に十分の空地を確保することができ、安全性が基本
設計案より高い。

し、ポスト・オリンピック期にサッカー専用スタジアムに改修

・空調に頼ることなく自然エネルギーを最大限利用できる。

すると 9 万席を超える超巨大スタジアムが出現するが、これは

・不要に過剰な規模の施設を抱え込まず、将来の維持管理費の

日本のサッカー市場には過剰である。
d.

ポスト・オリンピック・シナリオ A1（図 8）
会期後は主に陸上競技場として活用するシナリオである。こ

の場合は、明治公園に練習用トラックをつくることができる。

削減に繋がる。
・全体の整備工事費は基本設計案に比べて大幅に削減できる。
・明治公園の活用が可能で、かつ都営住宅の立ち退きが不要で
ある。

サッカーは現況と同じく陸上走路の中のグリーンをピッチとし
て使う（シナリオ A1 で 59,000 席、シナリオ B1 で 62,000 席）。
AUGUST 2014

設計協力：大島耕平（東京大学新領域創成科学研究科特任助教）
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JIA25 年賞を考える ①

他に類を見ないユニークな建築賞
今年で 14 回目を数える JIA25 年賞。いままさしく作品募集が行われています。この賞に応募できるのは、文字通り
竣工から 25 年以上経った建築。多くの建築賞がある中で、新しい建物を顕彰するのではなく、社会に対する建築の
役割とは何かを問いかける、大変特徴ある賞だと言えます。今号から 3 回にわたって、この 25 年賞の意義を改めて
問い直し、これからこの賞、そして社会の中で建築がどのような方向に向かっていくのか、考えていきます。
出 席 者：芦原太郎（JIA25 年賞審査委員長／日本建築家協会（JIA）会長）
大谷弘明（JIA25 年賞タスクフォース委員会主査／日建設計）
福島加津也（JIA25 年賞タスクフォース委員会委員／福島加津也＋冨永祥子 建築設計事務所）
司会進行：大森晃彦（建築メディア研究所）

JIA25 年賞とは

の社会性を表明する上で、この賞はますます大事なもの
であると考え、いま JIAは、この賞をできるだけ社会に

大森● JIAが公益法人化されて 2 年目を迎え、いろいろ

アピールしていきたいと考えています。

なシステムが変わりつつありますが、賞のあり方も少し

大森●それでは、タスクフォースとして、現実に 25 年

ずつ変わっているように思われます。その中で、JIAの

賞の検討・運営をされている大谷さんと福島さんに、25

25 年賞は、社会に向けて建築のあり方を表明する、あ

年賞の考え方からお話しいただこうと思います。

る意味すごく JIAらしい賞と言えるのではないでしょう

大谷●タスクフォースで事務局的なことに携わっていて

か。公益法人化の中で 25 年賞がどのように位置づけら

思うのは、25 年賞は、応募してくる人の動機づけがなか

れるのか、最初にそもそも 25 年賞とはどのような賞で

なか難しいということです。25 年前に建った建物の設計

あるのかを、お話しいただきたいと思います。

者は、かなりの年配になっている、もしくは既に亡く

芦原● 25 年賞は極めてユニークな賞ですね。普通、賞

なってしまっている場合もあります。そうすると、設計

というと、建築家に授与する賞、あるいは新しいすばら

者が応募できないわけですから、弟子が応募するかどう

しい建築そのものに授与する賞など、いろいろなものが

かなのです。持ち主が応募することもあるかもしれませ

ありますが、できあがってから 25 年経った建築に授与

んが、一般に 25 年賞の知名度はあまりありません。新

する賞であることが、たいへんユニークで他に類を見ま

しく建てた建物に対する建築家の賞への応募意欲は非常

せん。評価する観点も、その建築の社会の中での位置づ

に高いのですが、それに比べると、もう功成り名遂げた

け、つまり社会に愛され 25 年を経ても立派な建築とし

人が応募されることは滅多にありません。ですから、多

て頑張っているかどうかにあります。

くの人が我も我もと名乗りを上げてくれないことがあり

「長く地域の環境に
大森●そうですね。25 年賞の定義に、

ます。

貢献し、風雪に耐えて美しく維持され、社会に対して建

もうひとつは、建物が 25 年も経ってしまうと、さす

築の意義を語りかけてきた建築物を表彰する」とありま

がにこれは応募できないだろうというものも増えてしま

す。

います。もしくはもう存在していないものもあって、25

芦原●表彰するという趣旨は極めて大事なことであって、

年でかなり淘汰されてしまう。ですから逆の見方をす

建築は地域の環境を構成する大事な要素であり、また社

れば、それにもかかわらず応募してくれる建物は相当

会的な資産であることを JIAは信じ、かつ、それを広く

なものだといえます。こんなユニークな賞を、ぜひと

社会の皆さんに分かっていただこうという啓蒙活動を

も、もっと盛り立てなくてはならないというのがタスク

ずっと展開しているわけです。そういう意味でこの 25

フォースの使命なのです。

年賞は、まさに地域の中で社会性を持って、いまでも立

大森●例えば日本建築大賞を考えますと、まだ評価され

派に役立っている建築に授与する非常に大切な賞だと言

ていないもの、これから評価してもらおうという新しい

えます。

作品が対象です。それに対して、いま大谷さんが功成り

25 年という年月が意味するもの

名遂げたとおっしゃいましたが、25 年賞は既に評価が定
まったものを改めて評価するというところがありますね。

大森●ここで 25 年賞の経緯についてうかがいたいと思

福島さん、いかがでしょうか。

います。

福島● 25 年という時間は、あそこにいい建物があると

芦原● 1994 年に賞の企画委員会を発足して検討を進め

いう知識や情報から、その街に行くとあの建物が見える

て、1997 年に第 1 回の 25 年賞として表彰を開始しました。 という記憶に変わっていく、ちょうど切り替わりのタ
今年でもう 14 回目を迎えます。そのような中で、建築
22

イミングなのだと感じるのです。25 年よりも短いとなん
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芦原太郎会長

大谷弘明氏

福島加津也氏

大森晃彦氏

となく情報として流通してしまうけれど、25 年以上良い

建築専門家と市民両方が選ぶものです。厳島神社のよう

状態で保っているとその街の記憶になっていく。それは、

な文化財と最近つくられた住宅を比べて、どちらに入れ

ひょっとしたら景観や都市のようなものに広がっていく

るか入れないか考えることはなかなか大変なことだと思

可能性を秘めている、とても大事な賞だと思っています。

いました。また、建築専門家と市民という、いろいろな

25 年賞のタスクフォースをやっていると、いつも評

目から選ぶ難しさもあります。それに対して 25 年賞は

価基準の多様さを感じます。つまるところ、評価基準は

300 年前の建築と今の建築を比べるのではなくて、25 年

情報やデザインではなくその記憶なので、それに優劣を

経った段階で、社会の中に本当に根づいたかどうかとい

つけることは非常に難しく、かつ面白い議論が毎年なさ

う視点で見ることにひとつ意味があるし、それから、一

れています。

般の人が「好き」か「嫌い」かも大事ですが、専門家とし

また、この賞がアワードなのかセレクションなのかと

てこの地域の中でこんなものがそれぞれ根づいているこ

いうときに、セレクションの性格が非常に強いことも特

とをまず社会に示す。そこからさらに次の段階に「これ

徴です。そのときには、支部との連携が必要不可欠です

が好き」
、あるいは「これを選ぼう」となってもいいかも

が、現状では、まだ我々タスクフォースと支部との連携

しれませんが、まずベースとして専門家が選ぶことに意

が、セレクションを充実させるほどにはうまくいってい

味があると思います。

ないことを痛感しています。草の根で取り上げて、単に

大森●また、選ぶにあたって、地域に根ざし地域に愛さ

日本建築大賞と新人賞の 25 年後を追っているわけでは

れたものを選ぶのならば、その地域に行かないと分から

ない賞にしたいのですが、そのときに、いかに支部の人

ないというのがありますね。

たちと積極的なディスカッションを行えるかが重要です。

そうすると、さっき各支部との話を福島さんがされて

ひとつは評価基準の多様性、もうひとつは草の根活動

いましたが、25 年賞に対しては、全国に支部を持つとい

のネットワークのつくり方、これがいま、我々のタスク

う JIAのひとつの特質を、もう少し生かせないかという

フォースの課題になっています。

議論もありました。

専門家が実際に見て選ぶ

芦原●まさに、審査委員は一次審査を通過したものを現
地へ見に行くわけです。実際に見てみると、それぞれそ

大森●地域に長く貢献して記憶に残るものを選ぶという

こにはいろいろな物語や苦労があり、それなりによくで

趣旨の賞ですが、JIAが選ぶという意味がもっと前面に

きている部分があるので、審査委員は選びたくなるので

出ていてもいいのかもしれないと思いますが、いかがで

す。ですから、やはり現地をちゃんと見て、その状況を

しょうか。つまり、建築文化団体が地域の中でそのよう

しっかり把握することは、この賞の一番大事なところだ

な作品を選ぶことはあり得ますが、建築家の職能団体が

と思います。すると、それぞれ各地域の中で議論をして

選ぶことは、それにプラスした意味があるのではないで

いくためには、JIAの全国組織をフルに使うこともでき

しょうか。

ますし、地域の中の建築を地域の JIAの支部や地域会が

例えば、AIAの 25 年賞の応募の条件には、アメリカの

選んでいく作業をすることによって、JIAの活動のひと

建築家のライセンスを持った人が設計したものに限ると

つの核をつくることができます。また、それをベースに

いう縛りがあるわけです。JIAが選ぶ 25 年賞という意味

して地域の人々とのコミュニケーションを図る良い機会

合いをもう少し考えるとどのようなことが考えられるの

にもなるかもしれません。ですから、ぜひともそういう

でしょうか。

形で、今後展開していけたらと思っています。

芦原●今年、広島県の県民参加型の「ひろしまたてもの
がたり」というイベントの審査員をやったのですが、厳

（2014 年 6 月 24 日 JIAにて収録）
次号につづく

島神社から最近の若い人が設計したお洒落な住宅に至
るまで、広島にあるあらゆる古今の「魅力ある建築」を、
AUGUST 2014
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建築家大会 2014 岡山

境界を越えて

2014 9 25 thu 27sat

総合化に挑む建築家の使命

岡山大会の参加申し込み受付が始まっています。

http://www.jia.or.jp/okayama2014/

基調講演
テーマ：建築の再コスモス化は可能か
講

師：オギュスタン・ベルク

日本文化や風土学からどんなお話がうかがえるか楽しみです。

日

時：9 月 26 日㈮

15:15 〜 17:00

場

所：岡山シンフォニーホール

入場無料

岡山市北区表町 1丁目5 −1

講師紹介
●経歴
オギュスタン・ベルク（フランス国立社会科学高等研究院退任教授）
1942 年、モロッコ・ラバト生まれ。
84 年から 4 年間、日仏会館（東京）フランス学長を務めた。長年日本に滞
在し、日本の文化や風土に造詣が深く、独自の風土論を確立したフランス
の著名な日本研究者。和辻哲郎『風土』を深く読み込み、人間が自然の中に
刻み込まれ、両者の関係が風土そのものであるという、地理学と存在論を
融合した通態的風土論を提起し、独自の「風土学」構築した。地理学、哲学、
人類学、そして日本研究の分野において多大な貢献を行った。
2006 年「日本の住まいにおける風土性と持続性の研究を通しての建築文化
への貢献」に対して、日本建築学会文化賞を受賞、他にフランス政府より芸
術文化勲章シュヴァリエ、第 16 回日本文化デザイン賞、福岡アジア文化賞
大賞、国際交流基金賞など、受賞歴多数。
●主な著作
『空間の日本文化』宮原信訳、筑摩書房
『日本の風景・西欧の景観 —そして造景の時代』篠田勝英訳、講談社
『都市のコスモロジー —日・米・欧都市比較』篠田勝英訳、講談社
『都市の日本 —所作から共同体へ』宮原信・荒木亨訳、筑摩書房
『日本の住まいと風土性』
（編著）日文研叢書

岡山大会で CPD 単位が取得できます
JIACPD

士会・CPD 情報提供制度

9 月 25 日㈭

8

4

9 月 26 日㈮

14

7

9 月 27 日㈯

14

7

●

●

受付は岡山コンベンションセンター 2 階アトリウムです。参加者は必ずこ
こで名札と CPD カードを受け取ってください。
CPD カード投函ボックスは、受付や総合案内所などに設けてありますの
で、各日ごとに１枚投函してください。

（単位）

大会参加登録費・パーティー参加費・エクスカーションツアー旅行代金のお知らせ
◆参加登録はインターネットからを原則としています。
インターネットからの申し込みが不都合な場合、申し訳ありませ
んが各支部事務局までお問い合わせください。
【参加登録費種別】
正会員
￥10,000
準会員（専門家委員）
￥10,000
準会員（シニア会員）
￥10,000
準会員（ジュニア会員） ￥ 5,000
準会員（学生会員）
￥ 1,000
協力会員
￥10,000
同伴者
￥ 5,000
◆岡山ならではの、倉敷大原美術館でのパーティーも準備しています。
【ウェルカムパーティー】 9 月 25 日㈭ 倉敷市
大原美術館
￥10,000
倉敷国際ホテル
￥ 5,000
【レセプションパーティー】9 月 26 日㈮ 岡山市
ホテルグランヴィア岡山 ￥10,000
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◆中国地方 5 県の魅力あるツアーを準備しました。
ぜひご参加ください。
【エクスカーション】
①コース 出雲ツアー（1 泊 2 日）
￥ 37,000
②コース 萩・津和野ツアー（1 泊 2 日）
￥ 35,000
③コース 瀬戸内クルージングツアー（1 泊 2 日） ￥ 53,000
④コース 直島ツアー（日帰り）
￥ 12,000
⑤コース 豊島ツアー（日帰り）
￥ 16,000
⑥コース バイオマスツアー（日帰り）
￥ 13,000
⑦コース 旧閑谷学校ツアー（日帰り）
￥ 13,000
⑧コース 岡山市内ツアー（半日）
￥ 2,000
※詳しくは大会ホームページをご覧ください。

！

次ページのスケジュールは随時更新されますので、
大会ホームページの最新情報をご確認ください。
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■ 本部便り

「東京都財務局設計施工一括発注方式の取扱い」に関する質問書を提出
関東甲信越支部は 7 月 25 日、東京都財務局に宛てて「東京都財務局
設計施工一括発注方式の取扱い」に関する質問書を提出しました。
質問書は先に東京都が公表した「設計・施工一括発注方式の取り扱

いについて」
（東京都型デザインビルド）に関する説明を受けてのもの
で、透明性の担保について、基本設計と実施設計業務の分離につい
て、公明な発注先の選定についてなど 8 項目にわたっています。
質問書の全文は JIA ホームページをご確認ください。
テーマに応じて意見交換を行いながら、具体的な取組内

横浜市と包括協定の締結

容を検討していきます。

日本建築家協会と横浜市はこのたび、
「まちづくり・建

昨年 5 月には、
「地震災害時の被災建築物に関する応急

築分野の課題解決に係る包括連携協定」を締結しました。

支援等に関する協定」も締結しており、大地震時には、

連携事項は 4 点であり、新市庁舎整備事業に関する意

被災建築物の建築相談や被害認定調査の技術的支援など
でも協力を行うこととなっています。

見交換等のほか、横浜市が進める「郊外まちづくり」や
「団地再生」などの地域課題解決に向けた共催イベント
の開催等、まちづくり・建築分野におけるさまざまな

なお、本協定は横浜市内を対象区域としているため、

神奈川地域会飯田善彦代表
（左）
と横浜市鈴木伸哉副市長
神奈川地域会が実際の活動を行うことになります。

この協定は、発災時における被災建築物の

奈良県香芝市、広陵町との協定

早期再建を推進するための活動や日常におけ

日本建築家協会と香芝市ならびに広陵町

る防災・滅災支援活動に対して、自治体の求

は、災害時における被災建築物の早期再建を

めに応じて協力を行うものとなっています。

推進するための活動および平常時における防

この協定に基づく実質的な活動は奈良地域

災・減災支援活動に関する協定の締結を行い
ました。

会が行います。

7月11日に行われた締結式
協定書を持っているのは写真左から芦原会長、山村吉由広陵町長と吉田弘明香芝市長

■ 理事会報告
第 220 回理事会速報
日

時：2014 年 6 月 27 日（金） 12 時 30 分～ 14 時 15 分

場

所：建築家会館 3 階大会議室

【審議事項】

１．入退会承認の件
入会 45 名（正会員 17 名、専門会員１名、ジュニア会員 5 名、学生
会員 11 名、個人協力会員 2 名、法人協力会員 9 名）
、会員種別変
更 14 名（シニア会員 12 名、個人協力会員 2 名）、退会 31 名（正会

Q&A を理事会として確認することを付帯条件として、出席理事
の過半数以上の賛成をもって承認された。
【報告事項】
1．（仮称）JIA 文化財保存再生全国会議について
松本敏夫副会長より、
（仮称）JIA 文化財保存再生全国会議の発足
にむけての動きについて、報告が行われた。
2． 後援名義の件（会長専決）：筒井信也専務理事
筒井信也専務理事より、会長専決事項である後援名義承認の報告
が行われた。

員 27 名、法人協力会員 4 名）
、死亡退会 3 名（正会員 3 名）につき、
出席理事の過半数以上の賛成をもって承認された。
また、資格喪失処分対象者（正会員 63 名、法人協力会員 8 名）
の取扱いにいては、7 月 11 日までに滞納金の納付または何らかの
連絡があった場合は資格喪失者から外し、連絡等がなかった場合
は 6 月 27 日に遡って資格喪失とすることが、出席理事の過半数
以上の賛成をもって承認された。

2． 委員会委員承認の件
フェローシップ委員会 1 名の委員委嘱と 1 名の解嘱、国際交流委
員会 1 名の委員委嘱につき、出席理事の過半数以上の賛成をもっ
て承認された。
3． 総会白紙委任状等の取扱いの件
総会委任状の内白紙委任 70、議長委任 46 の取扱いについて、白
紙委任は会長委任と見なすこと、議長委任は可否同数の場合のみ
議長の意向通りとすることについて、出席理事の過半数以上の賛
成をもって承認された。
4． 民間（旧四会）連合協定リフォーム工事請負契約約款の件
民間（旧四会）連合協定リフォーム工事請負契約約款・同契約書
の発行に際して、当会として名を連ねることについて、既に発
行されている契約書類を明記することおよび同約款・契約書の
26

臨時理事会速報
日

時：2014 年 6 月 27 日（金） 17 時 35 分～ 18 時 00 分

場

所：建築家会館 3 階大会議室

【審議事項】

１．議長の選任
改選により会長不在のため、定款第 35 条の規程により芦原太郎
理事を議長に指名した。

2． 会長、副会長及び支部長選定の件
1）会長選定の件
定款第 25 条第 3 項により、新たに選定が必要な会長（代表理事）
を選定することについて、2014 年度役員選挙により選出されてい
る下記理事を、全会一致で選定することが承認された。
会 長
芦原 太郎理事
2）支部長選任の件
定款第 25 条第 4 項により、新たに選定が必要な支部長を選定す
ることについて、2014 年度役員選挙により選出されている、北海
道支部支部長、東北支部支部長、関東甲信越支部支部長、東海支
部支部長、近畿支部支部長、中国支部支部長、四国支部支部長、
九州支部支部長を選任することについて、下記理事を、全会一致
JIA MAGAZINE 306
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で選定することが承認された。

ことが承認された。

北海道支部支部長

上遠野

克理事

東北支部支部長

辺見美津男理事

関東甲信越支部支部長

上浪

東海支部支部長

石田

壽理事

近畿支部支部長

松本

敏夫理事

中国支部支部長

龜谷

清理事

四国支部支部長

野村

正人理事

副会長

森

副会長

上浪

【報告事項】

寛理事

暢郎理事
寛理事

副会長

松本

敏夫理事

副会長

辺見美津男理事

１．事業活動助成費配分指針（案）について
赤羽吉人公益事業委員会委員長より、公益事業委員会で検討を
進めている事業活動助成費配分指針（案）について説明が行われ、
併せて内容確認の上公益事業委員会まで意見を寄せていただきた

九州支部支部長
角銅 剛太理事
3）副会長選定の件
定款第 25 条第 4 項により、理事の中から空席となっている、副
会長を選定することについて、下記理事を、全会一致で選定する

い旨、要請が行われた。
2． JIA 環境会議議長からのお願いについて
筒井信也専務理事より、JIA 環境会議への支部委員の推薦依頼に
ついて説明と依頼が行われた。

新規正会員入会承認者
● 2013 年 6 月 27 日承認
関東甲信越支部

17 名

安嶋義真（富士通㈱一級建築士事務所）
、下山田清之（㈱横須賀満夫建築設計事務所）、竹下衛司（㈱竹下設計）、徳本賢洛（ト

クモト建築設計室）、谷口麻里子（タニグチアトリエ一級建築士事務所）、伊藤元晴（㈱日本設計）、小林直彦（㈱梓設計）
東海支部

山田誠一（山田誠一建築設計事務所）
、秋山

近畿支部

小林直紀（㈱安井建築設計事務所）
、近藤光司（㈱日建ハウジングシステム）、山下喜明（ycf ／山下喜明建築設計事務所）、濱川武嗣

元（秋山建築設計事務所）

（㈱井上建築設計事務所）
、中尾勝悦（中尾綜合建築設計事務所）、小笠原香代（小笠原建築研究室）
中国支部

大月

九州支部

有吉兼次（㈲ズーク）

始（㈱ベン建築設計）

編集後記

工学や自然科学では、世の中に先んじて、大学や研究機関にお
いて新しい研究がなされることが一般的ですが、建築の世界で

は（特に日本では）、大学では実務を倣うことに重点が置かれ
てきた感があります。教育に携わる者にとって、新しい考えを
一緒に生み出すのか、現状に即した基本を教えるのかは、永遠

の葛藤ですが、今号の巻頭の小渕祐介さんへのインタビューは、

秀敏氏の改修案の検証とともに、本件の議論の深化に資するこ
とを期待しています。

今号から 3 回にわたって、JIA25 年賞についての座談会を掲

載します。JIAによる賞のあり方、ひいては今日建築をどう評
価すべきなのか、一緒に考えていただきたいと思います。

表紙には、黒川紀章さんによる国立新美術館のスケッチを、

今村創平

ひとつの方向性として参考になるのではないでしょうか。

原寸大で掲載しています。晩年の多忙を極める時期にあっても、

動きがありました。芦原会長による JIAの姿勢の表明とともに、

出る発想を、紙の上に残したいという、強い意志が感じられる

新国立競技場については、ここ数ヵ月の間に、いくつもの

JIAのこの問題への多面的なかかわりを報告します。また、再度、
槇文彦氏による状況に対するご意見を掲載いたしますが、大野

黒川さんのスケッチの数は減ることはなかったようです。湧き
のではないでしょうか。

『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
〒 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町 4-1-1 仙台セントラルビル 4F
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 088-885-6688
URL http://www.jia-shikoku.org/

■東海支部
〒 460-0008
愛知県名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル 5F
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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第 14 回「JIA25 年賞」応募要領
本賞は、JIAが文化としての建築のありようを社会に根付くという視座から問い直す試みであり
また同時に、市民に対して文化としての建築の意義を訴える試みでもあります

2014.8

1．目的
「25 年以上の長きにわたり、建築の存在価値を発揮し、美しく維持され、地域社会に貢献してきた建築」
を顕彰します。建築が未来に向けて生き続けていくために、多様化する社会の中で建築が果たすべき役
割を確認するとともに、次世代につながる建築のあり方を提示することが目的です。

2．応募資格
当該建築の設計者、または建築主、維持管理者が応募できます。

2014 年 8 月 15 日発行（毎月 1 回発行）通巻 306 号 1991 年 4 月 16 日第三種郵便物認可 公益社団法人 日本建築家協会（JIA）〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18
発行人 筒井信也 編集長 今村創平 編集・制作 南風舎 販売価格 500 円（本体価格 463 円、消費税 37 円）会員の購読料は会費に含まれます

応募主体が設計者・維持管理者の場合、建築主の承諾が必要です。

3．対象となる建築
建築は日本国内に実在し現在も使用され、2014 年 7 月末日現在で竣工後 25 年以上のものを対象とし、

50 年までを目処とします。また、建物用途の変更の有無は問いません。
4．応募について

(1) 受付期間 2014 年 7 月 22 日㈫～ 9 月 8 日㈪ 17：30 まで（送付する場合、締切日消印有効）
(2) 提出書類
1) 応募書式 (A) A4 判 および (B) A3 判
(http://www.jia.or.jp からダウンロードできます）
2) 竣工時写真 および 現況写真
出力した応募書式（B）に各 1 枚ずつレイアウトして下さい。
写真は広報用に公開することがあるため、版権等はクリアしてからクレジット表示付記の上、
提出して下さい。
写真は 25 年賞の主旨に対してアピールできるものとして下さい。

3) その他、上記以外に作品の現状がわかる写真数枚、当該建築物に関する記述文書、パンフレット等
なお、審査過程で図面、スライド等の追加資料が必要な場合には、提出をお願いすることがあり
ます。

(3) 提出方法・提出先
1) 応募書式 (A) および (B)は、PDF 形式にしてデータで下記メール宛に提出して下さい。
25year-awd@jia.or.jp
2) その他の提出物は、当会本部事務局「JIA25 年賞」担当まで送付下さい。
5．審査方法等
(1) 審査は、審査委員会により、書類審査および現地審査（設計者、建築主、施工者等へのヒアリングも
含む）をもって行います。

(2) 審査委員会は、建築家 3 名、有識者 3 名の計 6 名で構成されます。
芦原太郎 （JIA 会長・審査委員長／芦原建築事務所）
黒木正郎 （日本設計）
田村誠邦 （アークブレイン）
中谷礼仁 （早稲田大学）
堀越英嗣 （JIA 表彰委員会委員長／堀越英嗣 ARCHITECT5）

JIA 館

山名善之 （東京理科大学）

6．発表および表彰等
プレス発表は 2015 年 2 月初旬、表彰式は 5 月頃を予定し、同日併せて作品パネルの展示を行います。
7．問い合わせ先
公益社団法人日本建築家協会本部 「JIA25 年賞」担当 25year-awd@jia.or.jp
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館 4F TEL：03-3408-7125 FAX：03-3408-7129
http://www.jia.or.jp
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