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公益社団法人日本建築家協会

建築家会館です

株式会社

建 築 家 のための保険
JIA 建築家賠償責任保険

中途募集中!
充実のオプション

①「構造基準未達」
2010 年 4月より導入
建築物に物理的滅失もしくは損傷を伴わない場合でも、構造基準を
満たさないために、法律上の損害賠償を負った場合の損害を補償。

②「建築基準法等未達」
2013 年 4月導入
建築物に物理的滅失もしくは損傷を伴わない場合でも、①の構造計
算ミスの補償以外の幅広い法令に規定される建築基準法および所定
の建築基準関連法令に定められている基準を満たさないために、法
律上の損害賠償を負った場合の損害を補償。

毎月 25 日締め翌月 1 日加入。
JIA「ケンバイ」はインターネットで簡単にご加入手続きができます !

http://kenbai.jp/
追加加入申し込み・保険料の試算・事故事例閲覧などご利用ください。
またご加入後に加入証明書の印刷などが、カンタンにできます。

パンフレットをご希望の方、また詳細につきましては、下記までお問い合わせください
《JIA指定代理店》
株式会社建築家会館
http://www.kenchikuka-kaikan.jp/
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16

e-mail： kenchikuka_kaikan@nifty.com
TEL：03-3401-6281

FAX：03-3401-8010

《引受保険会社》
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 団体・公務開発部 第二課
〒100-8965

東京都千代田区霞ヶ関3-7-3

TEL：03-3593-6453

FAX：03-3593-6751
SJ14-01588（2014.5.12）
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［村野藤吾］

宇部図書館

建築家のスケッチ

村野藤吾の設計による「宇部図書館」計画案のスケッチである。敷地は宇
部市内の神原公園が想定され、1949 年に計画したと見られる。施主は宇部市
だったようだが、1953 年に実現した宇部市立図書館は村野の設計によるもの
ではなかった。村野の案がアンビルトに終わった理由は明らかではない。

（1949 年計画）

幾重もの鉛筆による走り描きのようなそのスケッチから、閲覧室を収めた
円筒形の建物の前面に細長い矩形の建物が建つ計画であったことが読み取れ
る。その様子はスウェーデンの建築家グンナール・アスプルンド設計のス
トックホルム市立図書館（1928 年）と酷似している。村野は、1930 年の欧米
旅行でこの図書館を訪問し感銘を受けたと、後に振り返っている。
しかしスケッチの左側に描かれた断面図らしきものを見ると、ストックホ
ルム市立図書館とは異なり、円筒形の建物にホールを入れようとしていたこ
とが分かる。別の平面図を見ると、上層部を閲覧室とし、地階にホールが描
かれている。全体の輪郭は似ているが、随所にストックホルム市立図書館と
は異なる独自のデザインが見出せる。
村野は建築を設計する際、欧米の著名な建築を参考にしながら、それを数

笠原一人︵京都工芸繊維大学大学院助教︶

スケッチ：京都工芸繊維大学美術工芸資料館所蔵
館蔵番号・スケッチサイズ
上
AN.4954-60 縦 395mm 横 545mm
表紙 AN.4954-62 縦 395mm 横 545mm

寄屋の「写し」と「くずし」にも似た手法で、決して模倣に陥らないようにデ
ザインした。設計に先立って描かれるスケッチは、いつも逡巡するように幾
重にも線を重ねて描かれている。このスケッチは、そんな村野の「創造の現
場」をよく表している。
宇部は、渡辺翁記念会館（旧宇部市民館／ 1937 年）を皮切りに、最晩年
の宇部興産ビル（1983 年）に至るまで、村野が数多くの建築の設計に携わっ
た町である。しかしその中には、他にも宇部ゴルフクラブのクラブハウス
（1937 年計画）や宇部興産社長俵田明の邸宅（1937 年計画）、宇部鉱業会館
（1949 年計画）など、複数のアンビルト作品が存在する。
アンビルト作品は、図面やスケッチにのみ刻印されて、永遠に建物として
実在することはない。この「宇部図書館」のスケッチは、最初のヨーロッパ
旅行で感銘を受けたストックホルム市立図書館を、戦後復興の途上にあった
宇部の公共図書館の理想の姿としつつ独自の作品に仕立てようとした、村野
の思考の過程をそのままの姿で見せてくれている。
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BIM̶̶ビルディング・インフォメーション・モデルから
デザイン・プラットフォームへ
新居千秋氏・
山梨知彦氏に聞く
聞き手：

今回は、現在の建築設計界で BIMの先駆者である新居千秋さんと山梨知彦さんにお話を
うかがいます。一般的に、BIMは設計施工から、将来まで含めた一気通貫のシステムだ
と多くの人は理解していると思いますが、まだ設計ツールとして身近なものと感じてい
る人は少ないかもしれません。アトリエ系事務所の代表として新居さんに、大規模設計
事務所の代表として山梨さんに、それぞれの立場での BIMの現状と展望についてお話し
（『JIA MAGAZINE』編集長 今村創平）
していただきます。

今村創平・堀越英嗣

一品生産にこそふさわしい BIM
今村

山梨さんは BIMを自在に使って設計を進めてい

るイメージがありますが、まずは BIMの現状や実際に

BIMで設計した作品について話していただけますか。
山梨

もともと BIMは、どちらかというと施工に先立

に BIMを使うほうがいいのではないでしょうか。
僕自身は BIMを ITによる建築界の変革の一部と考え
ていて、それは以下の 4 つの変化で捉えられます。

1 つ目は建築生産技術の変化。いま世界中の先進的大
学で一所懸命やっているデジタルファブリケーションと
いう生産技術がそれに当たります。建築は、手でつくら

ち設計段階で前倒しに細部を詰め、施工効率を向上させ

れたものからロボットや ICT（情報通信技術）でつくら

ようと考えたのが始まりだったと思います。でも、僕が

れるようになり、デジタルをベースにしているのでデジ

やっている BIMはそれとは違って、おそらく設計品質

タルファブリケーションと呼ばれています。建築生産が

を向上するためのものであって、効率化とはあまり関係

ITにより変わろうとしている。

なくて、丁寧な設計をするための道具、環境なのです。

2 つ目は設計技術の変化。多くの人は CADを想像する

建物をつくるのに、設備も構造も全部入れ込んで効率

でしょうが、CADは鉛筆を単にコンピューターライズ

化して、図面が全部はき出せて、平面詳細図も一般図も

したものです。それよりもいままで建築家が直感でとら

全部同じモデルからできているから食い違いがなくて、

えていた、例えば風が流れるといっていたものが、本当

建具表や面積表もつくらなくて済む。これが大量生産の

に風が流れるかどうかを客観視して設計したい。一品生

時代の BIMでした。でもじつは建築は一品生産ですか

産にもかかわらず大量生産並みの品質を上げるために

ら、個々の建物を丁寧に設計をして、品質を上げるため

は、試行錯誤、つまりシミュレーションが必要なのです。

ITによる設計技術の変化で重要なのは、CADではなく
てコンピューターシミュレーションだと考えています。

3 つ目は生成技術の変化。これは専門家の間では、
「ジェネラティブ」と呼ばれています。ITと建築の関係
を突き詰めていくと、建築設計は、かたちそのものをつ
くるのではなく、かたちを生み出すためのアルゴリズム
をつくる方向にいくのではないか。例えば、
「均質に窓が
分布しているファサードをつくりたい」というのは、一
種のアルゴリズムといえるでしょう。どの大きさの窓を
どの程度分布させるかというのが変数です。そうすると、
コンピューターにアルゴリズムをプログラム化して入れ
ることによって、窓の大きさのパラメーターを 10cm 角
から 100cm 角まで変えれば、多数のファサードが生成
できるわけで、建築家はコンピューターが生成した多数
の形の中から、好きなものを選ぶ、こんな設計方法が可
能になるわけです。建築設計はもともとアルゴリズム的
というか、関数的な思考をするものなのでコンピュー
ターとじつは相性がいいはずです。建築家がモノを直接
つくらない時代になり、コンピュテーショナルデザイン
とかアルゴリスミックデザインとか呼ばれている設計手
山梨知彦
4

法が今後大きな位置を占めるようになるでしょう。
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ホキ美術館のコンピューターでレイアウトした照明（日建設計）

4 つめの変化は統合技術の変化です。最初 BIMは設計

IT 時代の匠、デジタルクラフトマンとでも呼びたくな

の道具だと思っていましたが、どうもそうではなさそう

るような人々が存在していることを木材会館の計画を通

です。このデジタルの設計には、生産、設計、生成の 3

して知りました。

つの技術を統合する統合の技術が必要になります。手描

ホキ美術館ではパターンを見せたくないために照明が

きの時はトレーシングペーパーがおそらく最もプリミ

全部バラバラの位置についていますが、どこに照明を入

ティブかつ有効な統合ツールでしたが、BIMは、デジタ

れるか人間が考えるより、コンピューターに考えさせる

ルの生産技術、設計技術、生成技術を取りまとめるプ

方が設計も非常に早くできます。じつは、この仕上げ鉄

ラットフォームみたいなもので、道具というより環境に

板自体が構造材そのものなのです。LED 照明を使って

近い。だから、BIMを統合技術の変化に位置づけるべき

いますが、鉄板にそのまま付けることで照明ケースをな

だと思うのです。

くしてしまったり、余った照明穴を使ってエアダクトに
したり、要するに構造体だけで、意匠工事、設備工事が

BIMを使ってできるさまざまなこと

ほとんどないようにして安くつくりました。構造工事が
終わった瞬間に、鉄板の意匠仕上げはペンキを塗るだけ

山梨 「木材会館」
（2009 年）の木は、デジタルデータを

ですし、展示する絵はマグネットでつけています。この

使ってコンピューターで加工しています。もともと木材

ように実際に意匠・構造・設備の区別がない設計の場合

の場合、10 の建設コストのうち材料費が 3 であとの 7 が

は、BIMで設計したほうが分かりやすいと思います。

大工さんなどによる加工賃でしたが、コンピューター
を使うと 100 倍のスピードで加工が可能になり、結果と
して 3 分の 1 の値段でできるようになる。こうした ITに

BIMのシミュレーション技術

（2011 年）ではファサードに
よる生産手段の変化により、木材会館は実現できました。 山梨 「ソニーシティ大崎」
て あじ

「木材会館は人間の手 味 が感じられていいですね」と言
われますが、本当は「機械味」なのです。

SEPTEMBER 2014

使ったバイオスキンも BIMで描いています。簡単な陶
器の 10cm 角ほどのパイプの中に水を入れて、本当に気

「ホキ美術館」
（2010 年）を設計したときには、複雑な

化熱で冷えるかどうかやってみると、パイプが 12 ℃く

ことをまとめる場合には BIMを使うべきだと痛感しま

らい冷えて、周りの空気が 2℃くらい冷えるのが分かり

した。ですから BIMの位置づけは、まさしく設計を取

ました。その結果を使って、BIMでシミュレーション

りまとめる統合システム、
「環境」なのであって、単に道

をしてみると、地表面で約 2℃冷えるのが分かる。過去

具と捉えるよりは、大きなデジタルの流れの中で捉えた

100 年で東京の気温は 3 ℃上がっているうち、地球温暖

ほうがいいと思います。

化現象で上がっているのはわずか 0.6 〜 0.7℃で、あとの

僕らのこうした設計方法を、ある展示会で展示するこ

2℃はじつはヒートアイランド現象が原因なのです。つ

とになり、展示パネルの並べ方自体を BIMで設計して

まり建築家が気温を上げているわけだから、雨水だけを

みました。僕の好きなプロポーションをコンピューター

使って 2℃冷やせれば、過去 100 年の建築家の悪行を少

にインプットすると、コンピューターが 2 万件くらいの

し抑えることができる。それならやるべきではないかと

提案をしてくれて、その中から自分で選ぶだけなんです。

思い、このシミュレーションでクライアントを説得しま

これはまさしく僕らの設計方法でそのまま美術館の展示

した。実際に夏場に駅から歩いていくとひんやりと感じ

をしたことになりました。

るし、省エネにもなっています。

また木造の追掛け大栓継ぎなどはすごく複雑で、人間

雨水を通した陶器のパイプによるファサードをつくる

の手でつくると時間がかかりますが、コンピューターだ

とき、建築外装メーカーは雨水をいかに除けるかのノウ

と数十秒で非常に安くできます。ただ、コンピューター

ハウしかなくて、水を使うという発想がありませんでし

の使い手にも匠とそうでない人がいます。例えば、ある

た。そこで陶器と水で思い浮かんだ TOTOにお願いし

匠は刃におが屑が絡まないようにすることで、加工精

てファサードをつくってもらいました。新しいことに

度をほかの加工所と比べて 10 倍くらい向上させていま

対してのノウハウがないので施工側もやりたがりませ

す。また、通常の材料より少し乾燥を強くしておいて、

ん。だから分離発注しなければならなくて、いままでな

切ったあとに組んで空気中に 1 ヵ月放置しておくと、木

かなかできなかったのですが、意匠・構造・設備が一緒

が勝手に空気中の水分を吸って伸びて外れなくなるとい

になって BIMで全部図面の詳細図をつくりました。こ

う、現代のテクニックと匠のテクニックの両方を持った、

れはゼネコンとサブコンと TOTOの間を取り持ってつ
5

NBF 大崎ビル（ソニーシティ大崎）外装 BIM（日建設計）

くったファサードなのです。これも BIMの新しい生産

キテクチャーのコースをコロンビア大学につくるのです

のあり方だと思います。

が、僕らは 1992 年から「黒部市国際文化センター／コ

「桐朋学園の調布キャンパス一号館」
（2014 年）の設計

ラーレ」
（1994 年）をやっています。僕は目で見たもの

は、まさに一品生産でした。昔だったら図面で動線を

をすぐやろうという傾向があって、当時は最先端だった

考えましたが、この計画では特殊な眼鏡を掛けて BIM

マッキントッシュを１台 500 万円以上かけて購入しまし

の中に入り込み、実際に歩きまわるように設計をしま

たが、自分でできないからやれる人を探してきて、1 年

した。BIMの中で座りたいところにベンチを置いてみて、 半くらいかけて黒部を設計しました。その当時の社員の
「43cmだとちょっと高い感じがするから 37cmにして」と

能力は最先端をいっていたと思います。コンクリートの

いう設計の仕方をしてみましたが、結構効果的でした。

フォームタイの位置の設定から建物全ての中を歩けるシ

BIMは近い将来ビルディング・インフォメーション・

ミュレーションまでして大赤字になりました。その後事

モデルからビルディング・インフォメーション・マネジ

務所にはコンピューターをやれる人がひとりもいなく

メントという、より広い領域になる。最終的にはライフ

なって、僕もプラグアウトしていたんです。いまでもイ

サイクル・ビルディング・インフォメーション・マネジ

ンターネットも携帯もやりません。でもコンピューター

メントとして、設計が設計で終わるのではなくて、竣工

や機械に興味があるのです。
「横浜赤レンガ倉庫」
（2002

後クライアントのところでビルがどうやって運用されて

年）をつくった後に仕事が激減し、大和ハウス（当時は

いるかまできっちり見ていくものに進化すると思います。

大和団地）の石橋茂夫会長にお願いをして、マンション

そうなるといままでより莫大な情報が入って精度の高い

を手掛けるようになりました。

設計ができるのではないか、それが僕がやりたいことで

僕達の仕事はすごく波がある上に安定した仕事はあま

す。生産効率のための BIMがじつは社会のための BIM

りありません。いままで 62 の建物をつくっていますが、

になっていくストーリーがないと、BIMは世の中に定着

そのうちの 27 をコンペで戦ってきましたね。それから

しないと思うのです。

仕事が増えていきましたが、このままマンションだけつ
くり続けて死ぬのかと思ってフランク・ゲーリーに会い

複雑な建物を目指す
今村

の時、ゲーリーはもう CATIA（キャティア）を開発して
いたのです。僕らがちょうど 2004 年に「大船渡市民文

新居さんがコンピューターを設計に取り入れようとした

化会館・市立図書館／リアスホール」
（2008 年）のコン

きっかけは何だったのでしょうか。

ペに勝った頃でした。ロンドン大学のピーター・クック

僕はアトムや鉄人 28 号の時代、つまり科学がす

に学んでいた僕の息子が帰ってきて、ロンドンで働いて

ごく夢を開くという時に生まれた世代です。小さいころ

いたキャサリン・フィンドレイの事務所やセシル・バル

から科学や、いろいろと新しい考えや物をつくるのが好

モンドの使っていたコンピューターの技術を伝え、当時

きでした。僕の出身校である武蔵工大（現・東京都市大

の所員の人達と試行錯誤の後、再び全員がコンピュー

学）は原子炉も持っていたくらい最初に何かやるのが好

ターを使えるようになりました。そして、いろいろなソ

新居

6

まさに最先端の BIMを紹介していただきました。

にいきました。そしたら、全然設計の進み方が違う。そ

きな学校でした。僕らが最初に FORTRANを習ったのは

フトを試した末に最終的にいまも使っている 3 次元ソフ

大学 2 年か 3 年の時でしょうか。1974 年、スティーブ・

トで本格的に設計し始めました。その時僕は、これから

ジョブズが学生だった頃、僕はペンシルベニア大学の大

はなるべくモダニズムの建築ではなく、インコンシステ

学院を出て 1 〜 2 年で、僕らはコンピューターに興味を

ンシー（inconsistency）という複雑な建物を目指そうとし

持った最初の世代なのでしょう。

たのです。その際、手描きだけでは難しいので、3 次元

アメリカでルイス・カーンの事務所で働いたり、い

ソフトを導入したわけです。2004 年頃は、これからは 3

ろいろなものを見聞きしたあと、ロンドンに行きまし

次元になるだろうとみんなに言っていましたが、誰にも

た。そこでその頃ものすごく技術が進んでいたオーヴ・

理解されませんでしたね。

アラップがつくった数少ない建築作品を見ました。オッ

僕らが現在 3 次元の設計でどのくらいのことができる

クスフォードにある学生寮がビル風を集めて空気を抜く

か、例えば劇場だと、すべての視線のチェックは事務所

というシミュレーションをしていて、それがコンピュー

でできます。それから、僕らと永田音響とで、3 次元の

ターとも手作業とも何とも言えない技術を使っていたの

音シミュレーションをこの 20 年間で開発しました。技

です。その後日本に戻り、1980 年に事務所を設立しまし

術的に、前のほうの席の低音をどれだけ良くできるか検

た。バーナード・チュミが 1994 年にペーパーレスアー

討できます。もはやシューボックス型の劇場がいいとい
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桐朋学園 内部のシミュレーション（日建設計）

うのは迷信にすぎません。

リーの事務所は同じソフトを施工側に買わせるそうです。

他にも風のシミュレーションなどもできますし、所員

僕らがやってきた一連の複雑な建物でも、施工会社に僕

は複雑な建物でも配管を全部描けます。また構造ソフト

らが使っている 3D ソフトを買ってもらったこともあり

との FEM 解析ができます。ただ、ネックになっている

ます。また当初は 3D ソフトができなかった所長が確実

のは、日本では建築基準法の細目が決められすぎていて、

に自分でこなせるようになったケースもありました。

3.11 で倒壊した建物のうちのほとんどはラーメン構造の

BIMを導入する場合、高度な能力を持っている人間が

ものだったにもかかわらず、柱を太くしてさらに法規を

やらないと意外とおもちゃになってしまいます。BIMで

難しくしたから、僕らの手掛けるような複雑な形状の建

企画段階から基本設計、実施設計の段階まで試してみる

物はとてもつくりにくくなっています。赤レンガ倉庫の

と、とくに実施設計の段階では、ディテールの知識がな

時もそうでしたが 1 回 FEMで解析して柱に置換して、2

い人は描けないのです。

倍、3 倍にしないといけません。

山梨

山梨

確認申請用に設計し直すのですね。

若者がやればいいという建築家が多いけれど、僕

はそれにはすごく反対。ベテランがやるほうがいいんで
すよ。そうでないとでき上がるものがマンガになってし

種類が多く高価な BIM ソフト
新居

じつはいま、僕らは主な 3 次元ソフトや BIMにど

のようなものがあるのか、その利点や特徴、問題点をま

まいます。僕が BIMを最初にやった時に、僕の仕事を
何十年も描いてくれている 40 代のディテーラーに近い
人に BIM 担当になってもらったのですが、すごく良かっ
たですね。

とめています。アメリカはコンピューターソフトが 2 つ
くらいに絞られているのに対して、日本の BIM ソフト
はたくさんある上に、それらがまったく別々で、1 つ 1
つを理解しないといけません。

ソフトの互換性や法体系の整備が必要
新居

僕らが最初コンピューター化する時に、いろいろ

BIM ソ フ ト の 主 な も の に は、Revit（レ ヴ ィ ッ ト）、

なところに聞いて薦められた 2 次元 CAD ソフトはその

ArchiCAD（ア ー キ キ ャ ド）、GLOOBE（グ ロ ー ブ）、

後あまり使われなくなってしまい、いまや僕らがそのソ

CATIA（キャティア）などがあって、ゲーリー・エンター

フトの一番の達人になっているかもしれません。

プライズやザハ・ハディドの事務所が使っているのは

山梨

僕らもアプリケーションについては悩みまし

CATIAです。CATIAは完全に設計から量産まで全部で
きるシステムですが、著しく高くて、僕の試算では単純
にベースを揃えて習得するのにかかる費用は 2 億円くら
いします。僕らのような小さい事務所でも、ここ何年間、
毎年ずっと相当な額を BIMにかけています。
山梨

すぐにソフトのバージョンアップがありますしね。

新居

3Dのデザインソフトには、Rhinoceros（ライノセ

ラス）、SketchUp（スケッチアップ）、Maya（マヤ）など
があります。Rhinocerosに連係して形状を自動生成する
ソフト Grasshopper（グラスホッパー）があります。これ
らが主なものですが、どこで標準化されていくのかが課
題です。
僕の事務所にはさまざまな大学の出身者がいますが、
一人ひとりのバックグラウンドによって、同じツールを
使っても使い方が全然違います。使う側のバックグラウ
ンドや世代、それから好き嫌いによっても選ぶツールが
違うことが分かりました。
また会社によっても使うソフトが違います。それらを
統一しない限り絶対に BIMは広まらないでしょう。僕
たちがある 3D ソフトで描いたとしても、施工会社がそ
れを使えなければ何にもなりません。フランク・ゲー
SEPTEMBER 2014

新居千秋
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3D モデル視線チェック（新居千秋都市建築設計）

た。世界標準を使うのがひとつの方法ですが、どうせ変

らなるべくノートパソコンではなくて、フルの BIMの

わってしまうので、自分たちのオリジナルのソフトでい

機械を持ち込んで、できたら施主に眼鏡をかけさせてイ

いやと居直って、BIM ソフト（ArchiCAD）と 3D ソフト

メージを見せて、
「いいですね」というところまでの打ち

（Rhinoceros ＋ Grasshopper）を組み合わせて使っています。
新居

僕 ら も い ま、BIM ソ フ ト（Revit）と 3D ソ フ ト

（Rhinoceros ＋ Grasshopper）、そしてずっと使っている 2

合わせにするように変えています。
新居

僕らも、全部うちの機械を外して大移動になると

きがありますね。

次元 CAD（DRA-CAD）を組み合わせています。でもい

山梨

まのソフトが使えなくなって、ほかのソフトに変えよう

週間から 2 週間に 1 回、海外に行って打ち合わせをして

とする場合、互換性があまりないので困りますね。

いたのが、海外から施主が来てワークセッションを 3 日

構造の FEM 解析では、MIDAS（韓国系）と Nastran（ア

そうすると、海外の仕事の場合、いままでだと 1

間やってモノを決めて、次に絵ができたらまたワーク

メリカ系）のソフトがあって、構造事務所によってどち

セッションを 1 ヵ月後にやるというように、だんだんこ

らを使うかが違いますし、構造事務所の中でも 3D ソフ

ちらに来てくれることが増えてきました。

トを使えない人たちもいます。設備に関してはある 2 次

新居

元のソフトがいま日本を席巻していますが、それは 3 次

で進んでいるのは、山梨さんのところくらいかもしれま

いまは大手の設計事務所の中で BIM 化がそこま

元になりにくい。僕らは 3 次元で配管を描けるのに設備

せん。全然会社によってレベルが違いますね。

事務所が描けないのは、流布している設備のソフトが決

山梨

まっているからで、そこが変わらない限り 3 次元が広ま

い抵抗がないですよね。僕は自分でやってみて面白いと

らない現状があります。

思うし、費用の面の問題もあるけれど慣れると効率的だ

あと、施工会社が責任をとらなくなって、設計事務所

確かに会社の規模の割に、日建設計は珍しいくら

と思います。

だけが責任を負う上にフィーが安いという状況を生み出

新居

しかねないので、責任の所在をきちんと決めておかな

較すると格段に違いますけどね。

いと、たまに、
「全部新居さんの事務所から渡されたか

山梨

ら、そのとおりにやりました」ということが起こるので

日本のクライアントはあまり言いませんが、海外のクラ

それは、いままでトレペで重ねていたものから比
精度が上がる分手戻りが減っている気はします。

す。何か崩れてしまったら、みんな設計事務所の責任に

イアントの場合、いままで図面で見せていて、あとで

なりかねません。また、例えば BIMでシミュレーショ

「こんなはずじゃなかった」ということが起きたことも

ンをしてリビングに風がいくと説明したのに、のちに隣

ありましたが、それが少し減っている感じがします。

に違う建物が建って風向きが変わってしまったら、
「あの
時に言ったじゃないか」と遡って訴追される可能性があ
ります。責任問題をみんなが相当明確にディスカッショ
ンするほうがいいと思います。またメンテナンスをどの

市民とのワークショップで BIMや 3D モデルを活用
堀越

新居さんの場合、
「由利本荘市文化交流館／カダー

ようにエンドユーザーに伝えるかも非常に重要ですから、

レ」
（2011 年）もそうですが、ワークショップの中での

それに関わる法体系を整備することも必要です。

BIMや 3D モデルの働きがすごく強いと思いました。要
は、意思決定の中に市民も入ることができるのですね。

打ち合わせが意思決定の場に
新居

もちろん、BIMの利点はたくさんあります。建物

の履歴が残ることや、いま着工している建物でみると、

模型にして持っていく場合が多いですね。ワーク

ショップをやるときは模型を見せて、
「ここを切ります
か」とか「ここを動かしますか」と言うと、より分かる
気がします。

僕らの躯体量の計算と施工会社の計算がそれほど違わな

昔ながらの建築家のように、自分の形を説得するの

い。また、視線チェックができるので、室外機を隠すた

ではなく、アメリカ映画のように 3 人くらいの脚本家が

めにどこまで手摺を下げることができるのか等がわかり

ディスカッションしながらエンディングを決めていく方

ます。

法があると思います。僕らの建築の形態は、施主や住民

山梨

8

新居

僕がいま BIMを使って面白いと感じるのは、以

の要望を聞いて変えながら進んでいきます。

前の打ち合わせは毎回、次回までの課題を決めるもので

山梨

そう、新居さんの作品は、コンペ案と最終案がす

したが、BIMを使うとその場で動かしてみせて、面積も

ごく違いますよね。

ラフな集計ができて、数量も変わらないとか、打ち合わ

新居

せが少しずつ意思決定の場になってきたのです。ですか

げてください」と言われたら、そのつど「どうぞ」と言う。

エンディングは自由だという考え方なのです。
「曲
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サークル（スペース）の検討
（新居千秋都市建築設計）

フランク・ゲーリーは変わったかたちのものを提案して

やっています。やっぱりメリットがありますからね。

それを通すそうですが、僕らは逆で、普通のものを提案

今村

して、致し方なく変えていくんです。何も起こらない

んですね。

ワークショップでは普通の建物で終わる場合もある。な

山梨

るべく突っ込んで変えてくれたほうが、それを解くため

準備が整っていませんが、とはいえ、時間の問題だと思

にどうするかいろいろ考えますね。ここに入る便所の前

いますが。

にこのくらいのサークル（スペース）がないと人がすれ

新居

違えないとか、そういう僕のルールがあって、市民から

リーを 1 つ 1 つつくらなければなりません。これは本来

要望があったら両方のせめぎ合いで変えていきます。い

ならサッシュメーカーがやるべきものですが、どこも

ま手掛けている小田原の「芸術文化創造センター」では、

やっていないんですね。結局、設計者側で断面を入れて

市民の人達の意見を取り入れたり、敷地条件を入れてい

全部つくることになってしまいます。まず設計料から含

くと、断面に重なった部分ができて、その変化が楽しみ

めて全部の体制を整備していかないといけないでしょう

です。

ね。シンガポールなどは、5 千万円くらいまで政府が出

でもそれはあくまでも建物全体ではなく部分的な
いまはゼネコン側にも全部 BIMでできるだけの

サッシュなどでは、ライブラリーの中のファミ

山梨

それが外観にあらわれる場合もあるわけですよね。 資して、2015 年までに BIM 化しようとしています。

新居

出る場合もあるし出ない場合もあります。そうい

今村

それは BIMを共通のプラットフォームにすると

う内部からのまなざしに 3Dはいいですね。

いうことですね。

山梨 「神保町シアタービル」
（2007 年）をやった頃に、

山梨

新居さんとワークショップでの BIMや 3D モデルの使い

BIMでやらせますからね。

方についてまさにいまの話をしたのです。コンペ案と

今村

ワークショップを経たあとの案が違うことに、
「これは詐

いると聞きますが、実際にそうなのでしょうか。

欺じゃないですか」と新居さんに言ったら、
「だって、俺

山梨

が変えているんじゃないんだよ」とおっしゃって、それ

ら施工、そしてビル管理まで一気通貫しているケースは

で 3D ソフトで見てみて、とても参考になりました。

それほどありません。やるときには専門的なコンサル

堀越

それが、今回新居さんに座談会をお願いしたポイ

ントです。
山梨

いままで神様の目だけで 2 次元 CADで見ていた

シンガポールなどでは、国策として確認申請を
イギリスは、公共建築はもう BIMにシフトして
そう聞きますが、世界中で見ても、BIMで設計か

ティングが入っています。ただ、まだ苦労しているけれ
ども方向としては動いています。
新居

同じ大手のゼネコン 1 社の中でも、グループごと

ものが、3D ソフトを使って実際に中へ入ることを市民

に違うソフトを使ってやっている場合もありますし、現

と共有できた瞬間に、軸を通さなきゃいけないとか図式

場はまた違うソフトを使っていることもあります。BIM

的なものを超えて身体的な方向に変わって、さらに身体

が広がるには、例えば Windowsと Macintoshくらいに、

的なものをまたフィードバックして見られるじゃないで

いまの 8 社〜 10 社ある BIM ソフトが統一されて、さら

すか。神様と民主的な視点を同時に持てるところが、僕

にそのソフト自体がもっと廉価になることも重要です。

はすごく面白いと思います。

廉価で世界を席巻するものが出てきたら、ぱっと移行す

堀越

新居さんが特に面白いのは、それを模型でやると

るかもしれません。
コンピューターの価格が下がって、一気にパーソ

ころではないでしょうか。模型は勘違いや思い込みが共

今村

有できますよね。CADは完璧に正しい視点になってし

ナルコンピューターが広まったときのようなことが起こ

まうけれど、模型だとずれているところがあって、人に

らないと。

よる経験の違いが出てくると思います。

山梨

世界的には確実にその方向に行っていますが、な

ぜか日本だけは遅れていますね。それはバブル崩壊以降
世界的にも BIMの活用はこれから
今村

でにかなり変わるのではないかと思っています。ゼネコ

る段階だと思いますが、実際それを施工者も含めて本当

ンのやる気が完全に変わってきていますし。

に活用している例はあるのでしょうか。

新居

山梨

SEPTEMBER 2014

現在は BIMでは設計者自身がデータを入れてい

の失われた 20 年間があったからで、でも、いまここに
来て急にオリンピック景気になるから、僕は 2019 年ま

だけどその場合、いまのオリンピック景気は、設

非常に少ないですね。
「ソニーシティ大崎」などは、 計事務所にいい方向に行くかというと、必ずしもそうで

免震層とか最上階の機械とか、要するに設備とゼネコン

はないと思います。

の建築工事と設計者が協働するところでは何ヵ所かは

山梨

確かに設計施工主体になってしまうかもしれない
9

（左）音響シミュレーション
（右）3D モデル
（新居千秋都市建築設計）

という危惧はありますね。
堀越

それと BIMがくっついてしまう恐れがあります。

そこで見つけた新しいことを一気にみんなが使えるよう
になるうえに、さまざまな情報交換が違うレベルの人と
できるようになると思います。

BIMはもはや大量生産のツールではない
新居

要は文化を誰がつくってどうするかということで

す。施工会社も皆真面目にやっているのですが、山梨さ

新居

んや僕らが設計するような複雑なものをつくることは施

も安いし、払いたいと思っても施主が設計料をくれない。

工会社にとってはマイナスになってしまいます。

今度、建設費から設計料を決めたら、構造と設備だけを

山梨

大量生産の方法として BIMを使おうとする考え

が大部分ですからね。

僕は日本の建築家は若干不幸だと思います。給料

上げて上限を切ってしまって、設計のデザイン料はさら
に減っています。いま日本の設計事務所が BIMを導入

僕は大量生産に BIMを使うと建物が一律化して

すると、施工段階の問題を事前に解消することになり設

しまい、味気のない都市風景ができるので、その方向に

計時の精度は上がりますが、作業が増えるばかりで膨大

行かないほうがいいと思いますね。

な時間がかかります。けれどもそれは設計料等に見込ま

新居

山梨

いまはたまたま景気がいいから、ゼネコン各社は

れません。だからまず、設計事務所のフィーを上げて日

標準化の方向で大量生産のツールとして BIMを入れて

本の社会的な基盤と設計料の体系が変わらないと難しい。

いますが、それ以降は減っていくと思います。一方、僕

これを JIAでも言っておかないと、どんどん自分の首を

ら建築家は、これから国内だけじゃなくて海外マーケッ

絞めることになってしまいます。僕は BIMを一般に広

トが一般的になっていくと思うのです。そのとき、どう

めるためにも、そういう問題を解決することを進めよう

やって品質のいいものをつくるかという際に、やっぱり

としています。

BIMが使えるのではないでしょうか。2019 年くらいから
そういう方向になるのではないかと予想しています。

僕の願いは、少し社会的通念を変えて、例えば、せ
めて今後上がる消費税の 10 ％くらいにすべての設計料

以前は建築のスタンダードの高度成長モデルをそ

がなれば、BIMを導入する時間とお金ができる。施工会

つなくできるのがローカルアーキテクトだったのが、い

社は 20％以上の経費が取れますが、建築事務所は約 5 〜

まはその仕事がなくなってきて、地域の建築家がそれぞ

6％くらいです。僕たちの仕事がだんだん注目されるよ

れローカルにやっています。一方で、いま学生たちもコ

うになった 2010 年頃から、どうもこのままのやり方で

ミュニティや地域に合ったカスタマイズしたものをつく

はまずいのではないかと思い始めてきました。

今村

ることに気づき始めました。そちらにシフトしていくと
仕事がなくなるわけではないと思います。
山梨

いままでは標準化や共通化を優先していましたが、

BIMで作った図面であれば、そこに全部ディテール
も入っているわけだから施工会社の人の仕事は減りま
す。だけどいま、国交省や JIAのニュースをたまに読む

デジタルツールが使いやすくなればなるほど、ローカル

と、機械化して短縮しているわけだから設計料はもっと

ルールでいいと思うようになってきました。

安くした方がいいとか、おかしな発言をしている人がた

例えば ISOなどのインターナショナルな基準に基づい

くさんいます。日本では建築家としてのプロフェッショ

て大量生産的にコンピューターを使って設計するのが

ンが成立していないのです。

20 世紀的な BIMのイメージでしたが、BIMが使いやす

山梨

くなればなるほど、今回このプロジェクトに集まったメ

れど、プロフェッションの主張はしていかないといけな

ンバーではどう使うのがいいのかを考えるような、一回

いですね。

生産でスタンダードがなくてもできてしまうものだと思

新居

います。個性に合わせて使用すれば、世界的なスタン

という妄想に駆られてやってみたのです。だけど、やっ

ダードをつくる必要はないのではないでしょうか。

た結果、ここが一番ネックになっていますね。

僕自身も楽しみでやっているところもありますけ

僕はこれを使ってどんどん新しいものをつくろう

要するに BIMはプラットフォームだと思います

次に、異業種の人が参入できるようなベースを日本の

よ。Googleがすでにそれをやっているでしょう。世界中

中につくっていく。日本の市場が海外とつながっていけ

の情報を各自が勝手に入れたことで地図が 3D 化してい

れば、ガラスなども価格が上がったら、海外のものが

ますよね。あれは本当にタダで見るのが好きな人がやっ

入ってもっと競争できるようなシステムや、いままでの

ているわけで、データも全部タダで寄付したり……。プ

建築のルーツで入ってこない方法でどこかから入れてく

ラットフォームが共通化すれば、地域の違いがあって、

るような技術も上がらないといけないですね。ヨーロッ

堀越
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特集

新居 千秋（あらい ちあき）

ネクスト：建築家のこれから 6

山梨 知彦（やまなし ともひこ）

1948 年島根県生まれ。1973 年ペンシルベニア大学大学院芸術学部建築学

1960 年横浜に生まれる。1984 年東京藝術大学建築科卒業。1986 年東京大

都市計画特別局）を経て、1980 年に新居千秋都市建築設計を設立。

代表作に
「ルネ青山ビル」
「神保町シアタービル」
「乃村工藝社」
「木材会館」
「ホ

科修了後、ルイス・I. カーン建築事務所、G.L.C.（ロンドン市テームズミード

主な作品
「黒部国際文化センター／コラーレ」
（1996 年）日本建築学会賞
（作品）
他
「横浜赤レンガ倉庫」
（2004 年）日本建築学会賞
（業績）他
「大船渡市民文化
会館・市立図書館／リアスホール」
（2008 年）日本建築大賞 2009 他
「由利本
荘市文化交流館／カダーレ」
（2011年）第 55 回 BCS 賞他。

学大学院修了。日建設計に入社。現在、執行役員、設計部門代表。
キ美術館」
「NBF大崎ビル
（ソニーシティ大崎）
」ほか。

受賞 「日本建築大賞
（ホキ美術館）
」
、
「日本建築学会作品賞
（NBF大崎ビル）
」
ほか。書籍
『業界が一変する・BIM 建設革命』
『プロ建築家になる勉強法』ほか。

パではもともと EU 圏の中に、セラミックやガラス、鉄

デジタル化してしまえば、やがて日本の遅れている施工

などを全部発注できるような異業種が参入できる仕組み

者やビル管理も動いていくでしょう。

になっているのですが、日本がそれをやるには相当大変

いまは建築界における ITの動きは、個別のお団子と

です。例えば、昔のフラードームを建設会社が鉄骨でつ

してバラバラで動いていますが、5 年後くらいにはすっ

くると 4 〜 5 千万円かかりますが、飛行機をつくってい

きりと串が通るようになるのではないでしょうか。その

る会社に出せば 1 千万円でできるのに、異業種が参入で

ときに串となるのが、トレーシングペーパーからビル

きないために、その部分の技術がコスト高になっている

ディング・インフォメーション・モデル、さらにはビル

のです。

ディング・インフォメーション・マネジメントになるの
ではないか、そう信じてやっています。

2 次元図面の大切さ
今村

最近の学生は「図面が弱い」という話がよくあり

新居

それは設計者にとっての話ですよね、ビルディン

グ・インフォメーション・マネジメントという言葉だけ
を聞くと、事業マネジメントの話ととられてしまいそう

ます。とはいえ、この頃は立体的に入り組んだ空間を提

ですが、デザイン・マネジメントの意味ですよね。

案することが多く、2 次元の図面では表現しにくいとい

山梨

う事情もあります。

メーション・モデルは、じつはビルディング・インフォ

新居

ただ原則は、僕はそれでも図面は大事だと思いま

最近経済系の人たちがビルディング・インフォ

メーション・マネジメントではないかと言っています。

す。いまの日本の中でも、僕が教えている東京都市大学

でも僕の考えでは、ツールじゃなくてプラットフォーム

は図面を描く方だと思います。絶対に図面から離れるな

だという意味ですね。デザイン・プラットフォームとし

というのが僕の考えで、図面の中から建築家の思想を読

ての BIMという言い方がいいかもしれません。

み取れることが大事だと思うのです。

堀越

そのほうが分かりやすい。

山梨

施工と設計はモダンの中では一度分離してしまっ

山梨

それはすごく思います。2 次元の図面は貴重なダ

イアグラムでもあるのです。機能連携や、空間のプロ

たけれども、デジタルファブリケーションではもう一回、

ポーションなど、3 次元のままでは見えないものが 2 次

僕らがものづくりに近づくことができるから、それらを

元で見えるのに、海外では大建築家でも図面をあまり

統合するのが BIMだというイメージがすごくあります。

重視せず、意外と 3 次元でしか見ていない人がいて、そ

鉛筆の代わりに BIMを使うというより、むしろトレー

の結果、機能連携に弱いような気がします。だから 3 次

シングペーパーを広げてみんながミーティングしたもの

元データを切って、2 次元のダイアグラムとして眺めて

を、今度はすべての情報を BIMの上に置いたほうがや

みる作業がすごく大事で、僕はそれをなるべくやりたい。

りやすいのではないのかということかもしれません。

僕は、2 次元図面も、3 次元データの見方のひとつとして

堀越

重視しています。

使っていくうちにだんだん串が刺さってくるということ

いまはまだ統合されていないけれど、みんなが

ですね。iPhoneが普及してから、その中でどんどん新し
設計者が先陣を切って普及させたい
山梨

僕は社会制度が整備されなければ BIMを使うメ

普及しないと、そうなっていかないということですね。
山梨

川上の設計者がやらない限り広がらないから、僕

リットはないとは思っていなくて、コストの面で多少歯

は、デザイナーがイニシアティブをとらなければならな

を食いしばっても、設計だけで役に立つようにちゃんと

いと思っています。だから、デザイナーとして使う意味

考えれば、それなりにメリットがあると考えます。もち

があって、施工者側のオリエンテッドな BIMではなく

ろん設計料に対する社会制度が変わったらもっと良くな

て、デザイナーオリエンテッドな BIMをやっていかな

るでしょうが、少し割り切れば、僕ら組織事務所でいえ

ければならないという思いが強くて、僕は誰にも頼まれ

ば、設計の中でクオリティを上げることが他社との差別

ないけれど、さまざまなことを模索しています。

化につながります。BIMを導入することでいろんなこと

新居

に役に立つ可能性があるし、小さなアトリエ事務所で住

かれるようにするのも僕らの役目だと思っています。

宅を一戸つくるときにも、BIMを使った方が何かメリッ

山梨

責任をもつことはすごく大事なことだと思います。

トがあると思っていて、施工と必ずしも連動しなくても

今村

今日は貴重なお話をうかがい、充実した対談にな

まず設計だけでもハイクオリティになる気がします。手

りました。ありがとうございます。

戻りがないだけでもずいぶん便利でしょうし、ひとたび
SEPTEMBER 2014

いアプリが開発されているようなものでしょうか。先に

僕としては、次世代の人たちがちゃんと生きてい

（2014 年 7 月 24 日

新居千秋都市建築設計にて収録）
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海外レポート

ニューヨーク視察報告

ブルームバーグ・ニューヨークと建築家
藤村龍至

ニューヨークはなぜ蘇ったのか

1990 年代末、建築家を取り巻くシーンはどんよりと
落ち込んでいた。ニューヨーク市はルドルフ・ジュリ

間の拡大も行った。それらも単なる改修に留めず、先鋭
的な建築家やランドスケープデザイナーを積極的に起用
し、ニューヨークの新しいイメージを生み出すことに成
功した。

アーニ市長の就任によって治安が回復し、街の雰囲気は

先鋭的なデザイナーをオープンスペースの空間デザイ

だいぶ明るくなっていたが、建築家の活躍する土壌は少

ンに活かし、都市イメージを変える手法は少し前ならパ

なく、若手建築家の作品は屋上のペントハウスとインテ

リのグラン・プロジェ、近年ではイ・ミョンバク市長に

リアばかり。コンピューターを駆使したインフォメー

よって高速道路の撤去が行われた 2000 年代のソウルや、

ション・アーキテクチャを学んだコロンビア大学の卒業

リ・クアン・ユー以来の安定的な政治体制のもとでマ

生たちはハリウッドでアニメの作成をするか、デヴェ

リーナ・ベイの開発など都市デザイン施策を打ち続ける

ロッパーや広告代理店に就職し CG スキルを発揮するし

シンガポールの例などが想起される。ところが、ニュー

かないと言われていた。

ヨークのように移民が多く、人種問題など複雑な社会状

2001 年に同時多発テロを経験し、2005 年と 2012 年に

況を抱え、常に政治的に公正な姿勢が求められるアメリ

台風による高潮被害を受けるなど、大きなダメージを

カ社会は、安定した体制のもとで権限を集中させる他の

断続的に受けてきたにもかかわらず、ニューヨークは

ケースとは異なり、個性的なデザイナーを起用し先鋭的

2000 年代を通じて人口が増加し、生産額も上昇するな

な政策を実行するのはかなりの困難が伴うはずだ。実際

ど世界から人やマネーを集めるグローバルシティとして

にワールド・トレード・センターの再開発計画では国際

見事な復活を果たし、グローバルシティの勝ち組となっ

コンペによってダニエル・リベスキンドが選定されたも

た。それだけでなく世界からノーマン・フォスターやレ

のの、最終的に当初の案が大幅に変更されるなど、必ず

ンゾ・ピアノ、ジャン・ヌーベル、フランク・ゲーリー、 しも順調な事例ばかりではない。

SANAAなど国際的に活躍する建築家が集まり作品を実
現し、ディラー＋スコフィディオ＋レンフロ、SHoPな

しかし、なぜニューヨーク市は蘇ることができたのか。
そのなかで建築家の果たした役割は何か。そしてその

どニューヨークをベースにする若手建築家らが腕を磨く、 背景にはどのような経緯や制度設計があったのか。2014
建築の街として復活を遂げた。
その背景には、2002 年から 2013 年まで市長を務めた

年 3 月、ニューヨーク市を訪れ、都市と建築の設計に関
わるデザイナー 10 者にインタビューを行った。そこに

マイケル・ブルームバーグ市長の採った公共政策の成果

はブルームバーグ政策の制度設計に関わった者（A）、そ

が大きく関わっている。ブルームバーグ市長が最も力を

、そしてブルーム
の制度の上で顕著な活躍をした者（B）

入れた政策のひとつは都市計画だった。都市計画家のア

バーグ市政の施策には直接関わっていないが、間接的

メンダ・バーデン女史を都市計画局長に迎え入れ、市域

な影響のもと新たな兆候を示す次世代（C）が含まれる

の約 40%の規制を書き替えるなど大胆な施策を実行し、 （表）。ここでは（A）のヒアリング結果をもとに、以下ご
同時にタイムズスクエア周辺での街路の広場化や高架貨

報告したい。

物線跡ハイライン、ブルックリン・ブリッジ公園のオー
プンなど、既存インフラの積極的な改修による歩行者空

改修の進むタイムズスクエア（設計：スノヘッタ）

12

ブルックリン郊外のバークリーズ・センター（設計：SHoP）
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◆ヒアリング先一覧（2014 年 3 月 3 日～ 11 日）

A. ブルームバーグ政策の制度設計に関わった者
番号

組織名

回答者

1

Alex Garvin Office

Alex Garvin 氏

ブルームバーグの歴史的位置づけ
NY 五輪誘致活動

2

AIA-NY

Launce Jay Brown 氏
ほか 7 名

市政と建築家協会の関係
Design and Construction Excellence
オーガナイザーとして

3

Van Allen Institue

David van del Leer 氏

Rebuild by Design
オーガナイザーとして

B. 制度の上で顕著な活躍をみせた者
番号

組織名

回答者

主なトピック

4

BIG

Bijake Ingers 氏
Iben Falconer 氏

5

Slade Architecture

Hayes Slade 氏
James Slade 氏

Design and Construction Excellence
参加者として

6

KPF NY

Anthony Mosellie 氏ほか 4 名

ハドソンヤード再開発

7

SHoP

Christopher Sharples 氏
Jonathan L Mallie 氏

バークリーズ・センター再開発

C. 次世代
番号

組織名

Rebuild by Design
招待参加者として

回答者

1

PlayLab

Archie 氏＋ Jeff 氏

2

Family

Dong Ping Wong 氏

3

SO-IL

Florian Idenberg 氏

歴代市長とブルームバーグ

主なトピック
ブルックリン・パークへのプール建設の提案
若手建築家からみた NYC

ニューヨークの都市計画
行政に大きなインパクト

ブルームバーグ市長在任時の主な投資は以下の 3 点

を与えたが、大規模な事

である。イメージ形成に大きく関わる大規模な公園（ブ

業により財政的に圧迫す

ルックリン・ブリッジ公園、スタテン島、ハドソン川

る結果となり、街の規範

公園など）、クイーンズからマンハッタンへの動員を可

が崩れたともされている。

能にした地下鉄 7 号線の延伸とそれに連動したハドソン

背景には連邦政府が

ヤード上空再開発（鉄道車庫の上空開発）、および専門

1965 年 に 移 民 に 関 す る

家による道路交通の詳細な見直しによる歩行者空間、自

法律を変更したことで、

転車道の拡大である。

ニューヨークが大量の移

5 人の歴代市長にさまざまな役職で奉仕してきたとい

アレックス・ガーヴィン氏

民の受け皿になったとい

う都市計画家の重鎮、アレックス・ガーヴィン氏による

うこともあった。治安の悪化により人口の流出が続いて

と、ブルームバーグは偉大な業績を成し遂げたことは確

いたが、エイブラハム・ビーム（1974-77）やエド・コッ

かだが、これらの投資はブルームバーグの施策というよ

チ（1978-89）による財政再建、ルドルフ・ジュリアーニ

りも、歴代の市長の施策が積み上がり、再び大きな投資

（1994-2001）が犯罪を一掃した 1990 年代からは若い人口

ができる体制が整った際に市長に就任したというタイミ

が郊外から都心に戻って来るようになり、観光客も増え、

ングが重要であったという。

税収も安定した。ブルームバーグは、そうした上昇機運

歴代のニューヨーク市長の業績を振り返ると、ブルー

SEPTEMBER 2014

主なトピック

のなかで市長に就任したのである。

ムバーグの業績は、外部から専門家を起用してデザイン

とはいえ、ブルームバーグの就任した 2002 年 1 月は

とプランニング、特にインフラと集合住宅について多く

アメリカ同時多発テロ事件の直後でもあった。9.11 のあ

のプロジェクトを実行したジョン・リンゼイ市長（1966

と、これでニューヨークに人は来なくなる、50 階以上の

年から 73 年にかけて在任）の業績像に一番近いと考えら

建築は飛行機の標的にされるから建てられない、とも言

れる。リンゼイの施策は未だに継続しているものもあり、

われていた。
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オリンピック招致運動が
都市開発そのもののイメージを変えた
しかし、ニューヨークは復活した。テロのあとで消極
的な意見も聞かれるなかで、なぜブルームバーグは大胆
な投資を行うことができたのだろうか。
ガーヴィン氏によると、1996 年から 2005 年にかけて
行われたオリンピックの招致活動が大きかったという。
ニューヨーク市民はかつてロバート・モーゼスが大きな
影響を与えたために都市計画、再開発そのものにアレル
ギーがあり、都市計画＝「何かを壊さないといけない」
とか「引っ越ししなければいけない」
「財政を圧迫する」
というネガティブなイメージがつきまとっていた。
ところが、ガーヴィン氏らがオリンピックに関連した

AIAニューヨーク支部でのヒアリング風景
（2014年3月7日）

招致のための計画を始めたとき、そのプランの概要が知

ひとつは部署を越えて協働できるように『PlaNYC』と

られるに連れ、誰も引っ越ししなくてもいい、むしろ既

いう都市計画の目標を定めたドキュメントが作成された

存のインフラを活用し、効果的な投資を行うことで日常

ことである。それまでは部署どうし、あるいは公共と民

的な課題が解決できる、というポジティブなイメージが

間でルールが違っていたために意見が対立しがちだった

徐々に知られてきた。また才能のある建築家に依頼して

が、共通のヴィジョンをつくってお互いがどうするか話

競技場等の提案を行うことでそれらの目指すところが可

し合われるようになった ＊ 1。

視化され、人々は「これならできる」と思うことができ、
都市開発そのものに対するイメージが変わったという。
ガーヴィン氏はこれを「心理学的な変化」と呼んだ。
その変化は市民だけではなく、行政関係者にも起きた。

もうひとつは、意思決定を早めるためにプロジェクト
の途中承認を同時にひとつのテーブルで行うようにした
ことである。それまでは承認を順番に得る必要があった
が、関係者が集まることにより決済が早くなった。

ブルームバーグ市長のもとでニューヨーク市副市長とし

これらの改革によって公民がお互いにバリアを崩して

て経済開発・再建を担当したダン・ドクトロフ氏はオリ

仕事をしやすくなった。企業経営者であるブルームバー

ンピック招致計画を機に効果的な投資は経済復興に役立

グがビジネス感覚を導入したこと、12 年間在任したこと

つとして都市計画を捉え直した。例えばブルックリンの

で、時間を掛けて専門家とともに制度設計に取り組めた

イーストリバー沿岸部の公園はドクトロフ氏が反対する

ことがクリティカルだったという。

港湾局を説得し、これを実現させたという。
クリエイティブな人選を可能にする設計者選定の仕組み
ブルームバーグ市政と AIAの関わり

的な建築家を起用する仕組み「Design and Construction

家たちはどのように関わっていったのだろうか。ラウン

Excellence」はユニークである。ニューヨーク市も他の大

ス・ジェイ・ブラウン AIA-NY 支部会長らへのヒアリン

都市と同じく設計者選定のプロセスは複雑化しており、

グによると、リンゼイ市長はインフラ整備に力を入れた

実績偏重になっていた。そのため公共建築の設計に特化

ものの建築家は二の次であったのに対し、ブルームバー

しているような事務所に発注が集中し、クリエイティブ

グ市長は建築家の重要性を意識し、配慮がなされていた

なマインドを持った建築家や組織にリーチできないとい

という。

う弊害があった。

それは建築の文化的な価値を認めてというよりも「都

そこで同プログラムは、あらかじめ審査によって設計

市全体のエネルギー消費量を抑えるためには個別の建築

事務所の審査を行い（一次）、そこで選ばれた事務所を

物への対策が重要だ」という現実的な認識が広がること

対象に実施プロジェクトの提案公募を行い、1 位の案を

で、建築の重要性が再評価されたからだという。

選ぶ仕組みである。一次審査は設計事務所の負担を軽減

ただ、リンゼイからジュリアーニに至るまで、ニュー
ヨークの巨大な官僚機構の中で業務は縦割りとなり、建
築家が力を発揮するような場面はほとんどなかった。だ
が、ブルームバーグのもとでいくつかの改革が行われた。
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なかでも 2006 年に導入された公共施設の設計に意欲

こうした都市計画行政の動きに、ニューヨークの建築

するべくポートフォリオのみの簡易な提出物によって行
われ、2 年ごとに更新される＊ 2。
特筆するべきは公募する設計事務所の大きさを分けて
いることで、1500 万ドル（約 15 億円）までのプロジェク
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海外レポート

AIA ニューヨーク支部でのヒアリング

2014 年 3 月 7 日

出席者
・ラウンス・ジェイ・ブラウン氏：AIA-NY 支部会長
・マーガレット・キャスティロ氏：ニューヨーク市 AIA-NY 元会長
・デヴィッド・レズウィック氏：ニューヨーク市都市建設局（DDC）ディレクター
・Thaddeus Dawlowski 氏：都市計画家 ニューヨーク市長室
・Rick Bell 氏：建築家 AIA ディレクター
・Susannah Drake 氏：建築家 ランドスケープデザイナー
・Emma Pattiz 氏：AIA-NY 政策コーディネーター（事務局）
訪問者
・藤村龍至、園田康貴（森記念財団）、山中珠美（森記念財団）
、藤高晃右（通訳）

トに取り組む小さな設計事務所 20 社、1500 万ドルから

具体的なものが含まれる。このフォーマットは建築家が

5000 万ドル（約 50 億円）までのプロジェクトに取り組む

政治家に振り回されずに協働関係を築くために他の地域

大きな設計事務所 8 社は別々に選ばれる。

でも応用可能であり、日本の津波被害に対する建築家の

プロジェクトは図書館や小学校から動物園の中の小さ

動きに学んだものという。

な施設まで多岐にわたり、新築のものもあれば改修のも

新しい市長のもとで都市計画は後退するとささやかれ

のもある。設計料は一定で決して恵まれた条件ではない

ているが、と聞いてみると「12 年掛けて作ってきた制度

が、小さな設計事務所は公共建築の受注実績を、大きな

だから、そう簡単には壊れない」
「新しい市長の方針を

設計事務所も新しい実績をつくることができる。AIAは

実行するためにこそ、私たちの作ってきた制度が必要」

本プログラムのガイドラインづくりに協力している。

と力強い答えが口々に返ってきた。

実際に同プログラムに 3 回選出されている（毎年審査
によって入れ替わるので多くは 1、2 回の選出で、3 回は

オリンピック招致によって都市開発のイメージを変え、
縦割りの弊害を無くすためにヴィジョンの共有を行い、

最多だそう）
「Slade Architecture」の Hayes Slade 氏、James

設計者選定の仕組みを変える。そこで果たした AIA-NY

Slade 氏によると 7 回コンペで勝利したが 1 件はキャンセ

をはじめとする職能団体の役割を振り返れば、日本の職

ル、4 件は保留、実現は 2 件だとのこと。決して順調な

能団体が今、どのような行動を採るべきか、多くのヒン

ケースばかりではないようだが、行政が専門家集団とし

トが示されているのではないだろうか。

ての建築家コミュニティとの協働関係を築き、事業の創
造性を高める試みとしての意義は大きいだろう。
今後の課題としては、施工者選定はまだ入札方式に留
まっていることと、適用されるケースが現在のところ単
一目的のための施設が多く、例えば新しいニーズに基づ

＊ 1 「PlaNYC」http://www.nyc.gov/html/planyc/html/home/

home.shtml

＊ 2 「Design and Construction Excellence」http://www.nyc.gov/

html/ddc/html/design/dc_excellence.shtml

いて図書館と保育園を複合化するなど新しいプログラム
が必要な場合には適用が難しいといった課題があるとい
う。

ブルームバーグ以後

12 年間続いたブルームバーグ市政のもとでの AIAを始

本レポートは、2014 年 3 月に森記念財団「ニューヨーク・東
京比較調査研究委員会（座長：蓑原敬）」の委員としてニュー
ヨーク市を訪れた際のインタビューに基づいて作成されてい
る。アレックス・ガーヴィン氏、AIA-NY ラウンス・J. ブラ
ウン氏へのインタビューは同委員会の中島直人委員のコー
ディネートによるものである。

めとする専門家集団と行政の緊密な連携関係も、市長交
代によって新しい局面を迎えている。
市長選挙に先立ち AIA-NYでは、市長候補者に読んで
もらうために、これまでの業績と新たな提案をまとめた
冊子『A Platform for the Future of the City』の制作が行わ
れた。提案は「都市計画と建築の専門職である副市長の
ポストを新設する」といった政策上の意思決定に関わる
SEPTEMBER 2014

藤村龍至（ふじむら りゅうじ）

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「鶴ヶ島太陽光発電所・環境
教育施設」
（2014）、著書に『批判的工学主義の建
築』
（2014）
『プロトタイピング―模型とつぶやき』
（2014）。
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登録がまだの方はお急ぎください。

詳細は大会ホームページをご覧ください。

（有料）

参 加 者 ま る 得 情 報
エリアの町並み見学のポイント
■倉敷 9/25 ㈭
古き伝統と新しい息吹。倉敷を拠点に活躍する建築家・楢村徹氏の案内
により、文化と産業が交差する倉敷の町並みを見学します。
■岡山 9/26 ㈮ 9/27 ㈯
大会式典会場付近は「岡山カルチャーゾーン」と呼ばれていて、美術・
歴史等見学には最適な散策コースです。
■瀬戸内海
緑鮮やかな大小の島々が織りなす多島美は、心安らぐ瀬戸内の風景です。
ちょっと足を延ばしてみてください。
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参 加 者 ま る 得 情 報
岡山大会のお楽しみポイント
■倉敷ジーンズのコングレスバッグを、受付にてお渡
しします。
■大原美術館（日本で最初の近代西洋美術館）のオー
プニングパーティーでは、絵画展示の見学も可能で
す。
■岡山市内の会場移動に路面電車乗車券を準備しまし
た。
■レセプションパーティーでは、瀬戸内のこだわりの
食材をご用意します。
■岡山備前焼のぐい呑みで乾杯後、お土産にお持ちく
ださい。

●
●
●
●

SEPTEMBER 2014

17

座談会

JIA25 年賞を考える ②

セレクション、アワード、
どちらの性格ももつ賞に
前号から 3 回にわたってお送りする「JIA25 年賞を考える」。賞にはそれぞれ特徴があり、
「セレクション」の意味を持
つものと「アワード」の意味を持つもの両方が存在します。25 年賞の目的は「セレクション」なのか「アワード」なの
か。どちらの方向を強く打ち出していくのか、今回はそれをテーマに議論します。
出 席 者：芦原太郎（日本建築家協会（JIA）会長）
大谷弘明（日建設計）
福島加津也（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）

現状は「アワード」である 25 年賞

実際に、私も審査委員として 25 年賞にずっと関わっ

芦原●この賞が、25 年経った建築に授与する賞だという

ています。そこで議論を毎年繰り返しながら、どういう

趣旨はこれからもずっと変わりません。建築の賞はいろ

作品に賞を授与することに意味があって大事なことなの

いろありますが、その賞を性格づけするときに、アワー

か。誕生した時に名建築として評価された作品と、全然

ドなのかセレクションなのかという考え方があります。

知られていなかった作品とを同列に 25 年経ったところ

大森●記録を見ていきますと、第 1 回から第 3 回までは

でどう評価するのか、そこを争点に毎回みんなで議論を

1 点だけを選んでいます。それからあとは、大賞とそれ

します。

以外の賞を選んでいます。最初の設立趣旨を読めば、そ

地域の中に 25 年間立派に生命を保って、地域の中で

のようなものをなるべくたくさん表彰したいとあります。

輝いている建築を讃えるということがこの賞の評価基準

2007 年度からは大賞をなくして等価に数を多く（年 10

にはあります。竣工当時に必ずしも名建築といわれたも

〜 15 作品）選んでいます。一方、最近はだんだん、その

のでなくても実際に足を運び見に行くと、25 年経っても

中で一番すばらしいもの顕著なものを明確にしたいとい

すばらしい建築がいろんな地域や地方にあることを実感

う議論がタスクフォースでも出てきました。その話は、

します。そうすると、これを拾い上げてもいいのではな

芦原会長がよくおっしゃっているセレクションとアワー

いのかという議論が必ず出てきますが、この賞は基本的

ドの意味とつながっているのではないかと思いますが、

に応募していただくものですから、それらの作品は応募

いかがでしょうか。

されてこない。つまり幅広く応募が来ていないと言えま

芦原● 25 年賞のスタートである第 1 回は香川県文化会

す。どちらかというと有名建築がズラリと並ぶ応募作品

館（設計：大江宏氏）。第 2 回は芦屋市民センター「ルナ・

の中から選ばなければならないことになり、いつも「ど

ホール」
（設計：西澤文隆氏）。第 3 回が代官山ヒルサイ

うしたもんかな」と思いながら選考しています。

ドテラス（設計：槇文彦氏）というように、それぞれ 1

大谷●ジレンマがあるのですね。

点だけが選ばれています。これはやはりできた時も大変
画期的な建築として評価されて、その建築が 25 年経っ

二者択一ではなくて、両方を兼ね備えた賞に

ても立派に社会の中で貢献している姿を見て太鼓判を押

芦原●やはり審査委員としては、少しでも地域の中で立

しますというというように、明らかにアワードとしてス

派に貢献している建築があったとすれば、有名建築とと

タートしたといえます。

もに拾い上げようという思いがあります。

それが 4 回目から住宅部門と一般建築部門と分かれて、

18

思います。

そういうことを考えると、それぞれ地域の大事な社会

かつ大賞も設けられています。

資 産を JI A が 全国的に拾い上げてそれをちゃんとリスト

大森● 4 回から 6 回まではそうですね。

にして記 録していくことに社会的意味もあるし、地域の

芦原●住宅部門、一般建築部門と分かれる中で、数を少

方々にも建 築を考えていただくきっかけにもなるとすれ

しずつ増やしてきています。つまり選りすぐられたア

ば、1 点、2 点を選ぶアワードというよりは、セレクション

ワードから少しずつハードルを下げて、対象を広げてい

というほうが意味があるのではないかと審査をする過程

く方向に流れてきています。けれどもいずれにしても、

では考えています。したがって、今後の 25 年賞の意味

どの作品を見ても有名建築家が設計して、できた時には

を考えると、そろそろもう少しセレクションの方向に幅を

それぞれが話題になったような建物が、25 年経ってもま

広げていくこともいいのではないかなと考えています。

だ立派に機能していることに変わりないですから、基本

大谷●そこで、アワードかセレクションという二者択一

的には現在もアワードだという考え方できているのだと

ではなくて、両方を兼ね備えた賞に持っていけないかと
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写真：小松崎常夫

第１回（1997 年度）受賞
香川県文化会館
（大江宏設計、1965 年竣工）

写真：吉村行雄

第 2 回（1998 年度）受賞
芦屋市民センター「ルナ・ホール」
（西澤文隆設計、1964 年竣工）

写真：門馬金昭

第 3 回（2000 年度）受賞
代官山ヒルサイドテラス
（槇文彦設計、1969 年竣工）

いうのがタスクフォース側が長い間検討した結果でして、

れません。

来年以降は新生 25 年賞として 2 つの段階を設けること

福島●まさにミシュランの格付けのようですね。

を、いま考えています。

大谷●一方でタスクフォースでは、25 年経った建物は、

1 つ目は、支部側で選ぶ 25 年顕彰というものです。こ

もし不動産業者の持ち物だった場合、賞をもらってしま

れは、しかるべき書類を応募者が提出して、それを支部

うと壊して建て直せなくなるのではないかという後ろ向

の側で審査します。本部はこれには口を出さない。完全

きの話も出ています。でも、そういう感覚をもった人た

に各支部が顕彰する建物を選ぶことができます。それを

ちに、建築はもっと長持ちさせなければならないとわ

年間最大 50 件くらいまで選び出し、その 50 件の中から

かってもらい、どう変えていくかという目的もあります。

本部側で 1 年に一回、顕彰建物を集めて、その中から 5

芦原●「あなたの建築は、実は建築の専門家たちが見て、

点ほどの 25 年賞を選ぶ。さらに、その中で 1 点だけ、25

25 年賞にふさわしい、すばらしいものですから、ぜひ

年賞大賞というものを選んではどうかという試案を持っ

登録をお願いします」と建築の価値をオーナーに話して、

ています。

オーナーが設計者にそのことを伝えて応募につながるこ

大森●すごく具体的ですが、その背景を説明していただ

とも考えられます。

けますか。

大谷●現状はそうではないですよね。

大谷●セレクションの趣旨はとてもいいと思います。そ

芦原● 25 年、あるいはそれから先の建築の命を考える

れは草の根運動につながり、公益社団法人としての使命

と、設計者ができることはそんなになくて、設計者より

を果たすことでもあるからです。ただそれだけだと、や

もオーナーができることのほうが大きくなっているので、

はりメディアがもうひとつ注目してくれないのと、建築

ぜひオーナーに分かってもらうことが大事かもしれませ

の所有者、管理者もしくは建築家があまり応募意欲をそ

ん。

そられない可能性があります。けれども大賞を設けると
なると、それはすごく権威のあることになります。

評価基準を明確にして推薦しやすく

大森●やっぱり 1 等賞でなければ駄目だという意欲をそ

大森●そうすると推薦する側が重要です。とにかく JIA

そられるのですね。

の各支部の人たちは全員が推薦委員であるつもりでいて

大谷●アワードとセレクションの両方の面をもたせるこ

いただかないといけないですね。

とがこの賞をさらにグレードアップしていくカギではな

いま、いくつかの該当する項目に丸を付けて、ある程

いかと思うのです。

度以上ならば応募できるという判断基準を作ろうという

芦原●アワードとして大賞作品が社会に強いメッセージ

話が出ていますね。

として発信できるのか、あるいは幅広くきちんとしたセ

大谷●具体的には 9 つの項目を作り、そのうち 3 つ以上

レクションをして、それをデータベースにするところま

に丸が付いたら審査しますというようなことです。単に

で対応できるのか、いろいろ課題は大きいと思いますが、 風雪に耐えて立派に長持ちしているということだけでは
ぜひ頑張っていただきたいと思います。

設計者以外の意識が必要

なくて、建てた時の建築家の思想や哲学をきちんと保っ
ているかもそのひとつです。
大森●ある意味で、それはセレクションのひとつのルー

芦原●セレクションする際に、非常に多くの応募が期待

ルでもあるわけですね。

できるかどうか、その辺が難しいと思います。25 年経つ

福島●大きくは 3 つに分けられます。1. デザインが優れ

と、設計者本人が応募しづらい。でも、
「この作品を、ぜ

ている。2. エンジニアリング、技術がすぐれている。3.

ひ応募してください」と言われたら、それは応募してみ

社会や文化、記憶的な面から景観の向上に役立っている。

ようと思いますよね。やはり地域の中で、支部なり地域

例えば 1 個だけでも、ものすごく深ければいいのかもし

会をベースにサーベイをすることが大事だと思います。

れませんね。これはいま検討途中ですが、評価基準を明

大谷●こちらから押しかけていくわけですね。

確にすることは、セレクションとアワードを同時並行し

芦原●そして「ぜひ、これは登録しないわけにはいかな

て行う際のキーポイントです。

いですから」という説得活動のようなものが必要かもし

（2014 年 6 月 24 日 JIAにて収録）
次号へつづく
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新国立競技場をめぐる動き
7 月 7 日に開催された、独立行政法人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）が 7 月 17 日付で JSCに提出した質問書、および 8 月 1 日付の追加質問書に対する回答がありました。ここ
（説明会・質問書につきましては JIAの HPおよび『JIA MAGAZINE』306 号 p.14 を参照下さい）
に概要を紹介します。

7 月 17 日付の質問書に対する回答（8 月 8 日付）
8 万人集客イベントの費用対効果を検討した新国立競技場の

1.

5. スケジュール、解体工事については？
〈回答〉現国立競技場の改修は、設計の前提条件に関し解決困難
な課題が多く、既に文部科学省において、改築（建替え）を前提
とした予算措置が講じられている。また、安倍総理の IOC 総会

機能と需要予測は？
〈回答〉8 万人集客を見込めるスポーツ大会として、サッカー日本
代表戦等の年間数試合程度を想定。50 年、100 年の使用を前提に

（2013. 9）での発言の中で「他のどんな競技場とも似ていない真
新しいスタジアム」として世界に発信されている。

既に開催が決定しているラグビーワールドカップ、オリンピッ

改築（建替え）工事については、2019 年ラグビーワールドカッ

ク・パラリンピック競技大会のほか、FIFA ワールドカップや世

プ開催に間に合わせるために来年（平成 27 年）10 月に工事着手を

界陸上など、大規模な国際競技大会においても、8 万人の集客が

予定し、その前提として解体工事を行う。本年 6 月に実施した解

見込めると想定。

体工事の入札が不落となり、既に解体工事の着手が当初の予定よ

8 万人集客を見込める大規模コンサートは、年間 10 数回程度を想
定。実現の可能性は音楽関係団体へのヒアリングを通じて検証。
基本設計段階での需要予測を含めた事業収支については、現在、
政府部内と調整中であり、調整が整った段階で公表する予定。

2. 現時点での建設コストに則した建設費は？
〈回答〉昨年末
（平成 25 年 12 月）に政府方針案として示された工事
（2013 年 7
費の上限額は、本体工事 1,388 億円、周辺整備 237 億円
月時点の単価消費税 5％ベース）であり、基本設計
（案）はこの範囲
内において設計。建設費の費用負担については文部科学省が関係
機関と調整中で、今後、政府部内において調整が行われる。

3. 維持管理費の詳細な算出根拠は？
〈回答〉フレームワーク設計段階においては、現競技場や類似施
設等の実績を踏まえ維持管理費を約 40 億円／年と試算。基本設

り遅れている。2019 年ラグビーワールドカップ開催に確実に間に
合わせるためには、これ以上の遅延が許されない。
現状において解体工事を先送りすることは困難。仮に、解体工
事を先送りする場合、工事期間を短縮する実現可能な技術的工夫
が必要である。

6. 早期に第 2 回会議（公開方式）の開催の意思は？
〈回答〉今後、JIAと相談のうえ進めていきたい。

8 月 1 日付の追加質問書に対する回答（8 月 22 日付）
以下の A ～ Hについて、基本設計案での全蓋案と「観客席だけに
屋根をかける」案双方のメリット・デメリッ卜は？
〈回答〉開閉式遮音装置は、周辺地域への音漏れ等の配慮や収益

計段階での図面等に基づく維持管理費を含めた事業収支について、

性の観点からサステイナブルな運営を考えたときに必要不可欠。

現在、政府部内と調整中。調整が整った段階で公表する予定。

A：景観環境への影響について

（維持管理費の内訳は 8 月 1 日付けの回答書に添付）
改修を断念した理由は？

4.

現状出されている複数の改修案

のメリット・デメリットは？
●改修を断念した理由

開閉式遮音装置は、文化イベントの開催時を中心に限定的に閉め
ることを想定。現時点では年間 20 日程度（約 5％程度）と見込まれ、
景観環境への影響はほとんどないものと考えられる。また、絵画
館や神宮外苑いちょう並木からは、開閉式遮音装置を見ることは

〈回答〉

困難。景観には影響を及ぼさないと考えられる。

・ 現在の国立競技場を建築基準法等の構造基準に適合させるため、

B：自然芝育成保護に関する問題

相当規模の耐震改修工事が必要。
・ 現在の国立競技場は、東側スタンドの増築部分について、①道

開閉頻度は極めてわずかなため、開閉式遮音装置による芝の育成
への影響は極めて少ないと考えられる。

路越境、②絵画館敷地への日影規制に関し不適合（既存不適格）

C：可動式屋根の設置に関する諸問題

となっており、改修の際に対応が必要。

開閉式遮音装置は、音楽イベントを実施する際に、近隣住民対し

・ 国際基準等に対応するため、8 万人席の確保、観客席への屋根

て音の伝搬を軽減するための必須の装置。設置しない場合、開催

設置（開閉式遮音装置を含む）、バリアフリー・ユニバーサル

に大きな制約がある。

デザイン対応、ホスピタリティ機能の確保などが必要。

D：イベントホールの機能に関する問題

・ 改修工事完了後の引っ越し等の準備期間を含めて、2019 年のラ

上述 C のとおり

グビーワールドカップ開催に間に合わせることが必要。

E：建設に関する諸問題

以上から、現国立競技場を改修により現在の建築基準法に適合

難易度の高い工事であると考えられる。

させるには、相当の制約が発生。改修計画の難易度は極めて高く、

F：社会的イメージ

費用の大幅な軽減もなされない。現時点で改修計画に切り替えた

質問の主旨が理解できないとして回答なし。

としても 2019 年ラグビーワールドカップに間に合うように改修

G：年間予想維持費

計画・工事を進めることは事実上難しい。

基本設計段階での開閉式遮音装置の維持管理費は、修繕費用、電

●複数の改修案について

気代等を含め、年間約 2,500 万円（更新費は除く）と試算。

JSCが 2011 年に策定した改修基本計画、複数の建築家から提案

H：年間予想収入

されている改修計画案、いずれの案も設計の前提条件（現行法規

基本設計段階において、開閉式遮音装置を設置しなかった場合、

制への適合、競技場機能の確保、スケジュールの確保）のすべて

収入全体で約 10.8 億円、収支差では約 8. 6 億円の減収と試算。

を満たすことはできていない。
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針とスケジュールについて報告が行われ、見直し方針については

■ 理事会報告

「JIA 建築家大会 2014 岡山」で議論を深めることとしている旨の

第 221 回理事会速報
日

時：2014 年 8 月 21 日（木） 13 時 30 分～ 17 時 10 分

場

所：建築家会館 1 階大ホール（集合方式会議）

【審議事項】

1． 入退会承認の件
入会 36 名（正会員 5 名、専門会員 1 名、ジュニア会員 6 名、学生
会員 9 名、個人協力会員 3 名、法人協力会員 12 名）
、会員種別変
更 16 名（シニア会員 8 名、専門会員 4 名、個人協力会員 4 名）
、退
会 26 名（正会員 22 名、ジュニア会員 1 名、法人協力会員 3 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。
2．「フェローシップ委員会」・「建築家資格制度委員会」・「JIA 環境会
議」委員等の異動承認の件
フェローシップ委員会 2 名の委員委嘱と 1 名の解嘱、建築家資格
制度委員会の委員長委嘱と解職と委員委嘱、JIA 環境会議の 15 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．「JIA 建築相談会議」の設置及び議長承認の件
全国会議「JIA 建築相談会議」の設置と同会議議長につき、出席理
事の過半数以上の賛成をもって承認された。
4 寄付金等取扱規程の件
「寄付金等取扱規程」案について審議の結果、出席理事の過半数
以上の賛成をもって承認された。
なお、寄付に伴う税額控除制度（法人、個人）について、調査確
認の上、今後広報していくことが確認された。
5 小規模建築用の四会連合協定建築設計・監理業務委託契約書類に
ついて
小規模建築用の四会連合協定建築設計・監理業務委託契約約款に
ついて、今後行政との折衝により多少の修正があることを了解の
上、出席理事の過半数以上の賛成をもって承認された。
6． 2014 年度 JIA 事業活動助成要領（案）について
2014 年度 JIA 事業活動助成の要領について、次年度以降の各支
部・地域会等からの申請締め切り時期を含め一部修正の上、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． 新国立競技場及び東京都による五輪関連施設整備に関する JIAの
対応について
芦原太郎会長、上浪寛副会長より、新国立競技場及び東京都によ
る五輪関連施設整備に関する状況及び JIAの対応について、報告
が行われた。
2． 資格制度の見直し方針とスケジュールについて
大澤秀雄職能・資格制度委員会委員長より、資格制度の見直し方

報告が行われた。
3．「国連防災会議」について
岡部則之災害対策委員会委員より、2015 年 3 月に開催される「第
3 回国連防災世界会議仙台」のパブリック・フォーラムへ、建築
5 団体での参加及び JIA 独自での参加を検討している旨の報告が
行われた。
4．「JIA 建築家大会 2014 岡山」について
龜谷清中国支部支部長より、9 月 25 日〜 9 月 27 日まで倉敷市・岡
山市で開催される「JIA 建築家大会 2014 岡山」の登録状況の報告
と各支部からの参加要請が行われた。
5．「JIA 建築家大会 2015 金沢」について
近江美郎北陸支部支部長より、2015 年度の大会は、金沢で 9 月 17
日〜 9 月 20 日に開催する方針で進めている旨の報告が行われた。
6．フェローシップ委員会からの報告
道家駿太郎フェローシップ委員会委員長より、委員会としての会
員種別移行に関する見解、
「JIA 建築家大会 2014 岡山」でのフレッ
シュマンセミナー、全国地域会長会議について、報告と参加要請
が行われた。
7． UIA ダーバン大会の報告
岩村和夫国際交流委員会委員長より、8 月 2 日〜 8 月 10 日に南ア
フリカ・ダーバンで開催された UIA 理事会・大会・総会について、
報告が行われた。
8． 後援名義の件（会長専決）
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。
9． 横浜市との「まちづくり・建築分野の問題解決に係る包括連携協
定」について
筒井信也専務理事より、神奈川地域会が横浜市と「まちづくり・
建築分野の問題解決に係る包括連携協定」を締結したことについ
て、報告が行われた。
10．香芝市・広陵町との「災害時の被災建物に関する応急活動等に係
る協定」について
松本敏夫副会長より、奈良地域会が香芝市・広陵町とそれぞれ
「災害時の被災建物に関する応急活動等に係る協定」を締結した
ことについて、報告が行われた。
11．特定非営利活動法人建築文化継承機構について
森暢郎副会長より、建築文化継承機構が東京都から特定非営利活
動法人が認可されたこと及び JIA・KITとの活動に関する三者覚書
を今後交わすこととなる旨の報告が行われた。
12．香川県立体育館について
野村正人四国支部支部長より、香川県立体育館（丹下健三氏設計）
の耐震改修に伴う現在の状況について、報告が行われた。

新規正会員入会承認者
● 2014 年 8 月 21 日承認
北海道支部

5名

齋藤弘源（一級建築士事務所 H.S.A.）

関東甲信越支部

山下祐平（㈱飯田善彦建築工房）、小山将史（一級建築士事務所小山将史建築設計事務所）、小後摩博明（一級建築士事務所オ

ゴマプランニングスタジオ）
東海支部
他

野々川光昭（㈱オウ環境設計事務所）

専門会員 1 名、ジュニア会員 6 名、学生会員 9 名、個人協力会員 3 名、法人協力会員 12 名
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■ 本部便り

四会連合協定 小規模建築物用の建築設計・監理業務委託契約書について
四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会運営委

約書類の改正の検討も視野に入れつつ、利用意向の多い小規模建築物

員会は平成 25 年 9 月に実施した独自のアンケート調査の結果により、

用の四会連合協定建築設計・監理業務委託契約書類を作成・発行して

既存の四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款について、
「内

いくことを決定しました。

容項目が多く、理解するのに時間を要する」、
「発注者に内容を理解し

JIAでは先の第 221 回理事会にておいて、この契約書類に含まれる

てもらうのが難しい」
、
「不必要な書類もセットになっている」などの

約款を、今後行政との折衝により多少の修正があることを了解の上承

声があること、また「戸建て等の小規模建築物用の設計・工事監理契

認を行いました。

約書類」を作成した場合の高い利用意向があることを受け、既存の契

UIA ダーバン大会の開催について
3 年に一度行われる UIA 大会が 8 月 2 日〜 8 月 10 日に南アフリカ・
ダーバンで開催されました。
（UIA 理事会・総会も同時開催）

JIAはブース展示を行い、東日本大震災発生後の JIA 東北支部会員と
震災からの復旧・復興の関わりを伝える投影映像とパネルデータや、
伊東豊雄氏や坂茂氏の被災地での取り組みを紹介しました。

UIA 大会 JIA 展示ブース

JIAの主催による JAPAN FORUMおよび基調講演では、伊東豊雄氏
が講演し、圧倒的な集客で、大会中最も関心を集めたイベントとなり
ました。
また、
「UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards 2014（
」
「UIA
建築と子どもゴールデンキューブ賞」）においては、日本推薦作品と

UIA 大会会長選挙の模様

なった「子どもたちが応援する歴史的建造物の震災復興〜地域・小学

次回 2017 年は韓国・ソウルにて開催される予定です。2020 年の大

校等との協働プロジェクト〜」
（建築と子供たちネットワーク仙台）が

会開催地について総会でパリ、メルボルン、リオデジャネイロによる

最優秀賞（組織部門）を受賞しました。

投票が行われ、決選投票の結果、ブラジル・リオデジャネイロに決定

同 時 開 催 さ れ た UIA 総 会 で は、2014-2017 年 の UIA 会 長 に Esa

Mohamed 氏（マレーシア）が選出されました。

しました。
次号にて、詳細な大会報告を掲載致します。

公益事業委員会より事業助成のお知らせ
今年度より JIAの公益性をより高め、活動を継続し・発展に寄与す

このたび、本年度第 1 回目の申請受付を開始します。詳しくは本部

べく、本部・支部・地域会が実施する公益目的事業に対して助成制度

ホームページに要領を掲載していますので、ご確認ください。

が開始します。毎年 2 回、申請のあった事業のうち、その年度の重点

※第 1 回の申請受付締め切りは 2014 年 9 月 30 日㈫です。申請予定の

分野（2 つ）を中心に審査の上、事業種ごとに 30 万円を下限として助

方はお早めにお手続きください。

成いたします。
（小口助成の場合あり）

建築家のあかりコンペ第 1 次審査
「第 8 回建築家のあかりコンペ 2014」第 1 次審査が 8 月 28 日㈭に JIA
にて開催されました。本年のテーマは「身体にちかいあかり」として

LEDを使用した照明のアイデアが求められました。第 1 次審査では、
59 の応募作品の中から 7 点の入賞作品が選出されました。
入賞者はバンバタカユキ、大関美奈子、大林元、萬代基介、小野
優、山梨知彦、大成優子（敬称略）の 7 名。
また、第 2 次公開審査は、JIA 岡山大会において開催されます（9 月

27 日㈯、岡山ルネスホール）。どなたでも参加できますので、奮って
ご来場ください。
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第 1 次審査後
入賞作品を掲げる
審査員の皆さん

審査員
妹島和世（建築家・審査委員長）、渡邉顕彦（建築家）、岡安泉
（ライティングデザイナー）、戸恒浩人（ライティングデザイ
ナー）、前芝辰二（大光電機株式会社代表取締役社長）、芦原太
郎（JIA 会長・特別審査員）
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BOOK 書籍紹介
『三重の建築散歩 ̶ 歴史を語る建造物とまちなみ 50 選』
三重県内に現存する建築や町並み 50 作品を収録した 1 冊。JIA 三重と月兎舎

2013 年 3 月刊

の協働により、5 年に及ぶ取材、連載を経て刊行しました。

企画・編集：JIA 三重地域会
撮影：川合勝士

「世界に誇る伊勢神宮以外にも、建築家の目線で三重県内を見渡せば、随所
にすばらしい建築や町並みがある。

発行：月兎舎

自然力を活かす民家の智恵、歴史や地場産業を物語る集落、意匠に宿る職人

頁数：144 頁

の技や遊び心、西洋文化との融合、大胆な空間構成の現代建築。そして「木」

判型：B5 判

の可能性を追求した最新の大型建築。
」
（編集後記より）

価格：本体 1,500 円＋税

三重県下の書店、Amazonなどで発売中です。

編集後記

時代はスローになっている感があるものの、テクノロジー

ニューヨークの状況を報告していただきました。今世紀に入って

変化には、私などもついていくのが精一杯のところがありま

び漏れ聞きますが、その背景として建築家をうまく登用する制度

の更新のスピードは相変わらずで、例えば情報環境と機器の
す。それは設計環境においても同様であり、新しいテクノロ
ジーをいかに使いこなすのか、難しいものです。少し前に登

場した BIMも、基本的な仕組みは理解していても、はて実

際に自身の設計において使うべきか、判断に困っている方も
多いでしょう。

からニューヨークという大都市が再生されたという話は、たびた
が作られていたのです。活気のある魅力的な都市空間の創造に、
デザイナーが必要とされ、そのために必要な制度設計がなされま
した。建築家が社会に貢献できるかは、建築家の設計力がまずは
問われますが、それが適切に活かされる仕組みもまた重要です。
表紙は、村野藤吾氏の、
「宇部図書館」のスケッチです。笠原一

今号では、新居千秋さんと山梨知彦さんに、アトリエ事務

人さんは、グンナール・アスプルンドのストックホルム市立図書

ついて詳しく話をしていただきました。先駆けて大いに活用

合わせといえば、
「箱根プリンスホテル」
（1978 年）が思い起こさ

所と組織事務所という異なる立場から、BIM 利用の現状に

されているお二人にすれば、おそらく隠しておきたい情報も
今村創平

あるのでしょうが、手の内をすっかり見せてくれています。
収録の当日は、話が弾み過ぎるほどで、お二人の達者な話術
をそのままお伝えできないのが残念です。

藤村龍至さんには、ご自身が現地でヒアリングされた、

館の影響を指摘しています。村野氏の作品で、正円と矩形の組み

れますが、外観からすると四角い箱に円筒が載った「宝塚市役所」

（1980 年）の方が、アスプルンドの図書館に似ているかもしれま

せん。こうして何十年も経ながら建築のモチーフが継承される、
その妙味を、表紙のスケッチは伝えてくれています。
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