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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
2014 年度 JIA 傷害総合保険

事務 所員のもしものケガに

就 業中 のみ補償 プラン
年間保 険 料 6 ,0 0 0 円より

（ 月額に換算するとわずか5 0 0円より）

地 震・噴火 またはこれらによる津 波による
ケガの補 償付き（ 天災危険 補償特 約）
プラン名

N1

死亡・後遺障害
入院日額
手術保険金
通院日額
年間保険料

133 万円

N2
265 万円

N3
398 万円

5,000 円
10,000 円
15,000 円
〈重大手術の場合〉
入院保険金日額の 40 倍
〈重大手術以外の場合〉入院中の手術：入院保険金日額の 20 倍
外来の手術：入院保険金日額の 5 倍
2,500 円
5,000 円
7,500 円
6,000 円

12,000 円

18,000 円

（保険期間 1 年、職種級別 A 級、団体割引 5％、天災危険補償特約、就業中のみの危険補償特約、
手術保険金倍率変更特約、重大手術保険金倍率変更特約）

■加入資格
■保険期間
■申込締切
■申込方法
■保 険 料

JIAの会員および会員がいる事務所に勤務する役員・従業員の方
（2014年12月1日時点で満69歳以下）
2014年12月1日午後4時～ 2015年12月1日午後４時（1年間）
2014年11月7日㈮まで
本誌に同封する〈資料請求FAX依頼書〉を送信ください。
（後日、下記提携代理店よりご連絡させていただきます）
年1回払（11月25日㈫までにお振込）

※この案内は概要を説明したものです。
資料請求・詳細につきましては、下記代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求先
【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 （受付時間：平日9：00 ～ 17：00）
		

〒100-8965 東京都千代田区霞ヶ関3-7-3 TEL：03-3593-6453 FAX：03-3593-6751
｢損害保険ジャパン日本興亜株式会社｣ は、損保ジャパンと日本興亜損保が2014年9月1日に合併して誕生した会社です。

【幹事代理店】 株式会社建築家会館 （受付時間：平日9：00 ～ 17：00）
		
		

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16 TEL：03-3401-6281 FAX：03-3401-8010
http://kenchikuka-kaikan.jp
E-mail：kenchikuka_kaikan@nifty.com

【提携代理店】 株式会社安田システムサービス（受付時間：平日9：00 ～ 17：00）
		
		

〒163-1529 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 29Ｆ
TEL：03-3340-6497 FAX：03-3340-5700
SJNK14-07028（2014.8.21）
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［丹下健三］

ナイジェリア新首都アブジャ中心地区
マスタープラン１９８０

建築家のスケッチ

西アフリカのナイジェリアは、宗教も民族も異なる 3 つの地域が 1960 年
連邦制として英国から独立を果たした。首都ラゴスは国の西端にあった。3
つの地域間ではビアフラ戦争などの部族間の対立が続いたため、1976 年国
の統一を目指して中央サヴァンナ地帯に新首都移転を決定した。
マスタープラン作成のための国際コンペが 1979 年に行われ、丹下健三
チームが選ばれた。
敷地の正面には、信仰の対象となっていた巨大な 1 枚岩のアソ・ヒルが控
えていた。その頂上から都市軸を引くことからアーバンデザインは始まった。
広大な敷地にプランをつくっていくには常に手がかりを求めていかなければ
先に進まない。特に都市のスケールは、実感が摑みにくい。私達はブラジリ
アがワシントンを下敷きにしているのに気づき、240メートルのグリッドを
サヴァンナに引いていった。そしてブラジリアを参考に、北に三権を半円形
ゾーンにまとめ、軸線上に国会議事堂を配置し、西に大統領府、描かれてい
ないが東に最高裁判所が配置された。軸線上を南に下がっていくと 240メー
トル幅のナショナルモールがつくられその両側は省庁ゾーンとなる。その南
側に都市軸に直行する文化軸がつくられている。その交点は市役所で、文化
軸上には国立図書館、国立美術館、国立劇場、国営放送、キリスト教会、国
立モスクなどが配置されている。
このスケッチはアーバンデザインを決定していく初期の打ち合わせで、議
論をしながら丹下健三が茶色のコンテで絵を起こしていったときのものであ

古市徹雄︵古市徹雄都市建築研究所︶

模型：村井修撮影

る。長さは 1メートルほどで、議論中、決まったものから思い切りよく強い
タッチで描かれている。丹下は意を決するとそれまで頭の中にたまっていた
イメージ、アイディアを一気に自信に満ち溢れて表現していく。
このスケッチで大事なことは、当初から国会議事堂を設計することを意識
していて、丹下の頭の中では都市のスケールから建築のスケールまで計算に
入れて描かれていたことだ。1980 年の初秋の頃ではなかったか。
私は出来上がった図面を元にこの計画の実現に、マラリアに悩まされなが
ら現地に 3 年ほど滞在した。
現在、アブジャはヨーロッパ各国から国際便が飛ぶ、人口 100 万ほどのア
フリカ有数の大都市である。

Googleで Abujaを開くと現在のアブジャがサヴァンナの中に見えてくる。
これだけの首都を日本人が設計したことを、多くの人に知っていただきた
いと思っている。

22

特集

ネクスト：建築家のこれから 7

大規模な空間構造デザインの魅力と課題
斎藤公男氏に聞く

斎藤公男さんは、東大生研で学部・大学院と坪井善勝先生の下で学び、その後約 50
年間日本大学で教鞭を取りながら、空間構造、大スパン建築に取り組まれてきました。
Architectureと Engineering Designとの融合・触発・統合の様相を意味する「アーキニ
アリング・デザイン（AND）」を提唱し、現在は 2013 年末に立ち上げた「アーキニアリン
グ・デザインフォーラム（略称 A-Forum）」を拠点に学生や後進の指導と共に構造デザイ
ンの活性化に当たられています。斎藤さんに大規模空間の構造デザインの魅力や新国立
（『JIA MAGAZINE』編集長 今村創平）
競議場の課題についてお話ししていただきました。

新国立競技場に対する 2 つの気持ち
今村

斎藤先生に今日は「大規模な空間構造デザインの

魅力と課題」というテーマでお話をうかがいます。
斎藤

魅力と同時に、いろいろな課題もありますので、

り得るのかもしれませんが、その先の具体的な戦略が見
えません。それが私自身納得できなくて、動けないので
す。
一方、国際コンペの時の状況を考えると、審査員の方
も言っていますが、とにかくオリンピックを取るために

その両方が向き合うような形で考えてみたらどうかと

選ばれたという視点を強く感じます。私は、ザハ・ハ

思っています。

ディドさんはあまり身近に感じていませんが、しかし、

私も JIAの会員ですが、最近、特に昨年から新国立競

彼女が持っている現代的な強いアピール性みたいなもの

技場に関して、槇文彦さんはじめ皆さんのいろいろなご

を、正直少し見たいと思っているところもあります。若

意見を聞かせてもらいました。当然、新国立競技場案に

い人たちも、おそらくそういう建築があれば、やはりデ

ついても賛成、反対両方の意見があります。その中で、

ザインの持っている今日的な力のようなものを感じるこ

この『JIA MAGAZINE』の「とにかくいろいろな立場の

とができるのではないでしょうか。それをそう簡単に否

人の対話の場所を提供したり、社会に公開していく」と

定できないと思うのです。夢を形にするということは建

いう姿勢には共感できるものがあります。市民が納得で

築のひとつの魅力でもありますから。

きる形でオリンピックに向けたプロジェクトが前へ進む
べきだということには、私も賛成です。

大学を卒業してからの 50 年間を振り返ると、私は空
間構造や大スパン建築にずっと取り組んできました。自

とはいえ、じつはいま私の中に 2 人の自分がいると感

分がいままで学んできたものや、得た知見や失敗も含め

じていて、その矛盾に日々自問したり、葛藤したりして

ていろいろなことがありますから、せっかくこの新国立

いるような心境です。

競技場を実現させるのなら何か貢献したい、役に立ちた

そのひとつは、槇さんのさまざまな主張あるいはシン

いという思いが、エンジニアとして正直あります。この

ポジウムを通じて皆さんが発言している問題提起です。

案を本当につくっていいのかなという思いと同時に、日

景観論から始まって、もう少し具体的な技術も含めてプ

本が納得できるようなものを世界に示したいという気持

ログラムやコストの問題などについてかなり具体的な疑

ちもあります。

問が投げかけられています。オリンピック終了後には新
しい未来に向けて新国立競技場を子どものための施設に
しようという意見には私も賛成です。伊東豊雄さんや大

私が専門にしてきたことのルーツをたどると、国

野秀敏さんが提案されている、改修して再利用したり仮

斎藤

設にするという考え方もあると思うのです。

立代々木競技場（1964 年、以下、代々木体育館）に行き

ただ、それに共感を覚える一方で、国際コンペを行っ

着きます。この大きな国家的プロジェクトに、一番下っ

た日本が世界に向けてどうやってその方向転換を説明す

端ではありましたがスタッフの一人として参加できたこ

るのか、そしてその説明を誰がするのかを考えたときに、

とが、おそらく私の建築に関わる人生のすべてのスター

本当にその方策があるのか、そこで日本における立場を

トになっています。その一種 DNA 的なものを、いまま

明確に説明できるのか、それが非常に疑問なのです。

すます強く感じているのです。

大々的に国際コンペをして、結果をアナウンスし

いまから 50 年以上前の 1961 年、私が大学院 1 年生の

たものに対して、そう簡単に撤回して良いものか、外か

初冬の頃、高山英華さんのところへ丹下研と坪井研のメ

今村

ら見れば、その事情は分からないわけですよね。

ンバーが 50 人くらい集まって、代々木体育館の設計が

コンペ以前の要項の検討や作成の話なども全部絡

スタートしたことをいまでも覚えています。とにかく非

んできます。誰かがそれを引き取って何かやることはあ

常に時間がない中で、できるだけ参加者全員の知力と情

斎藤
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熱を集めようとしたのだと思います。まずは模型による

うものだと思っていました。ある意味では特異な世界

イメージ・デザインから始まりました。最初は 30 個く

だったのかもしれませんが、私にとっては、それがひと

らいの模型を個人やグループでつくって、それをディス

つの有り様というか規範になったのです。

カッションしながらふるい落としていく。丹下健三さん
は、自分からバンと「これをやるんだ」と言うことはあ
まりありませんでした。でも、ご自身のやりたいところ

代々木体育館と新国立競技場
構造デザインと建築デザイン両方を同時に一緒に

はちゃんと押えていたと思います。その中で神谷宏治さ

斎藤

んの都市的な考え方や、川口衞さんの吊り橋から発想し

やることは、今風にいえばホリスティックなデザイン、

た半剛性吊屋根など、若手の人たちが十分に活躍するよ

つまり総合的なデザインが本当の建築デザインであるこ

うな場を丹下さん、坪井さんが与えながらまとめていく、 とを非常に感じたのです。大きくいえば、都市と建築、
そのプロセスがとても印象的だったのです。

あるいは建築と構造、空間と環境・設備。構造のフィー

まさにプロジェクトが動きだした段階、斎藤先生

ルドでいえば、全体の建築形態と構造システムはどう融

は代々木体育館の設計の一番最初の頃からずっと見てい

合するのか、そのディテールはいったいどうなのか、施

らしたのですね。最初の頃から完成までを間近で見たこ

工法をどうするのかなどが、少なくとも分かる範囲で基

とは、ものすごく興奮されたでしょうね。

本設計の段階からかなり意識して落とし込む、それがた

今村

興奮しましたね。建築家とエンジニアが、こんな

ぶんホリスティックデザインなのだと思います。図面が

にも組んずほぐれつして、ひとつの建築をつくり上げて

できたから「はい、現場でお願いします」というのでは

いくものなのかを実感しました。時には、丹下さんは構

なくて、一緒に考えながらつくり込んでいくのが、空間

造のことを本当に一所懸命にしゃべり、坪井先生は時折

構造の特徴なのです。そこでは形態と技術を含めて、構

飲みながら「俺はデザイナーだ」と言ったりするのです

造的合理性が非常に重要なのだと思います。そのことと

が、そういう建築家とエンジニアが 1 対 1 でつくり込ん

いまの新国立競技場の有り様を比べた場合、うまく説明

でいくことがデザインだ、それが構造デザインであり、

できませんが、とにかく通常の建築とは違った世界があ

建築デザインであると信じたというか、最初からそうい

るので、それをちゃんと見ていかなくてはいけないで

斎藤

斎藤公男（さいとう まさお）
1938 年生まれ。前橋市出身
1963 年

日本大学大学院修了（坪井善勝研究室）

1991 年

同大学教授

1973 年
2008 年
2007 年

日本大学建築学科助教授
同大学名誉教授

日本建築学会会長（第 50 代）

2013 年より A-Forum 代表

酒田市国体記念体育館、出雲ドーム、唐戸市場、静岡エ

コパスタジアム、山口きららドーム、京都アクアリーナ、
金沢駅もてなしドームなどの構造デザイン。

建築学会業績賞、教育賞および IASS 坪井賞、トロハ賞
などを受賞。

主著に
『空間 構造 物語』
『
、新しい建築のみかた』

OCTOBER 2014

5

TypeD

TypeC

イメージ・テクノロジー共有型
（美しく合理的に）

Technology

TypeB

テクノロジー先行型
（合理的なものを美しく）

Engineer

空

間

Architect

技

Image

TypeA

イメージ先行型
（美しいものを合理的に）

TypeD

TypeC

イメージ・テクノロジー共有型
（美しく合理的に）

Technology

TypeB

テクノロジー先行型
（合理的なものを美しく）

術

Image

Technology

想像力

実現力

Engineer
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2つのベクトル

図2

デザインプロセスにおける2つのベクトルと4つのタイプ

空

しょう。

斎藤

間

技

術

そういう見方があるのかもしれません。とはいい

また、新国立競技場と代々木体育館が引き合いに出さ

Image
Technology
ながら、それを本当にやるのであれば、やはり日本とい

れるのは、何といってもスケールです。代々木体育館

う中でそこから先の工夫をする必要があるのではないで

に対して新国立競技場のメインスパンは約 3 倍ですから、

しょうか。オリンピックを招致するためにザハの案が選

想像力

実現力

面積は約 9 倍、体積にすると 20 倍を超えるスケールな

ばれたことも一理あるかなと思うのです。案を並べたと

のです。私も結構大きいドームを手掛けていますが、そ

きに、ヘリコプター目線でいえばやはりインパクトがあ

れでもちょっと想像力が追いつかない。それを軽々と

るから。しかし一度ザハに対して「国際デザイン・コン

ジャンピングしていることが、いまいろいろな意味で問

クール」の監修者としての立ち位置というようなしくみ

題を抱えていると思います。小さい模型からだんだんリ

をしっかりつくって、当選案を日本に落とし込むときに

アリティをつくっていった代々木体育館のプロセスか

はどういうことがあり得るか、そこで一呼吸置くべき

ら見ると、違和感というか「どうなのだろうか」という

だったのではないかと。そのことを何としても審査員の

不安があります。それが、代々木体育館がもたらした

専門家に提言してほしかった。
「たら・れば」の話では、

DNAから見たときの新国立競技場の感想ですね。

そう思うのです。
外乱条件も日本と海外では違うわけですし、その難し

国際コンペ当選案を日本の条件に落とし込む
今村

コンペの宿命として、今回もオリンピックのシン

さは日本人が一番分かるから、今回の場合もどこかでそ
れが検証できる可能性やしくみをつくるべきだったと思
いますが、私達も気がつくのがちょっと遅かったですね。

ボルというように、何かインパクトがあるものが必要な

もう少し早く何かできればよかったのかもしれないと反

ためにコンペが使われている場合があります。コンペは

省しています。

ホリスティックなことのファーストステージになるべき

今村 「まあ、問題なくやっているんだろうな」という

なのに、どちらかというと形態のほうが先走りしてしま

感じで傍観してしまったところが問題だったのかもしれ

うことが往々にしてあるようです。

ません。

斎藤

コンペのアイコン的なものが形になった典型的な

斎藤

北京オリンピックの頃から、コンペの有り様が変

ものに、北京の「鳥の巣」
（2008）があります。映画を見

わったのでしょうか。ITが前面に出てきて、時代が何

ると設計者のヘルツォーク＆ド・ムーロン本人たちでさ

か変わったのかなという印象を受けます。うまくいった

え驚くくらい、CGどおりにできたようですね。

ときはいいですが、コンペで当選したもののなかなかう

だけど、日本における国際コンペを見ると、東京国際

まく進まなかったり、実現できなくなってアンビルドに

フォーラム（1996）にしても、さいたまスーパーアリー

なってしまう。何か重要な問題を抱えている感じがしま

ナ（2000）、横浜港大さん橋国際客船ターミナル（2002）

すね。そういう意味では、日本でいままでやってきた国

などにしても、決してコンペの案そのものの形でできて

際コンペでつくられた大空間建築は、意外と日本の知恵

いるわけではありません。それは、日本で基本〜実施設

や文化を取り入れてうまくやってきたと思います。

計を行う段階で、日本のエンジニアたちが、もみ合いな

大空間建築は、その時は必要でもその後どうするかと

がら、実現性の視点からアレンジして、システムを構築

いう大きなテーマがあります。例えば、東京ドームの参

しながらやっているように思います。それが今回はどう

考にされた「シルバードーム」が東京ドームの 10 年くら

なのでしょうか。

い前にポンティアックでできたのですが、いまはもうほ

今村

日本で行われる国際コンペは、東京国際フォーラ

とんど廃墟になっている。また、ごく最近だと、宮崎

ムのラファエル・ヴィニオリや、関西国際空港（1988 〜

のリゾート施設「シーガイア」
。人工波と開閉屋根で話

1994）のレンゾ・ピアノ、横浜港大さん橋国際客船ター

題となった巨大なプールも壊されることが決まったそう

ミナル（アレハンドロ・ザエラ・ポロ、ファッシド・ム

ですね。そういうことを考えると、まさに槇さんが言う

サヴィ設計）などにしてもそうですが、日本人に取らせ

「このあとどうするんだ」という危惧は、たぶん皆さん

るつもりは元からなくて、外国人に取らせようと、話題

が当然感じていることだと思います。

性でコンペを行っているという感じがします。
6
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シドニー・オペラハウス（1973）

TypeB

ミュンヘン・オリンピックスタジアム（1972）TypeC

空間構造デザインの流れ

ネクスト：建築家のこれから 7

国立代々木競技場（1964）

アリング・デザイン」
（AND）と名付けてみました。そ
の一番ベーシックなコンセプトを「2 つのベクトル」と

私は坪井研を出てから、大スパンとか柱のない多

しています。その基本要素は 2 つ。ひとつは、こういう

くの人が集う空間に興味を持って、いろいろなチャンス

ものをつくりたいという想像力（イメージ）
。いまひと

をいただいてやってきました。それを「空間構造デザイ

つは、どうつくるか、つくれるのかという実現力です。

ン」と総称しています。日本の流れの中で見るといくつ

それをテクノロジーと総称して、この中にはサイエンス

かの波があります。1952 年に、丹下さんが愛媛県民館

やエンジニアリングなどが入っています。たぶんこうい

斎藤

を坪井さんとつくりました（1953 竣工）。海外からも P・

う大きな 2 つの要素がデザイン・プロセスの中で絡んで

ネルヴィや F・キャンデラ、E・トロハ、あるいは B・フ

いくのだろうと思います。職能的には建築家と技術者と

ラーといった人たちが登場してきました。その前の世代

いうように分かれることもあるし、昔の棟梁などのよう

の R・マイヤールなどが第 1 波とすると、それに続く第

に時にはこれを一人でまかなうこともあるでしょう。

2 波が、ちょうど丹下・坪井研究室が日本の空間構造を

とにかく 2 つの要素をいかに互いに融合させ触発して

始めた時期と符合する。我々はまさにそういう波の恩恵

最終的には統合すること、そして一方的なベクトルでは

を受けて、大きな憧れを持って研究室に入ったわけです。

なくて、双方が行ったり来たりすることがとても大切な

そして代々木体育館、シドニー・オペラハウス（1973）

のだという、それがひとつのコンセプトになったのです

ができた頃から風向きが変わった。大阪万博（1970）を
境に丹下さんと坪井さんとの協同もほとんどなくなり、

（図 1）。
この 2 つのベクトルの有り様をみると、さらに 3 つの

まさにポストモダンの波がドッと押し寄せてきた感じで

。アーキテクトが持っ
タイプに分けられそうです（図 2）

した。これから何かやろうかという時に行き場がなく

ている強い形態イメージがうまく出てくる世界（TypeA）

なってしまい、耐震や超高層のテーマしかなくなってし

と、テクノロジーが持っているものを魅力的にデザイ

まった。その時代を私は「空間構造デザインの暗黒時代」

ンする（TypeB）という大きい 2 つの流れがあるような気

と呼んでいます。

がします。シドニー・オペラハウスが TypeAだとすれば、

そういう中でしばらくたって、その扉が少し開き出し

東京ドーム、あるいはミュンヘンのオリンピックスタジ

た。例えば、R・ピアノと R・ロジャースのポンピドゥー

アムは TypeB。そして代々木体育館は、その両方をたぶ

センター（1977）や、槇さんの秋葉台文化体育館（1984）

。
ん兼ね備えたものだといえるでしょう（TypeC）

などは、私にとっては非常に大きな力となりましたね。

大事なことは、この 3 つはどれがいいとか優劣をつけ

それまでそういう大空間建築は、だいたい組織事務所や

るものではないし、時間の推移とともに、どちらかに移

ゼネコンがつくっていて、アーキテクトは無関心だと

行していくのは当然だと思います。

思っていた。そういう中で槇さんが先陣を切って取り組

かつて代々木体育館やシドニー・オペラハウスなどに

んでいかれたことは衝撃的で、非常にエポックメイキン

ついて、それを構造表現主義と位置づける思潮があった。

グなことだったと私は思っています。それ以降、アーキ

私はあまり「主義」と言ってしまうことに納得できませ

テクトが大空間の世界にどんどん入ってきて、新しい展

ん。構造が持っている表現性を利用しても消してもそれ

開になってきたと感じました。

は自由です。構造的表現を前面に出すことについては少

それと、もうひとつは東京ドームがあります。これは

なくとも構造側からの意向ではなくて、ファッション的

アメリカの技術ではありますが、ゼネコンが真摯に取り

に好んだのはむしろアーキテクトだったと思います。本

組んで、いわゆる行政の縛りを取り外す役割をしてくれ

質的なものは代々木体育館が持っているわけですが、そ

た。技術が持っているパワーが、ある種建築家をリード

れが消されてしまう場合もあり、非常に残念です。

したといえます。
私自身のハイブリッド構造への関心も高まってきた時
代です。

現代は ITの技術が発達してきて、このパワーと魅力
にどう我々が付き合うかが今日の課題だと思います。と
にかく絵が描ければモノができるという世界もあってい
いとは思いますが、結構若い人にとっては本質が見えづ

アーキニアリングデザインの 2 つのベクトル
斎藤

私は、エンジニアリング・デザイン（ED）とアー

キテクチャーとの融合・触発・結合の様相を「アーキニ
OCTOBER 2014

らくなっています。そこをケアしなくてはならなくて、
私はこの図 2 の中で、あえて TypeDというものを設けて
みました。

20 世紀の代表的な大空間建築の場合、必ずアーキテ
7

TypeD

北京国家体育場「鳥の巣」
（2008）

クトとそれを支えるべくエンジニアが、ある程度は見え

2 つ目に、新国立競技場案では軽量構造の代表である

ます。でも、だんだんエンジニアが IT 技術に成り変わっ

ケーブルネットを多用することに果敢に取り組んでいま

てきて、誰がこれをエンジニアとして責任をもってやっ

す。トランポリンもそうですが、平らなケーブルネット

たのか、例えば北京の「鳥の巣」ではよく分からないで

だけでは相当な張力を入れる必要があるため、形を持つ、

すよね。
「俺がやった」となかなか手を挙げられない事態

つまり曲率を持つことが重要で、ミュンヘンオリンピッ

が急速に増えているわけです。私は「構造表現主義」に

クのメインスタジアムなどはまさにそうです。曲率を持

対して「形態表現主義」というものが、いま大きな力を

つという構造的な必要条件と、美しい形態とはどのよう

持ち始めていると感じていて、それらと我々は向き合っ

なものかは非常に密接な関係にありますから、その辺の

ていかなくてはならないという課題を感じています。

関係には目を離さないで、形と力の問題を追いかけなく
てはなりません。そのうえケーブルネットにはプレスト

新国立競技場の技術的課題—形態抵抗の良さを生かす

レスが必要となります。特に軽量構造は外乱に対して非
常に敏感です。新国立競技場の場合、東京ですから雪は

空間構造、または大規模な無柱空間建築をつくる

それほど降りませんが、高さが 70mあるとやはり風に

ときに重要な共通のテーマに、軽量性があります。例え

対して、特に吹き上げが大変なものになります。それに

ばローマのパンテオンも当時の組積技術を駆使した軽量

対して安定させるためには、最初に相当なプレストレス

構造だと思います。最初はミケナイのアトレウスの宝庫

を与えて張っておかなくてはなりません。

斎藤

にみるような持ち送り構造があった。石のもつ重量と圧

3 つ目として、閉じているアーチが開いてくると外へ

縮抵抗をうまく利用した迫持構造は、やがてゴシックの

倒れようとするという問題があります。アーチの周りに

カテドラルを生み、A・ガウディの世界から RC シェル

テンションがありますから、うまくするとバランスする

へとつながっている。みんなある種の軽量化を求めてい

かもしれない。ちょうどテンセグリティのような感じで、

たのです。

テンションの海の中にある圧縮材としてうまく使うと、

一般に軽量化のしくみとしては 2 つあって、ひとつは

ものすごく合理的なものになる可能性もあります。その

形で抵抗するという形態抵抗。もうひとつは、立体的に

辺を基本計画などの段階でどこまで詰められるかという

モノを組むことによって力を分散するという格子梁や立

ことに関心がもたれます。

体トラスなどの立体抵抗です。いずれにしても、梁のデ

4 つ目としては張力膜があります。これも軽量構造の

プスという量的な抵抗から形態や構成という質的な抵抗

ひとつの要素であり非常に現代的なテーマです。膜はフ

をめざしたのが空間構造のひとつの財産なのです。

ライ・オットーがずっと追いかけていましたが、ここに

今回の新国立競技場案を歴史的な構造の流れの視点か

も、やはり形態抵抗の問題があります。布製の雨傘はワ

ら位置づけると、形態抵抗をかなり積極的に使っている

ンタッチでピョンと開くと、一瞬でパッときれいに張っ

といえます。例えばキールアーチは圧縮力を担っていて、

てシワができない。ああいう状態が必要なのです。テン

まさにローマの迫り持ちアーチの流れですね。

ション膜では、雪が降ったときに溜まってそこにどんど

けれどもここで気をつけなくてはならないことがある。

ん池ができてしまうポンディング現象が一番危ない。も

例えば岩国にある錦帯橋は 3 連アーチの両脇に太鼓橋が

し膜が平らだと、その張力は半端じゃない大きさになり

あります。大きく飛んでいる 3 つのアーチは複雑でいな

ます。あまり公表されていませんが、じつは今年の雪で、

がら本物のアーチですが、両脇の太鼓橋は曲線の橋桁を

大きいドームなども結構膜屋根が破断しています。それ

下の柱で支えていて、これはアーチではなく梁構造です。 くらい外乱に対して敏感ですから、膜をどういう形でし

8

アーチ的に見えてアーチでないものが結構あって、そこ

つらえるか。きちんと初期張力を入れて、できるだけ大

を間違えるといろいろな問題が起きてきます。アーチ構

きな曲率を持ったものである方がいいのです。

造になると大きな水平反力が出てしまいますが、中間を

分かりやすい例では、東京ドームはなぜ台風でも大雪

とめると太鼓橋と同様にアーチ構造にならない。魅力的

でも大丈夫なのか。それは全部が形態抵抗でもっている

な形態だけれど中間にいろんなストラットなどが出てき

からなのです。雪に対しては、空気膜としてあらかじめ

たときに、そこをちゃんとケアしなくてはならないとい

膨らませておくと、ポンディングにならずにすみます。

う問題があります。形態抵抗の本当の良さを出すために

台風のときの大きな吹き上げ力に対しては、それをドー

どうするか、施工も含めて考えなくてはなりません。そ

ム状のケーブルネットで止めるのですが、そのケーブル

の辺をどう詰められるかが課題でしょう。

に囲まれた 8mくらいのグリッドがお椀のようになって
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可動中の膜屋根

いますから、大きな吹き上げに対しても非常に有効です。

プレイスです。この建物は、最初はエアドームだったの

平らな張力膜だと変形しないと抵抗できないわけですか

ですが、管理が難しくて 2007 年に雪で崩壊してしまい

ら、非常に大きな挙動を示します。それを抑えるために

ました。それで、もう撤去しようという時にちょうど冬

あらかじめ、ちゃんと張力を与えてやる。とはいっても

季オリンピックがあって、その開会式と閉会式に使うこ

張力膜には初期伸びやリラクセーションがあるのでなか

とになり修理したのです。

なか難しい。とにかく、つくるときの施工の工夫や気配

今村 2010 年のバンクーバーでの冬季オリンピックで

りがとても大事で、じわじわ少しずつ引っ張りながら完

すか。

成させることが大切です。

斎藤

そうです。そのあとで、下のスタンドはほとんど

そのまま使って、上に開閉屋根を架けたのです。今度は
軽量な膜屋根を動かすことの難しさ

空気の力を借りながら、仮設的で装置的なアイディアで
真ん中に収納した膜を広げて、広げたあとに空気を入れ

なら・シルクロード博覧会（1988）の時に多くの

るというやり方です。いま BC プレイスでは、年間 40 件

建築家が膜構造を使いましたが、日本で本格的に使われ

くらいのイベントをやっていますが、この 3 年間ほとん

たのはあの前後でしょうか。

ど問題がないようです。例えば、そういう技術を使うこ

今村

もっと前からあります。大阪万博やなら・シルク

ともひとつの考え方です。どれが本当に機能・外乱・形

ロード博でも使われていましたが、ずっと仮設の域を出

態・維持などに合っているかを考える必要があります。

なかったのです。それを恒久化するということで初めて

それから完全に閉まっているときや開いているときは

東京ドームがブレイクスルーして、そこからはテンショ

いいのですが、開閉の途中がやはり不安定で危ない。そ

ン膜の建築がだんだん出てきましたので、そんなに古い

のときの運用風速をどうするかという議論もあります。

技術ではありません。

コストの問題もあるし、誰がそれを管理するかというこ

斎藤

テンション膜の大きな課題として、膜屋根と骨組みと

ともあります。オーナー側との打ち合わせを含めて、そ

の関係をどのように処理するのかがあります。今回の新

ういう問題がたぶん残されていると思います。

国立競技場案でも、屋根を開閉すること以前に、ケーブ

今村

ルネットと膜の関係をどうするかが問題となります。例

斎藤 BC プレイスでも女子のサッカー W 杯をやります

天然芝のことも大きな問題ですね。

えば、山口きららドーム（2001）などでは、私は骨組み

が、天然芝ではなくて人工芝です。ほとんど見分けがつ

はテンセグリック・トラスでつくって、それと膜が接触

かないくらいですね。人工芝だと簡単に済む話が、天然

しないで浮いているようなシステムを考案し、さっき話

芝になった途端に、ものすごく大きな問題になってしま

したワンタッチ傘のバネを入れています。浮かせて、空

います。やはり芝生は生き物ですから難しい。

気を入れたのとちょうど同じような状況をつくることは

芝の専門家によると、限りなくオープンで、風が自由

比較的うまくいったと思います。いずれにしろ、そうい

に入るのが良いとされます。いまはシミュレーションの

う工夫が何かないとうまくいかない。膜と骨組みをどう

技術があるから人工的管理ができるかというと、完全に

関係づけるかはなかなか難しいのです。

解けていないようです。これからの検討でしょうが。

さらに最後に、新国立競技場案の技術的なことで一番

音の吸音・遮音をどうするかという課題もありますし、

難しいと思われるのは、膜屋根を動かすことで、これは

新国立競技場は、我々がいままでいろんなことをやって

非常に大きな課題です。もちろん、いままさしくそれを

きた中でも技術的に相当チャレンジングな部分があると

どう解決しようか、いろいろやっているわけですが……。

思います。それに挑戦することもこのプロジェクトのも

とにかくコンペの動画では膜がスルスルッと動いている。

つ意義でしょう。

しかし、実際はどうなるかとみんなが注目していますね。
ドイツの構造家ヨルグ・シュライヒさんが、1988 年、
スペインのサラゴサで小さい円形劇場を覆う車輪型の屋
根を折り畳むことを試みました。その後、BSPの事務所

OCTOBER 2014

設計の早い段階でイメージとテクノロジーを融合させる
斎藤

この新国立競技場の建設工事の発注において、文

（schlaich bergermann und partner）では、フランクフルト

科省が策定した新しい入札契約方式である ECI（Early

のサッカー場や最近はワルシャワなどで、車輪型の膜の

Contractor Involvement ＝施工予定者技術競技方式）が取

可動屋根にチャレンジしています。そして、いろいろ試

り入れられることになりました。これは実施設計段階で

行錯誤をしながらたどり着いたのがバンクーバーの BC

施工予定者を選ぶものということです。
9

山口きららドーム（2001）

今村

これはどちらがやっているのですか。

などはコラボレーションをする能力があるので、早い時

斎藤

日本スポーツ振興センター（JSC）が発信して、手

期から構造家と組んで設計していますが、それは本当に

を上げる業者に対して、選定することになります。これ

特殊なケースなのでしょう。

はデザインビルドとは少し違います。

斎藤

いままではコストの面であまりリアリティがないわけ

この方式の何がいいかというと、基本設計の段階

でどこまでできるかの大枠を見通せることだと思います。

で、早く検討しないと本当に実現できるかどうかが分か

実施設計に入ってからやはり基本設計に戻るべきだとい

りません。一番の不安材料はそれです。メーカーも含め

う話が出たとしても時間的に難しい。今回の新国立競技

て、実現性をはっきりさせることが目的だと思います。

場では、ECIを取り入れれば完全かとは言いきれないと

日本には、いわゆる「前橋方式」というものがありま

ころがありますので、私は少し危惧しています。つまり、

す。私は前橋出身で、たまたま市がグリーンドーム前橋

基本設計に戻らないでどんどん前へ行ければいいのです

（1990）をつくる時に、市長から頼まれて日本建築学会

が、先ほど掲げた問題点の他にいろいろまだ、見通せな

で構想委員会をつくって、内田祥哉先生などとも相談し

いことがあるわけです。そのようなところで基本設計に

ました。その前までの例えばあきたスカイドーム（1990）

戻るようなことがあると大変なことになってしまいます。

や、東京ドーム（1988）などは、ゼネコン主導や特命で

ましてや今回の新国立競技場にはザハがいます。日本

つくっていましたが、それは公共事業の発注形式として

のアーキテクトなら日本の状況が分かりますから「それ

おかしい。何か新しい方式はないかと考えました。設計

はダメだ」とか、
「俺はこう考える。ダメなら、お前考え

事務所やアーキテクトなどとゼネコンが組んで、その

ろ」とか、おそらくじかにやれるところが大きい。どう

チームがコストと法規、またはメンテナンスも含めて

したら問題を突破できるのかを建築家とエンジニアとが

担保しながら、その上でデザインがどこまで魅力的に

直接顔を付き合わせて検討している気配があまり感じら

できるかということで始めたコンペ方式です。そのあ

れないのが不安です。つまり統合者としてこの人が責任

と、高橋 一先生が設計されたパークドーム熊本（1997）

を持っているというのが、なんとなく見えないのが心配

や、原広司さんの札幌ドーム（2001）や、しもきた克雪

ですね。

ドーム（2006）、伊東豊雄さんの大館樹海ドーム（1997）、

コストも技術も大変だから開閉膜はやめればいい、と

仙田満さんの但馬ドーム（1998）など、たくさんのアー

いう声もありますが、それでは「鳥の巣」と同じこと。

キテクトや設計事務所が設計したドーム建築が生まれた。

コンペの意義もなくなるでしょう。

いまでもいいコンペ方式だったと思っています。
今村

先生がグリーンドーム前橋の時につくられた方式

がいろいろなところで応用されたわけですね。
斎藤

今村

例えば、代々木体育館の時は本当にみんな手探り

ても、とにかくそのような、イメージとテクノロジーと

だったと思います。その当時は、いろんな技術の話も法

いう 2 つのベクトルをなるべく早い時期から融合させな

規的なところも、まだそれほど固まっていませんでした。

いと、大規模で技術的にチャレンジングな大空間は普通

だからこそ逆に自由にできたところがあったのかもしれ

の建物と違って、うまくいかなかったときにリスクが大

ません。いま日本では建築をつくることがある程度成熟

きすぎる。それで始めたのです。特殊解ではありますが、

していますが、大空間設計において、例えば法規的な縛

成功した日本の方式だと思います。だんだん事例も増え

りがあって、それがなければもっと可能性があるのに、

てくると、
「これならいけるかな」ということになってき

というようなことはあるのでしょうか。

ましたね。山口きららドームのときは、私は日本設計と

例えば木造では何㎡以上はつくれないという縛りが

組んでコンペに応募したりしました。川口衞先生もサン

ずっとあったので、木造大空間がなかなかつくれなかっ

ドーム福井（1995）で学会賞（業績賞）を取られましたね。

たわけですが、法改正によって、新しい可能性が生まれ

今村
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もちろん組み合わせにはいろいろ変容があるにし

チャレンジングなプロジェクトが将来への実績に

海外には前橋方式がありませんから、どうしても

ています。いろんなやり方で木造でさらに大きくするの

TypeBが増えるわけですね。最近のワールドカップのス

は問題ないところまできています。

タジアムにしても、構造が勝っているものが多くて、お

斎藤

そらく構造デザイナー主導で、基本的な骨格を決めてい

個別物件を審査するシステムがあって、おそらくそれが

るのではないでしょうか。世界では前橋方式のようなも

よく機能していたわけです。法規はあってもそれを超え

のはなかなか実現が難しいわけですね。レンゾ・ピアノ

たところでいろいろな人が議論して判断するとてもいい

以前建築センターによる一種の特認というのか、
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特集

ネクスト：建築家のこれから 7

AND展（2011）UIA東京大会（マルキューブにて）

しくみだったと私は思うのです。38 条がなかったらいろ

いろいろなデザイン系の人達が、かなり建築学会の輪を

いろな革新的な設計ができなかったでしょう。その制度

広げた形でやってくれています。

をもう一度復活させようという動きがありますし、ある

もうひとつは、ぜひ学生に参加してもらおうという意

いは、今回の新国立競技場においても、法規だけではな

図で、2008 年から「アーキニアリング・デザイン展」と

くて新しい技術的なことも勘案しながら、おそらくいろ

いう模型展をスタートさせ、全国巡回展を含め、もう

いろなことが特認されると思います。そういう意味でも、 17 回くらいやっています。3 年ほど前には台湾にも行き
新国立競技場は法規だけでできあがる建築ではないよう

ました。今年も 10 月中旬に上海で開催され、そのあと 1

な気がします。もし建築センター的な機能が立ち上がれ

年間中国での巡回展が行われる予定です。

ば、以前のような可能性がどんどん増えてくると思いま

ジェクトを成立させているさまざまなしくみや仕掛けを

すよ。
今村

魅力的な建築が多いのですが、ここでは、そのプロ

丁寧に一つひとつ克服していけばできるというこ

となのですね。

見せたいと考えた。古代の世界遺産から現代の話題作ま
で、全部フラットに並ぶのが非常に面白いのです。五重

ただ、現状は大変です。例えばケーブル 1 本使う

塔の横にスカイツリーを並べても、全然違和感がありま

にしても端末の金具は既に認定を受けたものしか使えな

せん。流行というのか、その時代のデザイン性もあるか

斎藤

いだとか、訳の分からない縛りがたくさんありますから。 もしれませんが、何かそういうものを紡いでいる縦糸と
海外で膜に使われている ETFEという材料なども、いま

しての人間の知力や工夫が、結実した形として残ってい

日本では材料として認定されていません。東京ドームを

ることがよくわかる。基本的には約 180 点の模型は学生

つくった時のテフロン膜と同じような状況です。だから、

たちがつくりました。

今回の新国立競技場ではそういうものを使うことで、ブ
レイクスルーができるといいですね。
今村

いまはあまり使えないものが、今回で実例として

模型は完成したものをつくるのではなくて、そのしく
みと仕掛けを魅力的に表すにはどうするかを 75cmの展
示台の上で勝負させます。そのためには結構いろんな工

残るわけですね。実績を増やしていくという意味でも、

夫が必要で、プロでもなかなか難しい。何度もスタディ

チャレンジングなプロジェクトが必要なのかもしれませ

したり中間発表会をしたりしてつくり込んでいきます。

ん。

これまで 20 くらいの大学が参加して動いてくれました。
そう、あったほうがいいと思いますね。先ほどの

2011 年の UIA 東京大会の AND 展には、海外からも多

シュライヒさんの事務所でも TENARAという非常に軟

くの人が集まりました。何かそういうことを通じて、自

らかい、折り畳みできる材料を既にあちこちで使ってい

分の作品をつくることも大事ですが、学生たちに過去の

ますが、日本にはまだありません。技術評価を得て使え

建築作品に目を向けてほしい。建築を見る目をもう少し

れば、新しい分野が開けます。そういう意味でも今回の

多角的に広げることによって、建築の持っている魅力と

新国立競技場は、いろんな可能性を日本の実績として残

役割を自分の将来の職能も含めて認識するきっかけにな

せるチャンスだとも考えられるのです。

ればいいですね。いま大学ではいろんな授業が分割して

斎藤

今村

ポジティブに捉えるとそういうことですね。

行われていますが、じつは最後には統合するのだという
ことが実感されればいいなと思っています。

多角的に建築を見る目をもってもらいたい

そんなことで、今年の 11 月には新国立競技場を中心
に、過去のオリンピックやワールドカップのスタジアム

最後に、先生が主催されている「アーキニアリン

の技術と計画、構造とデザインがどういう関わり方で

グ・デザイン展（AND 展）」について、具体的に内容を

あったかという AND 展 2014 を建築会館で企画してい

お聞かせください。

ます。

今村

斎藤

私が、7 年ほど前に日本建築学会長をやる直前に、

たまたま構造計算書偽造事件（姉歯事件）が起きて、建
築界が社会と少し離れた気がしました。そこで、建築学
会の中でも、デザインという考え方をもう少し広げる

今村

楽しみにしています。

今日は大変貴重なお話をうかがうことができました。
ありがとうございました。
（2014 年 8 月 27 日

A-Forumにて収録）

ことができないかと思って、2 つのイベントを企画しま
した。ひとつは大会の学術講演会と並列させた「建築デ
ザイン発表会」です。いまもうまく機能している様子で、
OCTOBER 2014

11

海外レポート

英国ロンドンにおける
サステイナブル建築設計を通して経験したこと
小見山陽介
筆者は 2007 年春から 2014 年春まで英国ロンドンの設

答えたのも当時セインズベリーセンターを担当していた

計事務所 Horden Cherry Lee Architectsに勤務し、ロンド

彼だとされている。フラーの質問に対し正確な数値を計

ン市内に建つ 7 階建て CLT 構造の低所得者層向け集合住

算して答え、最後にこう付け加えた。
「ゆえに、単位容

宅の基本構想から現場監理までに携わる機会を得た。本

積あたりの重量は、ボーイング 747 型機よりもずっと軽

（2014 年春竣工）の
レポートではその「Kingsgate House」

いと言えます」。ボーイング 747 は当時最新鋭の超大型

設計と建設のプロセスを通して経験した、英国ロンドン

旅客機。フラーはそれを聞いて大変満足したとのことで

におけるサステイナブル建築設計を取り巻く状況につい

ある。

て報告するものである。
英国ロンドンで働くことになった経緯
「君は、自分の建物の重量を知っているかい ?」 こ
れは、英国のハイテック建築家ノーマン ・フォスター

ター、スタンステッド空港、香港上海銀行ビルなどを担
当したのちに独立。ヨットの技術を組み替えて作られた
住宅「ヨットハウス」は初期の代表作である。

が、後に彼の代表作となるセインズベリー視覚芸術セン

1996 年、建築とプロダクトデザインの教授として

ターの現場を訪れた際に、同行したリチャード・バック

TUMに招聘され、2011 年に退官するまで 15 年間教鞭を

ミンスター ・フラーから質問されたとされる問いであ

とった。彼の受け持つデザインスタジオは通年式の課題

る。部材質量あたりの性能を高めて軽量な構造を目指す

を設け、前期はテーマに沿って学生がアイデアを競い、

ハイテックの思想は、現代におけるサステイナブル・デ

後期はそこで選ばれた数点の計画案について、スポン

ザインのエネルギー志向な一翼を担っている。英国のサ

サー探しから実際の建設までを学生主体で行う現場主義

ステイナブル建築をリードするノーマン・フォスターは、

のカリキュラムが特徴であった。

1971 年から 1983 年にかけてバックミンスター・フラー

ホールデンは学生たちと取り組んだそれらのプロジェ

と近しい協働関係にあった。難波和彦先生の指導を受け

ク ト 群 を「micro architecture」と 呼 び、 軽 さ lightness に

て筆者がまとめた卒業論文では、二人が共同で手がけた

よって諸条件を統合デザインする思考実験であるとし

4 つの計画案を、フラーのそれまでの仕事の集大成とし

た。たとえば現地での建設が困難な雪山へ居住空間を直

て、またその後のフォスターの仕事の原型として追った。

接運搬することを意図したプロジェクト「Ski Haus」で

大学の卒業旅行で渡英した筆者は、ロンドンの Foster

は、プレファブリケーションされた建物の総重量はヘリ

＋ Partnersを訪ねて卒業論文を「献本」。後日、思いがけ

コプターの搭載可能最大重量（自動車あるいは家畜を運

ず返礼の手紙が難波研究室宛に届いたとき、筆者には英

搬するために設定されている）から逆算されたものであ

国と日本の距離が一気に縮まったように思えた。

り、軽量であることを通して建築は社会と物理的なつな

大学院修士課程では『ノーマン・フォスター作品集』

がりを持つのである。

を翻訳されていた鈴木博之先生の研究室に所属し、ハイ

ホールデンは筆者ら学生をカヤックの工場やパラグラ

テック建築家たちが自らの源流とした 19 世紀英国の初

イダーの格納庫に連れて行きスケッチをさせた。それら

期鉄骨造建築のディテールを研究テーマとした。装飾

“ 軽い ” 構造体において支配的なのは、地面に向かい一

材としての鋳物からスタートした鉄が、その本来の “ 軽

方向に働く重力ではない。浮力や上昇気流など、より微

さ ”を手に入れるまでの変遷史である。

細で複雑な力に対して設計された繊細なディテールが要

修 士 課 程 に 在 籍 中 だ っ た 2005 年、 日 欧 7 大 学 間 の

求される。micro architectureの目的はその小さな世界の

交換留学制度である AUSMIPによって、筆者は欧州の

完全性にあるのではなくて、より一般的な問題へとつな

環境技術を学ぶためミュンヘン工科大学（TUM）へ留

がるアイデアの部品なのである。

学。そこで指導教官として出会ったのが、のちにロンド
ンへ筆者を呼び寄せてくれることになる英国人建築家

Richard Horden リチャード・ホールデンであった。
リチャード・ホールデンとの出会い
リチャード・ホールデンは、極小建築や局地建築を得

「小さな箱」の家

micro compact home

micro compact home（m-ch）は そ ん な ホ ー ル デ ン の
micro architectureを代表するプロジェクトだ。2001 年に
スタジオ課題として始まり、その後日本の東京工業大学
との共同研究として進められ、現在も開発は続いている。

意とするハイテック建築家である。資源もエネルギーも

2005 年にはそのプロトタイプが企業のバックアップを

限られた状況で建築は “ 軽く ”あるべきである。Foster

得て TUM 学生寮敷地内の緑地に建てられた。

Associatesに所属していた当時、冒頭のフラーの質問に
12

ホールデンは AA スクール出身。1975 年から 85 年に
かけて Foster Associatesでセインズベリー視覚芸術セン

ロンドンを離れ週の半分をミュンヘンで過ごすホール
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micro compact home



写真提供 Horden Cherry Lee Architects

デン自身もそこで居住する、一辺 2.66m、立方体型の最

西南北で窓面積の比率が違うファサードを統一的に処理

小限住居。それは信念である「less material, more nature」

できるデザインが探られ、もたれあって群生する人工の

を彼自身が体現する住居だ。ホールデンはその発想の源

葦のような外装で建物を覆い「生い茂る」ようなその密

を、ヨットや車などの移動空間、そして日本の茶室から

度の調節によって開口率を操作する方法が採用された。

得た。断熱されたコンパクトな気積の中にシャワー、ト

一つひとつの「葦」は、水路の水を吸い上げるクール

イレ、キッチン、ベッド、エキストラベッド、5 人まで

チューブとしても働くいわば自律した micro architecture

座れるテーブルが設えられている。学期の終わりにはこ

であり、建築はその集合としてデザインされた。

こで学生たちと教師陣が集まり親睦の会を開くのが恒例
行事となっていた。

2008 年に MoMAで古今東西のプレファブ住宅を一堂
に集めた企画展示『Home Delivery』が開かれた際には、

筆者を含め多国籍で若い建築家たちが TUMの卒業生
としてホールデンのもとに集い、ロンドンの実務経験豊
富なスタッフたちと一緒に設計活動に勤しんだ。

TUMと HCLAで学んだことの集大成として、筆者が

カタログの表紙を m-chが飾るとともに、実際の一棟が

2010 年春の基本構想から 2014 年春の竣工まで携わった

中庭に招待展示された。また 2012 年にはスイスの湖畔

プロジェクトが Kingsgate Houseであり、以下、その基

に m-chが計画され、ヘリコプターで敷地に据えつけら

本構想をめぐる背景と、実際に使用されたサステイナブ

れる様子が地元の TV 局で生中継された。

ル技術について報告する。

Horden Cherry Lee Architectsへ

Conservation Areaと Affordable Housing

筆者が TUMのホールデンスタジオで製作したプロ

Kingsgate Houseは ロ ン ド ン 市 内 の 高 級 住 宅 地 チ ェ

ジェクト「fünfte facade」は、ランドスケープに屋根だけ

ル シ ー に 建 つ、 低 所 得 者 層 向 け 集 合 住 宅（Affordable

が持ち運ばれてフィルターとなり、移ろい続ける環境条

Housing）と し て 計 画 さ れ た。 敷 地 が 位 置 す る Royal

件のムラと生活者とのフィードバックによってさまざま

Borough of Kensington and Chelsea（RBKC）は大ロンド

な場所が生まれる建築的装置の提案であった。5 つ目の

ン市内に 23 ある行政区のうちのひとつであり、その土

立面である屋根を機械制御によって開閉コントロールさ

地の多くが Conservation Areaと呼ばれる歴史的景観保存

れた太陽光発電組み込み外装パネルと手動で開閉する内

地区に指定されている。Kingsgate Houseの敷地はそん

側パネルで構成し、取り入れたい環境条件に応じてパネ

な RBKCにぽっかりと空いた空白地帯であり、20 世紀初

ルが動き／動かされることで、屋根の姿とその下の生活

頭から社会住宅が高密度で建設されてきた場所だ。今回

が刻一刻と変わるというものである。

のプロジェクトでは、こうした茶れんがの住宅群ではな
く、本来の歴史的風景である白いスタッコ塗りテラスハ
ウスの街並みイメージを継承することが企図された。
ロンドンでは、一定規模以上の集合住宅を新築する際
に、全戸数の一定割合（たとえば 20%）に当たる住戸を
低所得者層向けの住戸として割り当てることが求めら
れる。Affordable Housing 向けの住戸は他の賃貸・分譲

fünfte facade, Yosuke Komiyama + Maximilian Eberl

り、同じ建物であっても共用部分が分けられていたり玄

ホールデンスタジオでの活動を通してホールデンの思

関が異なることも多い。そうした不自然さへの対処か

想に感化された筆者は、大学院卒業後すぐに渡英、2007

ら、Affordable Housingは行政区から指定された別敷地

年春より Horden Cherry Lee Architects（HCLA）での勤務

（Off-site）で建てることも認められており、その場合は

が始まった。

OCTOBER 2014

部分と異なる間取りで仕様も異なることが一般的であ

Affordable Housing 該当建物が竣工した時点で本体の分

HCLAで最初に携わったのはオフィスビル設計コンペ

譲開始が許される。Kingsgate Houseもそうした Off-site

のファサードスタディだった。採光条件の違いにより東

Affordable Housingとして計画されたものであり、かつ
13
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Affordable Housing カテゴリーにおけるサステイナブル

Planning Applicationと呼ばれる手続きが踏まれる。図面

デザイン建築のモデルケースとなることが企図された。

一式に 加 え て「Design and Access Statement（D&AS）」

“軽さ”のために採用された CLT 構造
調査の結果、既存建物の改修が不可能と診断された段

と呼ばれるドキュメントを提出するが、2006 年には

CABEからその内容に関するガイドラインが発行されて
いる。コンテクストへの応答の妥当性を判断するために、

階で、既存建物解体工事も含めた工事全体を、同じ行政

建築物の用途・規模・配置・スケール・ランドスケー

区内ですでに着工している本体計画の進行に合わせた短

プ・外観（材質・ディテール）についての説明（Design）

い設計期間と工期でいかに収めるかが課題の一つとなっ

が求められるほか、敷地と周辺交通網とのアクセス接続

た。既存建物の地上階スラブおよび基礎を再利用するこ

および計画建物における歩行者のアクセシビリティにつ

とが提案され、土工事の減少による工期の短縮、騒音の

いても説明（Access）が求められる。

減少による周辺環境の向上などが図られた。一方で既存

Application 作 成 の 着 手 と 前 後 し て 行 政 区 の 担 当 官

の建物以下の重量に収めるための新築建物全体の軽量化

（Planning Officer）と の 折 衝 が 始 ま る。 英 国 に お い て

が絶対条件となり、直交集成板（CLT）による壁式構造

「Architect」はあくまで名乗りを保護するための制度で

の採用に至った。CLTは鉄筋コンクリートに対するオル

あり、Planning Applicationの提出に Architectの関与は義

タナティブとして当時英国でも採用が広がりつつあった

務付けられてはいない。とはいえ、諸条件を統合し、関

が、RBKC 内では初めての試みであった。木造に卓越し

係各所との調整を図って実現可能なデザインを構想す

CLT 造の経験を持つ構造事務所が選定され、メーカー

る能力は Architect 特有のものであると認められており、

の実験データや現場での実測などによって建物性能を検

現実的には、専門性を持った Architectがこの Planning

証しながら、行政区の要望を満足するよう防音や耐火の

Applicationの申請プロセスをリードしていくことになる。

設計が進められた。

Code for Sustainable Homesと BIPVの実装

提出された Planning Applicationは、定期的に開催さ
れている Planning Committeeに議案としてかけられる。

Committeeに建築家の臨席は認められているが、行政区

後述する Conditionsにより Kingsgate Houseには Code

の議員たちに計画案を説明するのは担当する Planning

for Sustainable Homes（CfSH）Level 4 取得が求められた。

Officerであり、彼らのまとめた Planning Reportに結論づ

CfSHは住宅建築のサステイナビリティを測るための指

けられた計画案可否の推薦文に基づいて議員たちの投票

標であり、英国の環境評価手法の代表である BREEAM

が行われる。

と 同 じ BRE（The Building Research Establishment） の

申請された計画案の複雑性によっては、定期的に開催

Global EcoHomes スキームに基づく評価手法である。9

されている Architectural Appraisal Panelに計画案をかけ

つの評価指標のひとつである「energy ／ CO2」に関連

ることが求められる。これは RIBAの協力のもと RBKC

し、再生可能エネルギーの活用による CO2 排出量の削

に設置されたもので、同様の組織がロンドン市内であれ

減が図られた。24 時間換気の回収排熱を利用したヒー

ば行政区ごとに、その地域に居住する建築家から選任さ

トポンプ（Exhaust Air Heat Pump）による給湯に加え、

れた代表を構成員として設けられている。設計者側が計

BIPV(Building-integrated Photovoltaics 建物組込型太陽光

画案をプレゼンテーションし、Panelは多角的な視点か

発電セル )による発電を行っている。屋根だけでは設置

ら検討と助言を行う。建築家同士の相互チェック機能お

面積として不十分であったため、不足分の太陽光パネル

よび知識の循環／共有といえるだろう。

面積をいかに立面上で処理するかが基本構想段階におけ
るカギとなった。
建築設計プロセスにおける Planning Application

14

写真提供 Horden Cherry Lee Architects

Building Regulationsと種々のガイドライン
英国では、建築に関する法規であるBuilding Regulations
は 14 の 節 か らなり、 建 築 物 の 側 面 ご と に A か ら P ま

英国においては、既存建物の取り壊しおよび計画建物

で ア ル フ ァ ベ ッ ト を 冠 し た ガ イ ド ラ イ ン（Approved

の着工それぞれについて管轄行政区から許可を得るため

Documents）が公開されている。Building Control Officer
JIA MAGAZINE 308
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写真提供 Horden Cherry Lee Architects PEFCのウェブサイトより

と呼ばれる行政区の担当官が設計および施工の各段階に
おいてそれらの順守をチェックする。
大ロンドン市が発行する London Housing Design Guide
（LHDG）は、住宅のサステイナビリティや居住空間寸

セルは黄金色の多結晶シリコン型のものを使用してい
る。多結晶型はその結晶化のプロセスにより、同じロッ
トの中であっても一つひとつ異なる模様を描いてセルが
出来上がる。また、光の当たる角度や見る方向によって、

法の基準を定めたものである。またその LHDGが本文

黄金色から緑色までセルは表情を変える。相似でありな

中 で 参 照 し て い る の が、 前 述 し た Code for Sustainable

がら一つひとつが個性を持ったセルの集合は、自然の

Homes のほか、居住者の生活の変化に対してアダプタ

樹木の葉と同様に「コントロールできない」ものであり、

ブルな居住空間を設計するための 16 箇条である Lifetime

工業化された部品でありながら自然物のような表情を持

Homes 等の種々のガイドラインである。

つファサードを生み出す。Solar Shutterは 7 階建ての大

これら Code for Sustainable Homes や Lifetime Homes 等の

きなボリュームを人のスケール感を持った適度な大きさ

ガイドラインはそれ自体では強制力を有してはいないが、

に分解する。いわば、micro architectureの集合によって

Conditionsのひとつとして行政区から指定されることで

できたファサードであると言えるだろう。

必須条件となる。Conditionsとは Planning Applicationが
承認される際に付け加えられる留保事項である。これは

英国で初めての PFFC 認証建築物に選定される

いわば行政区との約束事であり、特定のガイドラインを

竣工した Kingsgate Houseは PFFC（The Programme for

指定して順守を求めることや、特定箇所の詳細図や仕様

the Endorsement of Forest Certification）による英国初の

を追って提出するよう求めることで、承認された性能と

認証建築物（PEFC Certified Building）に選ばれた。木質

コンセプトどおりに建設されることへの保証を求めるも

資源を使った製品が環境的社会的にサステイナブルな源

のである。

を持つことを認証する団体である PEFCは、その認証対

欧州を横断し集められた部品が英国で組み立てられる

象を建築まで広げるべくモデルケースを探していたの
だ。その認証基準を満たしていたことはもとより、CLT

Kingsgate Houseで採用された CLTはオーストリアの

や BIPVをはじめとするサステイナブルデザイン手法を

KLH 社によって供給・施工された。彼らのウェブサイ

ロンドンの中心部で建築デザインとして可視化したこと

トにはデザインマニュアルとして標準的な CLTのパネ

が、その理念に合致したものとされたのだろう。

ル厚さと接合ディテールがまとめられている。3 次元モ
デルから製作図面が生成され、各パネルはオーストリア

筆者は Kingsgate Houseの竣工をもって HCLAを退職

の工場でプレカットされたのちに数回に分けてロンドン

し帰国した。ホールデンと過ごした時間から学んだのは、

に運ばれた。最大寸法 3m × 16.5mの CLT パネルは現場

建築を成り立たせている仕組みや技術に意識的になると

の固定クレーンで吊り上げられて所定の位置に運ばれ、

いう姿勢だ。建築を取り巻く社会的環境的コンテクスト

建て方は 12 週間で完了した。

のなかで、建築家はいかに技術と向き合い想像力を発揮

太陽光発電セルを強化ガラスで挟み込んだ半透明の

して諸条件を統合していけるのか。バックミンスター・

ルーバーである Solar Shutterは、伝統的な家屋の窓が持

フラーの問い「君は自分の建物の重量を知っているか

つ日除け戸としての姿を借りて立面デザインに組み込ま

い ?」を胸に、今後もまたこの場で報告できるような仕

れ、ドイツの Colt 社によって製造・施工された。南東

事をなせるよう励んでいきたい。

面・南西面ともに太陽光セルが真南を向くように取り付
けられ、一定時間以上樹木などの陰に入る箇所のセルが
全体の発電量に影響しないよう、周辺状況に応じてセル
が異なるサーキットとなるように配線計画がなされてい
る。またバルコニーのプライバシーを守りつつも住戸内
から外を見渡した時に圧迫感のないよう、セルの間隔や
密度などが詳細に検討された。
OCTOBER 2014

小見山陽介（こみやま ようすけ）

エムロード環境造形研究所赤城高原アトリエ勤務
／東京大学大学院博士課程加藤耕一研究室在籍
群馬と東京で建築設計と構法技術史研究に携わる。
日英の建築デザイナー／異業種専門家が集う建築
デザイングループ SHARISHARISHARIとしても活
動。
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UIA2014 ダーバン大会報告
岩村和夫（JIA 国際交流委員会委員長）
今回の南アフリカにおける UIA2014ダーバン大会は、前後の
UIA 理事会と UIA 総会を含めて、8 泊 9 日という長期にわたる滞
在となった。その間、UIAと JIAとの関係を含めて、筆者の約 20
年に及ぶ UIA 活動を振り返りながら、改めて多くのこと、そし
て新たな動きを体験し、今後の展望を得ることができた。それは、

る総会では、次期会長選挙が大きな関心事だが、今回のダーバン
で経済的にも相対的に元気の良いアジアから初めての会長として、
マレーシアの Esa Mohamedが 144 票対 88 票という大差で選出さ
れたことは象徴的であった。
また、それに加えて、事務総長のポストにはパリ在住のアメリ

これから JIAが他の諸団体と連携しながら UIAのようなグローバ

カ人建築家 Thomas Vonier（前第Ⅲ地域選出副会長）が無投票で選

ルな組織にどのように貢献し、どのような国際的役割を担うべき

出された。彼は AIA（アメリカ建築家協会）の欧州における活動

なのかというかねてよりの問いとそれに答える縁に繋がることで

拠点をとりまとめてきた人でもあるが、そのことも含めて、これ

もあった。それらに関して、現地で参加した各種の会議や、古く

までよりも AIAの UIAに対するより積極的なコミットメントが目

からの友人と新たな仲間との議論を介して得た感想、および現時

立つようになったことは注目すべきである。

点での総括は以下の通りである。

以上の動きを見ると、まさにダーバン大会のメインテーマであ
る「Architecture Otherwhere」の活動が多様化するとともに、その
拠点の重心が欧州大陸から移りつつあることを実感したのである。

1．UIA 理事会・総会
筆 者 は 前 期（2011 〜
2014）の 3 年間、スロヴェ
ニアの Tomaz Kancler と

総会の最終日に 2020 年の大会開催地として立候補したパリ、メ
ルボルン、リオデジャネイロの 3 都市の中から、パリが早々と第
一回投票で消え、最終的にリオが勝利したことも、その象徴的な

と も に、 常 置 委 員 会 の

出来事であった。

一 つ で あ る UIA 国 際 設

このような状況の変化をベースに UIAと JIAの関係をみれば、

計競技委員会の共同主

会費の負担が従来からの懸案事項であった。しかし、今回総会で

査 を 務 め た。 そ の こ と

承認された経費の削減に伴う会費の見直しによって、ようやく新

に よ り、2005 年 に イ ス
タンブール大会で理事

UIA総会：芦原会長夫妻と

たな展望が開けると思われる。特に建築士法の改正に伴い、従
来 35,000 人という根拠の薄い「建築家」の数を見直し、現実的な

に、また 2008 年にトリノ大会で副会長（第Ⅳ地域代表）に就任し

数字を基に会費の見直しを進めることが必要と思われる。
「国際

て以来、継続して年 2 回開催される UIA 理事会への出席の権利と

交流基金」の運用や、五会との役割分担を含め、オールジャパン

機会を得た。世界各地で開催されるすべての理事会や役員会に出

としてのコミットメントを定常的に行える体制（たとえばフェデ

席できたわけではないが、その間 UIAの状況や動向をつぶさに把

レーションの創設）の整備を至急整える必要がある。そのことを

握することができた。なんといっても、最大の出来事は 3 度目の

総会の合間に芦原太郎会長や前 ARCASIA 会長の国広ジョージ国

挑戦でようやく勝ち得た 2011 年東京大会の開催であった。不幸

際交流委員等と確認し合った。具体的には、UIA 常置委員会（職

にも発生した東日本大震災の後にもかかわらず、槇文彦先生や小

能委員会、教育委員会、国際設計競技委員会）やその他の各種活

倉善明さんをはじめとする諸先輩や本当に多くの方々の熱意に

動部会（Work Programme）への参加をベースとした、地道な定常

よって、大会史に残る成功を収めることができたことは、特筆す

的活動の展開と、そのための合意形成と組織体制づくりである。

べき大きな成果であったと言って良い。
しかし、当然のことな
化する。近年 UIAにも大

2．UIA2014Durban 大会
今回の有料参加者数は 102 ヵ国から約 4,500 人で、うち学生は
1,200 人程度であった。地理的な条件や ARCASIA 大会との時期

きな変化が起きつつある。

と近かったこともあり、日本をはじめアジアからの参加が少な

がら時が経てば状況も変

直 近 で は ド イ ツ、 オ ー

かったのはやむを得ないと思われる。会場の「国際会議センター

ストリアやオランダの欧

」は海岸リゾート地に近い巨大な会議場ですべてが運営さ
（ICC）

州勢が退会した。その一

れ、都心における街ぐるみの東京大会とはかなり趣の異なる大会

方、アルジェリア、リビ
ア、ペルー、ラオス、台

UIA総会：Esa Mohamed新会長挨拶

そして、大会のテーマは、アフリカで開催される大会であるこ

湾（Chinese Taipei）等の新

とを反映し、
「Architecture Otherwhere( 別の場所の建築 )」をキー

規加盟があった。こうし

ワードとした。すなわち、欧米と中心とした建築のあり方から、

て、かつての欧州を中心

よりグローバルに視野を広げた多様な地域の建築のあり方や取り

として運営されてきたき

組みに目を向けるものであった。このテーマに基づき、3 日間の

らいのある UIAの地政学

「Ecology」
「Values」の 3 つのサブタイ
日程にそれぞれ「Resilience」

的構造は大きく変わりつ

トルが与えられた。それらに従い、毎日早朝から非常に多くのプ

つあることを実感したの
である。3 年ごとに開かれ

16

となった。

ログラムが組まれ、その意味で大変盛会であった。
新旧会長夫妻

なかでも、1 日目に JIAが主催した「JAPAN FORUM」での講演、
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および大会 3 日目の基調講演をお願いした伊東豊雄さんの登場は、
その知名度と常に発展する作品の内容から開場も満席を超えるな
ど集客も圧倒的で、大会中最も関心を集めたイベントとなった。
主催者から何度も感謝されたのはその現れであった。
伊東さんは、上記の 2 回（8 月 4 日の JAPAN FORUM ＋ 6 日の
基調講演）にわたる講演を通して、タイトルを以下のように設定
し、互いに関連させながら、通しで聴講することで近年の伊東さ
んの活動や考え方が良く理解できる構成を準備してくださった。

1）Architecture. Possible here?（ここに、建築は、可能か）
2）Possibility of Architecture beyond Modernism（モダニズム建築

伊東豊雄さんの基調講演

を超えて）

た。最後は現在建設中の台湾台中市オペラハウスで締めくくり、

1）は JAPAN FORUMの メ イ ン テ ー マ と し て 掲 げ た「Beyond
Disaster」に呼応するもので、東北における「みんなの家」プロ

驚異的な建設現場のビデオ映像とともに、モダニズムを超えるこ

ジェクトを通して、自分の作品としてではなく、広く人々と語り

とも会場を埋め尽くした聴衆からスタンディングオベーションで

合うことによってのみ建築家としての社会的役割が果たされる

賞賛され、大変熱く印象的な時をこの南アフリカの地で共有でき

ことを繰り返し主張された。講演後、5 人の質疑応答（モデレー

たことは幸いであった。

ション：筆者）にも誠実に答えられ、特に最後に故マンデラ大統

との意味を圧倒的な説得力をもって静かに語りかけられた。2 度

その他で大会中印象に残ったことの一つに、
「建築家の社会

領の獄中での言葉を引用しながら、世の中を変えるためには戦う

責任」を巡る議論が強まってきたことがある。これはアジアの

だけではなく、反対する立場の人々との対話が不可欠である。世

ARCASIAでも同じことだが、これまで個別に議論されてきた地

界中を席巻してきたモダニズムを超え、人々と地域に開き呼応す

球温暖化対策をきっかけとする「サステイナビリティ」、バリア

る建築の新たな場所を見いだすためにも、同様なアプローチが

フリーから始まった「ユニバーサルデザイン」
、災害対策に端を

必要、と締めくくられた。その流れの中で、筆者が「Modernism

発する「レジリエンス」等が、
「Social Responsibility」という大きな

is disaster.」と言い切った時には、会場から大きな拍手で賛意を頂

枠組みのなかに包括的に関連づけられたのである。それぞれが大

いた。

きなテーマであるため、一般の関心もまだそれほど高くはなく、

2）の基調講演は反復するグリッドで覆われたモダニズムの建

焦点がぼけるきらいもあるが、建築家の役割として今後議論が

築や都市に対する批判から始まり、近作の曲線のジオメトリーを

深められていくに相違ない。これはまた、日本や JIAの建築家に

三次元に発展させた建築を、ビデオを交えながら丁寧に紹介され

とって国際貢献に繋がる大きな課題であると思われる。

■ UIA 理事会・2014 ダーバン大会・総会スケジュール（2014.9.3 〜 9.10）
日（曜日）
UIA 理事会

UIA
ダーバン大会
2014

124 回 UIA 理事会

３㈰

JIA 展示ブース準備
Welcome Reception

４㈪

Resilience（回復力）

Opening Session（開会式）+ Keynote Panel
JAPAN FORUM（伊東豊雄＋岩村和夫）
Italtile Cocktail Party

５㈫

Ecology（エコロジー）

Keynote Panels etc.
Responsible Architecture R4
Archiball

Values（価値）

Keynote Panels etc.
UIA ICC
Keynote Speech（伊東豊雄（＋岩村和夫））
Dinner + Awards Ceremony

６㈬

UIA 総会

OCTOBER 2014

内

３㈰

容

７㈭

Closing Ceremony（閉会式）

７㈭

・議事採択、役員活動報告（岩村活動報告（国際設計競技委員会））

８㈮

・役員活動報告、財務報告、次期基本方針

９㈯

・新規活動提案規約／定款変更提案
・次期役員立候補者演説、次期役員選挙（次期会長当選者 Esa Mohamed（マレーシア））
・次期理事立候補者演説、次期理事選挙
・UIA2014 ダーバン大会報告、UIA2017 ソウル大会準備報告

10 ㈰

・UIA2020 大会・総会開催立候補都市プレゼンテーション
・UIA2020 大会・総会開催都市選挙（ブラジル・リオデジャネイロに決定）
・閉会
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た坂茂建築設計および伊東豊雄建築設計事務所

ら頂き、継続的に放映することができた。
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TE SP17:E25 Hall 5 & 6
KEYNO
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4 August,

A1ポスターは、全体を岩村が編集し制作にあ
たった。そのコンテンツには、JIA 災害対策委
員会、および JIA 東北支部の労作が含まれ、ま

会への JIAの参加・貢献は成功裏に終わったと
言えるだろう。

JAPAN FORUMと基調講演のチラシ

東 北 支 部 UIA2014 ダーバン大会 参 加 報 告
東 北 支 部 は、 か ね て よ り

害国の建築家が、関心をもって足を止めてご覧になられていま

UIA 大会に積極的に参加して

した。

います。今回は辺見支部長は

また「JIA ゴールデンキューブ賞 2013/2014」の組織部門優秀

じめ東北支部関係者 12 名が

賞を獲得し、日本推薦作品となった「子どもたちが応援する歴

参加登録し（支部企画ツアー

史的建造物の震災復興〜地域・小学校等との協働プロジェクト

利用者は他支部も含め 16 名）、
片道最長 28 時間の空路等移

〜」
［建築と子供たちネットワーク仙台］が、世界各国の優秀作
会場到着時の集合写真

動時間を経て、ダーバンへ向かいました。

品が集まる「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、

大会ではイベントへの参加はもとより、国際交流委員会か

見事、最優秀賞（組織部門）を受賞しました。その表彰式では

らの要望を受け、JIA ブースにおける東日本大震災以降の状況

受賞団体を代表し、渋谷セツコ氏と細田洋子氏が記念スピーチ

（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を制作し、当日の会場での設置等も行

を披露し、会場参加者より盛大な拍手が送られました。
岩村和夫委員長はじめ、本部事務局の海外担当の安田さん、

いました。東北 6 地域会を駆け巡り、撮影と編集を担当された

宮下さん、たくさんお世話になりました。無事全員帰国いたし

芳賀沼整氏の努力により完成した素晴らしい映像には、特に災

ました、ありがとうございます。

建築と子供たちネットワーク仙台代表
渋谷セツコ氏（右）・細田洋子氏（左）

JIA展示ブース

UIA建築と子どもゴー
ルデンキューブ賞
授賞式

JIA展示ブース 設営・設置担当の面々

東北支部制作の映像

つじ かず や

辻 一弥（東北支部）
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建築家大会 2014 岡山

境界を越えて

総合化に挑む建築家の使命

2014 9 25 thu 27sat
http://www.jia.or.jp/okayama2014/

ありがとうございました。
9 月 25 日〜 27 日の 3 日間にわたり開催しました JIA 建築家大会 2014 岡山は、盛況のうちに会期を終えることができました。
ご参加・ご来場いただきました皆様、ご協力・ご後援いただきました皆様、そして関係者の皆様に御礼申し上げます。
次年度の建築家大会は、金沢で開催する予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

公益社団法人 日本建築家協会（JIA）
JIA 建築家大会 2014 岡山の詳細につきましては、次号でご報告いたします。
OCTOBER 2014
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座談会

JIA25 年賞を考える ③

これから 25 年賞が目指すもの
次年度から「セレクション」
「アワード」どちらの特徴も生かした、さらに公益法人 JIAらしい賞にグレードアップす
る 25 年賞。
「JIA25 年賞を考える」最終回の今回は、単に賞を授与するだけにとどまらず、それをいかにデータベー
ス化、アーカイブ化につなげていくか、25 年賞から発展した将来の姿について話し合います。
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）

25 年賞受賞の印としての銘板

そしてこれも「Selection」と「Award」と 2 通りのもの
をつくろうとしています。大賞、その次の賞、それ以外

芦原●プリツカー賞をもらえる建築家は毎年世界で 1 人

のセレクションは板の色を変えようとしています。

しかいませんから、何万人もいる建築家は自分とは関係

芦原●受賞対象は建築ですから、建築にこれを取り付け

ないと思ってしまいます。でも 25 年賞はもらえるかも

てくださいということが趣旨なのですね。

しれない、と建築家が意識できる案をつくっていただき

大谷●これは商標の代わりになるものです。

たいですね。

芦原●一般の人が、これを見て日本建築家協会から建築

大谷● 25 年経つといろいろなことが淘汰されて、建築

の賞をもらったということが分かるように浸透していく

家の野心や妙な功名心などが一切洗い流されて、ピュア

といいですね。

な建築になっていくわけです。ですからとても面白い賞

このタスクフォースに数年携わって思いますが、25 年

なのです。

賞をもらった建物の建築主がとても喜んでくれることが

芦原●これは建築家の賞ではなくて、建築の賞ですから

あり、これは我々にとっても大変うれしいことです。大

ね。

切に使ってきたものが評価されることが、実は我々が

大谷●そうなのです。ですから建築家の名前は前面には

思っていた以上に重要なことだったのだと痛感しました。

出しません。もちろん賞状はいろいろな方に授与されま

つまりそれは、建築家の思いを超えて、社会的現象に

すが、授賞対象は、その建築に関係したあくまで建築物

なっていくということで、それがこの賞でもっと実現で

の名前でいこうとしています。

きるのです。

福島●そのために授賞した建築物に取り付ける銘板を作
成しています。

受賞作をアーカイブ化する

大谷●これはまだ完全に認定されたものではありません

大森●この賞は、いわゆる文化としての建築、建築家が

が、今後表彰委員会にかけます（7 月 30 日の表彰委員会

そこに込めた意図や、建築の文化的な意味を評価するわ

で承認）
。25 年賞にちなみ、25センチ角で厚みも 25ミリで

けです。公益社団法人として JIAは、25 年賞をもっと外

す。いかにもこの銘板が取り付いた建物が立派に見える

に向けて開いていこうとしています。いままでは 25 年

ようにしたいと思ったのです。だからデザインのプロセ

間建築家が設計したものを大事に使ってくれてありがと

スは単純で、
「25」という文字だけでいこうとしています。

うございますとお礼を述べるような意味合いがありまし
たが、より社会にアピールする姿勢を示す具体的な方法
として、どのようなことが考えられますか。
大谷●ウェブに載っていることがものすごく大事だと思
います。
福島●そういう意味でも、すべての賞の受賞作品の戸籍
をつくること、つまりアーカイブ化が大事だと思います。
大谷● 25 年賞を取っかかりとしますが、最終的な目的
は、JIAの建築家たちがつくる建物を、できあがった時
にどんどん登録していって、それがどういう年月を過ご
していくかを追えるようにする本当の意味での戸籍です
ね。そこまで至ればすごいと思います。
大森●そうすれば、竣工から 25 年経ったら自動的にセ
レクションされることも考えられます。また、応募する
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時にも活用できるわけですよね。つまりどの作品が応募

の戦後の建築は、見た目は地味でも 25 年経ったら間違

されているかも見える、そういう使い方もあると思いま

いなく、小さなマンション建築だとしてもちゃんとした

す。そうすると賞がどう決まっていくかも透明になって

建物だと分かります。

いきます。

大森● 25 年賞を世界に向けて、よりアピールすること

全建築作品の戸籍化を目指す

で日本の建築の文化を伝えることができますね。
大谷●いままでは伝える努力をしてこなかったのではな

大谷●いまアーカイブ化の技術は、どんな分野でもすご

いでしょうか。

く発達しつつありますから、建築の分野でもやらない手

芦原●たしかに、できあがった時の建築の姿は海外の雑

はないですね。今までなかったのが不思議なくらいです。

誌などでも紹介されているかもしれませんが、25 年生き

大森●また、それをどう利用していくのかも大きな問題

て頑張っている建築は世界に伝わっていないかもしれま

です。アーカイブに入れることももちろんですが、一番

せんね。

大事なのは誰でもアクセスして利用できることですね。

大谷●ロシアや中東のお客さんを丸の内の仲通りに案内

そのためには、それをいろいろ料理しなければなりませ

したりすると、もうみんな舞い上って「なんだ、ここは」

ん。まずは Web サイトとして構築し、ゆくゆくはアプ

といって喜ぶんですよ。建築のグレードの高さと、街並

リ化し、スマートフォンでリストが出てきて、それに対

みの良さと、快適で安全な世界。あんな場所は世界でど

して多少の情報や解説が載っているものがすぐ検索でき

こにもありません。不思議なことにその価値を日本人が

たりするといいですね。

一番知らないのです。

芦原●すぐ検索できることは大切ですね。その地域の

福島●世界に向けても、日本の建築のアーカイブ化がと

25 年賞をもらった作品のデータが載っていて、地図に

ても重要になってくるでしょう。

位置情報もあって、さらにそれを活用してその地域の

大森●それには言語も日本語だけでは駄目ですね。

25 年賞の建築を巡ることができる。それには膨大な労

福島●情報化社会の面白いところは、個人の記憶や感情

力が必要だと思いますが。

のようなものもアーカイブ、つまり記録にすることがで

大谷●それがあったら、ぜひ使いたいですね。

きることです。これまでは大事なことしか紙媒体やイン

芦原●いまはもうガイドブックをつくる時代じゃないで

ターネットに残せなかったのが、ちょっとした気づきの

すから、最終的にアプリ化することができれば、これは

レベルでさえもしっかり記録に残していける。25 年賞は、

一般の人との接点になりますし、そして JIAのほかの賞

ちょっとクラシックな賞のように見えて、じつは個人の

もうまくそこへリンクさせることもできますし、他団体

記憶のようなものを社会化していくことができる非常に

でもいろんな賞がありますから、それらも同じアプリの

現代的な賞なのかもしれません。

中にそれぞれ入れていくことになれば、日本全体の建築

そのときに、おそらくアーカイブ化だけではなくて、

アーカイブになります。夢は広がりますね。近現代建築

先ほど出ていたマッピングや地図づくり、もしくはこう

資料館もできましたので、そういう中に最終的にはデー

見ると面白いというようなガイドブックづくり、それら

タとしてストックされて建築の戸籍謄本を国で管理して

がこれからの課題になってくるのでしょうか。

もらえるようなことになればいいなと思います。また、

大森●たぶんその企画は、本ではなくてアプリなので

逆にいうと、JIAが先陣を切って、ぜひとも他団体と連

しょうね。本は出た瞬間に古くなってしまいますから。

携してそういうシステムを構築したいものです。

福島●それはすごく感じますね。同様に時代が変化する

世界に向けてもアピール

ことに合わせて、賞の意味合いや判断基準も変化してい
くのでしょう。常にデザインなどの良い悪いの基準はい

大谷●最近、仕事上海外に行くことが多いのですが、日

ろんな拡張が行われていて、25 年賞がセレクションかア

本の現代建築ほど世界中でよくできている建物はないと

ワードかというようなディスカッションは、これからも

痛感します。施工技術ももちろんですが、とにかく建築

行われていくものなのかなという気がします。

家たちがいろいろな工夫をしています。それは日本の建

大森●いまでは建築をつくる段階でコミュニティデザイ

築の大きな特徴だと思います。ほかの国では、古い建築

ンや合意形成手法をデザインするということも出てきて

にすばらしいものがあるのは当たり前ですが、ヨーロッ

います。

パに行っても現代の建築はペラペラ、ペコペコの大した

福島●それらを 25 年賞でも議論しなければならない日

ものではないのです。外国では時間が経つと、メンテナ

が来るかもしれませんね。

ンスを超えて建築が本当に剥離していくようにボロボロ

（2014 年 6 月 24 日 JIAにて収録）

になっていくことが多いのですが、それに比べると日本
OCTOBER 2014
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■ 本部便り

「新国立競技場に関する追加説明・意見交換会」の開催について
この会は本年 7 月 7 日に開催された「新国立競技場に関する説明会」

2014 年 9 月 8 日、16 時から 17 時 45 分まで、日本スポーツ振興セン
ター（JSC）に於いて、建築設計関連 5 団体（日本建築士会連合会、東

を受けて、建築設計関連 5 団体が提出した質問書に対する JSCの回答

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

に加えて、さらに実務的な検討を行ったものです。
後日、この会での追加説明・意見交換の概要を発表することを予定

会、日本建築家協会）、JSCおよび計画設計関係者（日建設計・梓設
計・日本設計・アラップ設計共同体、Zaha Hadid Architects、久米設

しています。

計）による新国立競技場に関する追加説明・意見交換会を開催しまし
た。

2015 年度の全国大会について
9 月 25 日より開催されました JIA 建築家大会 2014 岡山において、



明年に開催する金沢大会の概要が発表されましたのでお知らせしま
す。



ᴾ
ＪＩＡ建築家大会２０１５金沢ᴾ
２１世紀最初、 年の大会は金沢でした。テーマは「建築

JIA 建築家大会 2015 金沢
りょく

テーマ 「みんな 力 」—ともに在る社会へ—
日
会

本多の森・金沢 21 世紀美術館・しいのき迎賓館・東茶屋街

将来に向かっていろいろな問題を解決するには、私たち建築

し、そうした世界的変化の中で、私たち建築家が果たすべき役

家個人やＪＩＡだけでは無理があるようです。社会、地域に住

割にも大きな転機が訪れるだろうと考えました。

む人たちを巻き込み、いろいろな団体に所属する人たちと共に

ます。


りょく

１．災害を超えて日本社会が向かうべきところを考える
グローバル経済が進行する現代社会では様々な格差が生



社会の啓蒙者としての建築家の役割は終焉しました。私た
ちは地域の人たちといっしょになって考え行動する伴走者

みんなでいっしょに歩める社会の在り方を考えます。

であるという新しい使命を認識し、同じ目標を持つ他団体と
の連携を強めながら建築家の社会的立場の強化につなげる



大会にします。

２．建築界の向かうべきところを考える
「安ければいい」という社会的風潮が建築界を直撃し、結



果、建築創造に魅力がなくなっている状況が生まれていま

４．みんなに開かれた大会

す。建築を創ることに夢を託せるような業態づくりに、地域

あれからもう 14 年、いやまだ 14 年も経たない間に、大きな災害に
も見舞われその復興もままならないなか、経済的にも政治的にも混沌

３．今の時代に求められる建築家像の提示

じていますが、地域が衰退する社会になってはなりません。

うと考えました。

今大会は、建築界の仲間はもとより、地域の人を巻き込み、

ぐるみで全ての建築界の仲間と共にいっしょに歩んでいく

広く社会に開かれた大会とします。そのため全てのプログラ

姿勢を示す機会とします。

ムを公開し、新しい建築環境をみんなで考えます。


ᵐᵎᵏᵓᵌᴾᵗᵌᵏᵕᵆᶒᶆᶓᵇ－ᵗᵌᵏᵗᵆᶑᵿᶒᵇᴾ


大会日程（予定）
会議、分科会

大きな転機が訪れています。

 大会会場（予定）
 金沢歌劇座他

 WKX  フォーラム、街歩きエクスカーション


 本多の森・金沢  世紀美術館・しいのき迎賓館・東茶屋街

ウェルカムパーティ

将来に向かっていろいろな問題を解決するには、私たち建築家個人
込み、いろいろな団体に所属する人たちと共に考え、行動する必要が

 

大会主旨文

の中で、私たち建築家が果たすべき役割にも大きな転機が訪れるだろ

や JIAだけでは無理があるようです。社会、地域に住む人たちを巻き

－ともに在る社会へ－ᴾ

ᴾ

21 世紀はまったく異なる様相の世紀と予測し、そうした世界的変化

建築を取り巻く環境も大きく変わり、予想に違わず私たち建築家に

来年「-,$ 建築家大会  金沢」の大会のテーマを考えました。

治的にも混沌とした様相を呈し、いろいろな問題が噴出してい

世紀」
、20 世紀が産業革命、地球開発、戦争の世紀であったのに対し、

とした様相を呈し、いろいろな問題が噴出しています。

考え、行動する必要が生じています。こういう状況を踏まえて

な災害にも見舞われその復興もままならない中、経済的にも政

「みᴾ んᴾ なᴾ 力 」ᴾ
21 世紀最初、2001 年の大会は金沢でした。テーマは「建築家・新

建築を取り巻く環境も大きく変わり、予想に違わず私たち建
築家に大きな転機が訪れています。

あったのに対し、２１世紀はまったく異なる様相の世紀と予測

あれからもう１４年、いやまだ１４年も経たない間に、大き

程：2015 年 9 月 17 日㈭～ 9 月 19 日㈯
場：金沢歌劇座他



家・新世紀」、２０世紀が産業革命、地球開発、戦争の世紀で

フォーラム、街歩きエクスカーション

 主 催／ 公社 日本建築家協会

 IUL  大会式典、基調講演

後援予定／石川県・金沢市

レセプションパーティ
 VDW  セミナー、エクスカーション

一社 福井県、石川県、富山県建築士事務所協会



一社 福井県、石川県、富山県建築士会



生じています。こういう状況を踏まえて来年「JIA 建築家大会 2015 金
沢」の大会のテーマを考えました。

3. 今の時代に求められる建築家像の提示
社会の啓蒙者としての建築家の役割は終焉しました。私たちは地域

【大会主旨】
1. 災害を超えて日本社会が向かうべきところを考える
グローバル経済が進行する現代社会では様々な格差が生じています

の人たちといっしょになって考え行動する伴走者であるという新しい
使命を認識し、同じ目標を持つ他団体との連携を強めながら建築家の
社会的立場の強化につなげる大会にします。

が、地域が衰退する社会になってはなりません。みんなでいっしょに
歩める社会の在り方を考えます。

4. みんなに開かれた大会

2. 建築界の向かうべきところを考える

会に開かれた大会とします。そのため全てのプログラムを公開し、新

今大会は、建築界の仲間はもとより、地域の人を巻き込み、広く社
「安ければいい」という社会的風潮が建築界を直撃し、結果、建築

しい建築環境をみんなで考えます。

創造に魅力がなくなっている状況が生まれています。建築を創ること
に夢を託せるような業態づくりに、地域ぐるみで全ての建築界の仲間

大会に関する最新の情報は公式ホームページで紹介の予定です。

と共にいっしょに歩んでいく姿勢を示す機会とします。

http://jia-hokuriku.org/2015kanazawa/
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BOOK 書籍紹介
『みやぎボイス 2014 復興住宅のこえ』
昨年に続いて今年も開催された、東日本大震災復興シンポジウム「みやぎボ

2014 年 8 月刊行

イス」。今年はテーマを「復興住宅のこえ」とし、復興後の生活や暮らしとい

編集・発行：みやぎボイス

う視点でさまざまな人たちを横断するプラットフォームづくりを目指しまし

連絡協議会

た（『JIA MAGAZINE』305 号参照）
。

頁数：156 頁

このたび、シンポジウムの報告書『みやぎボイス 2014

復興住宅のこえ』が

判型：A4 判

完成しました。ぜひご覧ください。ご希望の方は、JIA 東北支部宮城地域会
（TEL：022-225-1120

オールカラー
並製

価格：本体 1,000 円＋税

e-mail：miyagi@jia-tohoku.org）までお問い合わせく

ださい。

編集後記

本誌では、新国立競技場の問題を継続して取り上げていま

すが、先号の芦原会長の言葉にもありますように、JIAの役
割はプロフェッショナルとして適切なアドバイスや選択肢の
提示をすることにあります。一方で、この件に関しては数多
くの報道がなされているものの、その多くはこの事業の進め
方や景観問題などであり、巨大な施設を設計する方法につい

ての具体的な検証はあまりなされていないように思われます。

これから事例が増えるであろう領域についての、具体的な話です。

UIA 大会の報告では、JIAがどのように海外と繋がっているか、

その一端に触れることができるでしょう。JIAの岡山大会につい

ては、まずは速報として大会の様子をお見せします。詳しくは、
次号にてのご報告となります。

表紙は、丹下健三先生によるナイジェリア新首都のスケッチで

本号では、これまでにドームをはじめとするいくつかの大空

す。このプロジェクトを担当された古市徹雄さんに解説を書いて

家の斎藤公男さんに話を伺いました。大空間建築における設

ついての貴重な証言の記録ともなっています。解説文の最後の言

間を設計し、それを長年の研究のテーマとされてきた、構造
計および計画や進め方について詳しく説明いただき、また大
今村創平
訂

集合住宅の設計の経験を書いていただきました。日本においても

スパン空間の歴史やザハ案についても、具体的に検証されて
います。今後の議論に資することを期待しています。

海外レポートでは、ロンドンから戻られたばかりの小見山

陽介さんに、英国の最新の環境建築指針に則った、木造中層

いただきましたが、この表紙のシリーズは、描かれたスケッチに
葉に、古市さんの思いが込められています。

新国立競技場を巡る混乱も、私たちがこのところ、大きな構想

を描くことに向き合ってこなかったことによると、思えてなりま
せん。

正

『JIA MAGAZINE』306 号に掲載しました槇文彦氏の寄稿「志をもった建築を目指して」のなかで、誤りがありました。

p.17 右段 上から 6 行目 誤）しかも 1,000㎡にも及ぶ
訂正してお詫び申し上げます。

正）しかも 10,000㎡にも及ぶ

『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
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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
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■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
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2014 年度 JIA 新人賞公開審査のお知らせ
本年度新人賞応募作品の中から、第 1 次審査を通過した作品について、
プレゼンテーションおよび質疑回答を行い、審査員による公開審査を行います。
どなたでも見学できます。ご自由にご参加ください。

時

2014 年 10 月 26 日（日）13:00 〜 17:00

会

場

建築家会館 1 階大ホール

2014.10

日

〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-16
審査委員

今村雅樹（建築家／日本大学教授）
2014 年 10 月 15 日発行（毎月 1 回発行）通巻 308 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
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

山梨知彦（建築家／日建設計 設計部門代表）
遠藤政樹（建築家／千葉工業大学教授）
参加申込

不要（参加費：無料）

CPD 認定 （申請中）
審査対象作品
「群馬県農業技術センター」
日野雅司、栃澤麻利、安原

幹（SALHAUS 一級建築士事務所）

「九州工業大学製図室」
古森弘一（㈱古森弘一建築設計事務所）
「アーツ前橋」
水谷俊博（水谷俊博建築設計事務所）
「Shore House」
原田真宏、原田麻魚（マウントフジアーキテクツスタジオ一級建築士事務所）
「森の階調」
浅野言朗（㈲浅野言朗建築設計事務所）
「豊島横尾館」
永山祐子（㈲永山祐子建築設計）
「深川不動堂」
玉置

順（一級建築士事務所玉置アトリエ）

「風の音」
芦澤竜一（芦澤竜一建築設計事務所）
「二重屋根の家」

東京都渋谷区神宮前 2-3-18

末光弘和、末光陽子（㈱ SUEP.）
式次第
・開会挨拶
・プレゼンテーションおよび質疑回答

JIA 館

・公開討論・講評
・閉会挨拶
問い合わせ先
公益社団法人日本建築家協会事務局：担当（安田）

Tel: 03-3408-7125
e-mail: myasuda@jia.or.jp
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