
　このたび、日本建築学会（以下、本会）の第54代会長に推挙い

ただきました。身に余る光栄を感じつつ、一方で、果たすべき責

任の重さを深く受け止め、ここに会長としての所信を表明させ

ていただくとともに、本会の持続的発展のために全力を尽くす

所存です。

「建築としての声を一つに」がいまなぜ大切か

　私は、建築の原点とその特質を再認識したうえで、「建築とし

ての声を一つに」の機運を一層盛り上げることが、建築と本会の

持続的発展に不可欠であるとの思いを強くしています。建築は

元来、計画・デザイン・歴史、構造・材料・施工、環境・設備等に代

表される、「多様なジャンル」を包含した幅広い取り組みを旨と

しています。しかし、活動が内向きになると、「巨大組織ゆえの縦

割り」に陥り、それでは、グローバル化が急速に進行し変化の激

しい今の世界に適応できなくなります。それを防ぐキーワード

が、「実社会との連携」と「学際性の豊かさ」であると考えます。

　人と建築に関わる社会の要請に的確に応えることを使命とす

る私たちの分野では、「実社会との連携」を実践してこそ、その

責務が果たせます。また、地球規模で見れば人口が増え経済活

動の活性化に伴い多くの開発が進むなか、人類の持続的発展を

これからどう維持するかという究極の問題と向き合わなければ

なりません。人類の持続的発展には新しい生き方が求められま

すが、その思考において本会が果たすべき役割は多大です。た

だ、それを実行してゆくためには、従来にも増して多くの学問

分野との協働が不可欠で、そのためには、建築を構成する各分

野の融合はもとより、工学系学科としての従来の枠に留まるこ

となく、文理融合を含めた「学際性の豊かさ」を推し進めること

も必要です。

　持続的発展を可能にする新しい生き方の創造には、分野、文

化、風習、年齢、性別等を異にするさまざまなステークホルダー

（利害関係者）の協働が鍵となり、それを実現するためには、互

いに協力しあって参加する「共創」を積極的に推進してゆくこ

とが大切です。その帰結として、「建築としての声を一つに」が

実現し、もって建築と本会が果たすべき使命が明確になるとと

もに、建築としての力が一層蓄えられると確信するものです。

リットを一層実感できる仕組みを作りあげなければなりませ

ん。そのために、会員とのタイムリーな情報送受信の強化や、遠

隔会議・遠隔講習会・セミナー等の推進による本会諸活動への

参加奨励に取り組みます。また、東京一極集中という現象は、本

会においても例外ではなく、人と社会の営みに直結する活動を

展開する本会の持続的発展のためにも、主体的に議論すべき課

題です。その一環として昨年度から始まった、各支部の独自活

動を本部や他支部と情報共有する試みや、支部の持続可能な財

政基盤づくりの試みを、「建築としての声を一つに」を奨励する

好機ととらえ、一層推し進めます。

3．「グローバル時代を生きぬける建築人の育成」の推進

　「多様なジャンル」「実社会との連携」「学際性の豊かさ」とい

う建築の特質を体現できるわが国ならではの建築―これを

“わが建築”と呼びたいと思います―を担える建築人の育成

は、建築の発展にとっての生命線です。その一方で、グローバル

化が加速する現代において、“わが建築”のグローバル化への適

合とそこでの協調と競争は焦眉の課題となっています。先達の

努力によってさまざまな国際展開に励んできた“わが建築”で

すが、多様性を旨とする建築においては、グローバル化への適

合を単一の尺度で測ることが難しい現状を認識したうえで、“わ

が建築”ならではのグローバル化対応を真剣に議論し実行して

ゆかねばなりません。また、この対応の基礎となる人材育成にお

いて、男女共同参画をさらに推進することは必至の状況です。

“わが建築”は女子学生の比率が30～40%と、その比率が

10%程度に留まる工学系の他学科を圧倒していますが、これは

建築において女性の参画が一層重要であることに他ならず、男

女共同参画に関わって、“わが建築”が固有に抱える問題を本会

で共有し、その解決策をともに考える姿勢は大切です。以上を踏

まえ、人材育成に関わる議論の場の充実や育成に資する情報収

集と共有の奨励、男女共同参画に関わる情報共有や交換の場の

充実とさまざまな取り組みを後押しする仕組みの開拓、グロー

バル標準に照らし合わせた成果の評価や同標準に耐えうる成果

の公表を支援する場の整備等に取り組みます。

「建築としての声を一つに」を高めてゆくための道筋

　「建築としての声を一つに」を高めるための具体策として、以

下に示す道筋を掲げ、本会に集う産学官民の会員諸氏との連携

によってこれらを推進したいと思います。４つからなる以下の

道筋のうち、1と2は、「建築としての声を一つに」の基盤となる

べき本会の運営に、3と4は、「建築としての声を一つに」を高め

るべく重点的に取り組みたい課題に、それぞれ関わっています。

1．本会の持続確保に資する中期アクションプランの策定

　本会は、今から9年前の2006年4月に、「建築学と本会の発

展のための中長期計画―目標の共有とアイデンティティ強

化―」と題する中長期計画を策定し、その後の10年にわたる運

営においては、この計画とそこに示されたアクションプランが、

本会運営の一貫性を保つための拠り所となってきました。この

計画のとりまとめを主導された村上周三元会長は、会長就任の

挨拶のなかで、「中長期の計画なしに本会のような巨大組織を

運営することは、海図なき航海のようなもので危険を免れない

こと、また、本会のアイデンティティ強化のためにも、中長期の

行動計画を定めこれを確実に実行することが求められる」と看

破されています。「建築としての声を一つに」を推進しようとす

るとき、本会自身が声を一つにして行動する必要があり、その

ためにも中長期計画とその実行に資するアクションプランは不

可欠です。2006年に公表された本会中長期計画が、2015年度

末までのアクションプランに言及している事実に鑑み、建築と

本会を巡る内外の事情の変化を踏まえた中長期計画の見直しと

も併せて、次の10年の道しるべとなりうるアクションプランの

策定に取り組みます。

2．会員の要望にタイムリーに応える運営

　本会が健全な運営を続けてゆくためには、なによりも、「会員

の要望に迅速かつきめ細かに応える体制・仕組み」が鍵となり

ます。情報の送受信に関わる仕組みを急速に変えつつあるICT 

（Information and Communication Technology）関連技術

を活用することによって、本会を支える多くの会員が、「共創」

を通じて学会活動により積極的に参画し、会員であることのメ

4．「レジリエントでサステイナブルな社会構築への建築の貢献」

の推進

　わが国にとってまさに焦眉な課題であり、また、本会が真摯

に取り組んできた社会貢献活動の柱である、「災害からの復興

と防災・減災の推進」「低炭素都市・建築の実現」「建築ストック

の利活用」の3課題は、「実社会との連携」を強く意識しながら、

その継続と一層の発展をめざすべき事項です。加えて、「建築と

しての声を一つに」を考えるとき、これら3課題が互いに密接に

関係している事実は見逃せません。良質な建築ストックの形成

には、既存建築の耐震・機能改修等は不可避であり、低炭素社会

実現の鍵であるカーボンニュートラル化にも既存建築の品質向

上は必須ですし、ひとたび大災害が起こればそれらの実現は大

幅に遅延します。これら3課題を、よりレジリエント（回復力の

高い）な社会の構築への必須事項ととらえ、課題間の有機的連

携とその先にある社会実装を、産学官民の結集によって推し進

めるべきであると考えます。息の長い取り組みと努力を要する

これらの課題については、健康で安らかな生活の質の確保等、

人と社会の営みにおける喫緊なニーズと有機的に結びつけて展

開することによって、取り組みの持続を担保することも肝心で

す。さらに、「学際性の豊かさ」を一層加速することを通じて、従

来建築の枠外にいた人達を建築に誘うことによる建築の強化が

可能となります。以上を踏まえ、これら3課題のさらなる推進、

解決に向けた課題間協働の促進や喫緊な日常ニーズとの連携を

支援する場の充実、学際の加速による新たな分野・人材の建築

への参加奨励、時限付き諸活動を本会常置組織が継承し持続さ

せる仕組み作り等に取り組みます。

　上記の取り組みにおいては、すでに多くの関連事業が本会で

展開されている現実を踏まえ、屋上屋を重ねることは避け、歴

代会長のリーダーシップのもと、本会が長年にわたって築き上

げてきた組織と事業を尊重しつつ、そこに「共創」のスピリット

を植え付けることによって、そして、会員の皆様、本会役員、事

務局からの弛むことのない協力をいただくことによって、速や

かな実行を果たしたいと思います。ご支援のほどを重ねてお願

い申し上げる次第です。
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高い）な社会の構築への必須事項ととらえ、課題間の有機的連

携とその先にある社会実装を、産学官民の結集によって推し進

めるべきであると考えます。息の長い取り組みと努力を要する

これらの課題については、健康で安らかな生活の質の確保等、

人と社会の営みにおける喫緊なニーズと有機的に結びつけて展

開することによって、取り組みの持続を担保することも肝心で

す。さらに、「学際性の豊かさ」を一層加速することを通じて、従

来建築の枠外にいた人達を建築に誘うことによる建築の強化が

可能となります。以上を踏まえ、これら3課題のさらなる推進、

解決に向けた課題間協働の促進や喫緊な日常ニーズとの連携を

支援する場の充実、学際の加速による新たな分野・人材の建築

への参加奨励、時限付き諸活動を本会常置組織が継承し持続さ

せる仕組み作り等に取り組みます。

　上記の取り組みにおいては、すでに多くの関連事業が本会で

展開されている現実を踏まえ、屋上屋を重ねることは避け、歴

代会長のリーダーシップのもと、本会が長年にわたって築き上

げてきた組織と事業を尊重しつつ、そこに「共創」のスピリット

を植え付けることによって、そして、会員の皆様、本会役員、事

務局からの弛むことのない協力をいただくことによって、速や

かな実行を果たしたいと思います。ご支援のほどを重ねてお願

い申し上げる次第です。

中島正愛　Masayoshi Nakashima

会長就任の挨拶  The President’s Inaugural Address

建築としての声を一つに  
Uniting the Voice of Japan’s Architecture Community

会
長
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長
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（第54代日本建築学会会長　京都大学防災研究所教授）
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