Introduction: Why this proposal is necessary

社団法人 日本建築学会

Today, architectural design education in Japanese universities is facing a severe crisis. This broadly consists of three fac-
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tors concerning international qualification, professionalism and conformity to the global environment.

Proposal for an Ideal Japanese Architectural Design Education

序

設計教育のあり方についての提言

今、
日本の大学における建築設計教育は、重大な局面に立っています。それは大きく国際的な資格の側面、専門性とい

なぜ提言が必要か

う側面、地球環境的な対応の側面の3つがあると思われます。

The UNESCO-UIA Charter for Architectural Education requires five years of study at institutions of higher education such
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as university or its equivalent, for qualification as an international architect. In Asia also, there are increasing numbers of
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countries including China and Korea which have extended the curriculum for architects to five years in accordance with
the Charter. Compared with that of the occident, Japanese architectural education has until now focused on a comprehensive education which includes the study of structure and building services, as shown by the fact that a large majority of architecture related studies belong to engineering departments. The registered architect system has therefore been established based on this fact. However, as the JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education) undergraduate
accreditation program has been implemented and accreditation of graduate schools is now also being considered, under
the current circumstances in which the equality of architectural qualification standards is becoming an issue as result of increasing international interchange, there is now a need to clarify the special character of Japanese design education.
With respect to architectural education, the JABEE Criteria for Architecture, Building Engineering and Similarly Named Programs has been stipulated, with the UNESCO-UIA Charter for Architectural Education, while incorporating the graduate
school education.
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国際的な建築設計者資格の条件として、UNESCO/UIAは高等教育における大学の修業年限を5年にすることを求め
ており、
アジアにおいても中国、
韓国など、それに従って建築家の教育課程を5年に延長したところも増えております。日
本の建築教育は、
欧米と比較しますと、その大多数の建築関係学科が工学部に所属していることが示しているように、
構
造、設備等を含めた総合的な教育を行ってきたことに特徴があるとされ、建築士制度もその延長上に定められてきまし
た。しかし国際的な交流が高まり、建築設計者資格の同等性が論議される中でJABEEの学部教育認定が始まり、
さらに
大学院教育認定を含めた検討もなされはじめ、
改めて日本の設計教育の特性を明確にすることが求められています。
建築家教育という面では、大学院教育を含めた形でUNESCO/UIAの国際推奨基準に対応することを視野に入れ、
JABEEの建築分野要件は定められています。

村田麟太郎（山下設計特別顧問）

日本における建築士制度がつくられ50年経ちますが、今改めてその建築設計および技術の分野における専門性が問

With fifty years having passed since establishment of the Kenchikushi (Architects and Building Engineers) Licensing System
in Japan, professionalism in the fields of architectural design and technology is again in question. In order to adequately
respond to this, it is vital for architectural design education at the higher level to first fully focus on the architectural professionalism of the future and to serve as its foundation.

われております。それに正しく応えるためには、
まず第一に高等教育における建築設計教育が将来の専門性をしっかり
見据え、その基礎となることが求められます。

Regarding the environmental issue which is the basis of human living, the Architectural Institute of Japan, together with four

人間が生きるための基本である環境問題については、
日本建築学会は建築系4団体と共同で2000年6月に地球環境・

other architectural organizations established the Architectural Charter for a Global Environment in June 2000. It is essen-

建築憲章を制定しました。21世紀の建築は地球環境に配慮したものでなければなりません。ただ新しいものをつくる

tial that architecture for the 21st century take the global environment into consideration. There is an urgent need to carry

20世紀型の設計教育ではなく、古い建物をどう再生するかというような設計教育も早急になされる必要があります。

out design education concerning the reconstruction of old buildings rather than simply teaching how to build anew, as
was the case during the 20th century. It is necessary to devise a comprehensive design education system which incorporates urban design, regional environmental design, architectural planning, structure, building services, history and architec-

長寿命、
自然共生、省エネルギー、省資源・循環、継承というキーワードを満足するような都市デザイン、地域・環境デザ
イン、建築計画、構造、設備、歴史、意匠を含めた総合的な設計教育が組み立てられねばなりません。

tural theory which satisfy the keywords of longevity, symbiosis, energy-saving, conservation/recycling of resources and inheritance.

日本の高等教育における設計教育は、その設備、環境あるいは教員という点においても改善すべきことが多くあります。

Japanese design education at the advanced level must be improved in many ways including its facilities, environment and

設計教育はそれぞれの教育機関の個性や方針に委ねられますが、日本の高等教育におけるさまざまな問題解決の支

instructors. Although design education is entrusted to the individuality and policy of each institution, we hope that this pro-

援のために、
この提言がこれからの日本の建築設計教育の向上に役立つことを期待します。

posal will be helpful in advancing future Japanese architectural design education, and will be supportive in providing solutions to various problems concerning Japanese higher education.
This proposal is mainly addressed to instructors, educational institutions and related supporting organizations. It is anticipated that it will be discussed continuously and revised as necessary in accordance with future demands.
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本提言は主として設計教育を行っている教員、教育機関、
およびそれをささえる関係機関組織に対して行うものです。
今後継続的に議論され、将来的にも時代的要請にあわせて見直されることを期待します。
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設計教育のあり方についての提言
Proposal for an Ideal Japanese Architectural Design Education
Ⅰ. 教育目標について

2）授業時間全体の内で、十分な時間数が設計の授業に割りあてられなければなりません。UNESCO/UIAの国際推奨基準では、

3）大学の人事が固定化し、大学と大学、あるいは大学と産業界、官庁との人事の交流は不十分であって、そのことが大学の研究、

3）現場での実習や講習、あるいはインターンシップ等を積極的に設計教育のプログラムの中に取り入れるための多様な

専門教育においては全体の半分以上がスタジオ（設計作業室）での授業に当てられることが求められていますが、
日本の多くの大

教育を硬直化させていることも大きな問題です。

試みがなされる必要があります。

A. 問題点

学ではその水準に達していないのが現状だと言えます。

1）教育においては、
どのような能力を持つ人材を育成しようとするのか、最初にその目標が確立されていなければなりません。しか

3）総合的な教育を目指す以上は、設計の授業と他の授業課目が良く関係づけられ組み立てられていることが必要です。構造や設

B. 提言

しこれまで日本の設計教育においてそれが必ずしも明確になされていたとは言えません。日本の大学における建築教育は、技術と

備といった分野との関係はどのようにとられているのでしょうか。建築計画といった隣接する分野との関連はどのようになされて

1）設計の実務経験のある教員の数を増やすためには、教員を採用する際の判断基準となる業績評価の内容に、研究業績だけで

芸術を分離せずに行う「総合性」にあると主張されることも多くありました。しかし、それが日本独自なもので欧米においてはそうで

いるのでしょうか。

なく、設計業績を加える必要があります。

はない、
と必ずしも言い切れませんし、様々な科目をただ並べているだけで総合的な教育であると主張することはできないでしょう。

4）設計課題自体も相互に関連づけられ、適切に組み立てられている必要があります。学生に与えられる設計課題が担当教員ごと

2）また採用する設計教員の質を高め、
かつその活動領域を広めるためには、設計業績の評価をただ単に作品の数、受賞数等によ

A. 問題点

の思いつきの羅列に終わっているとすれば、その教育は目標に向かって効果的に組み立てられているとは言えません。

って固定化することを避け、その大学が目標として掲げた教育目標を達成するにふさわしい人物を選考する方法を、柔軟に工夫

1）学生は、個々の科目および教育課程全体のそれぞれの段階において、設定されている教育目標への達成度によって評

5）専門の仕事や職能が、社会の現実の中で直面している広汎で多様な問題に学生の関心を導くことは、専門教育に求められている重

することが重要だと言えます。

価判定されなければなりません。目標に達していない学生を情実によって合格とすることは学生の将来を誤らせるだけで

要な任務です。大学での授業が研究の先端性や表現の前衛性にのみ偏していては、その任務を十分に果たすことは難しいでしょう。

3）非常勤講師の待遇を改善するとともに、大学間、あるいは大学と外部との人事交流をより盛んにしていく必要があります。その

なく、社会に対して大学が責任を果たしていないことを意味します。大学の専門教育において、入学した学生のほとんどす

ためには、任期制、客員制、併任制等の積極的な導入が有効な手段となるでしょう。

べてが無事卒業する日本の大学の現状は、国際的に見ると極めて異例のことと言わねばなりません。

2）日本の大学の学生は、その卒業時点において極めて不十分な実務的知識と能力しか与えられていないことも事実だと言わね
ばなりません。これは１）で指摘した問題に加えて、日本の大学教育が研究者養成に偏していることにも起因しています。専門的
職業教育を卒業後の実務の中での習得に委ねている現状では、専門家養成の任務を大学が果たしているとは言い難いでしょう。
3）設計に関わる活動領域、あるいは活動の仕組みは今日飛躍的に変化し、
また拡大しつつあります。その活動領域は企画

Ⅴ. 教育成果の評価について

からマネージメント（PM、FM等）まで、あるいは建築単体の設計から都市デザインや地域・環境デザインといった幅広い対

B. 提言

4）設計教育の成果を教室内にとどめておくのではなく、広く外に示し、評価を受ける方法が考えられねばなりません。公開の講評

2）企業が卒業前の学生の採用を内定し、その就職を拘束することは、教育課程を混乱させています。そしてさらに大学が

象まで広がりつつあります。またその仕組みも市民参加やNPO、NGOといった地域や共同体の様々な人々の加わった新

1）大学そのものが多様化していくならば、設計教育自体も大学ごとに個性化していくことになるでしょう。設計教育と言っても、広

会、学生や教員の作品集、あるいは設計教育についての教員相互の研究発表会は、そのための有効な手段となるでしょう。

教育責任を放棄することにつながることとなっています。

しい動きへの対応から、従来の資格制度の改変にまで及ぶ激しい変化の動きの中にあることを見据える必要があります。

く様々な専門に分化する前段階の基礎教育としての設計教育もありますし、建築設計者を養成するための専門教育としての設計

3）学生だけでなく、教える教員もまた、その教育の成果によって業績評価されねばなりません。しかし、
日本の大学におい

教育もあります。以下の具体的な提言は、主として後者の専門教育としての設計教育を念頭において述べてありますが、設計教育

ては、それが研究業績、あるいは学外における活動業績のようにはっきりとした評価の対象とされることは稀であります。
Ⅳ. 教育環境について

B. 提言

としての本質は前者の基礎教育としての設計教育においても共通だと考えられます。

1）総合的な教育を実行するためには、
まずそれぞれの大学がその目指す教育目標を明確にし、その方法を具体化するこ

2）学生ひとりひとりに対して教員が十分なコンタクトをとりながら設計の授業を行うためには、教員ひとりあたりの学生の数は適

とが求められます。そしてまたそれを教員・学生共通の認識とするとともに、外に向かって明示することが必要です。それ

切な数に制御され、
またその時間は授業時間割の中で十分な長さがとられていなければなりません。
（注−1）

A. 問題点

1）学生の成績に不合格の判定を与えることは、決して学生の将来の道を閉ざすことではなく、
むしろ設計を専門とする意

が個々の大学の個性を生み出し、社会全体に多様性と活力を与える出発点です。
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B. 提言
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することは現場経験の一助となっている面もありますが、
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Ⅲ. 教員に求められる能力とその選考方法について

げているとは言い切れません。

A. 問題点

B. 提言

＜注＞
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以下の数字は議論をすすめていくためのたたき台で、必要条件ではありません。それらを補完できる内容・手段があれば
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十分に対応できるものと考えてください。

A. 問題点
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（注−2）

注−1
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ような教育は不可能となります。

またそれは求められていることでもありますが、そうした努力は十分に行われているとは必ずしも言えません。

うことがないよう配慮がなされている場合は、設計作業室の一画をその目的のために用いることもできるでしょう。

注−2

その中核となるような設計理論、建築論、職能論の授業を確立することは重要だと考えられます。

Ⅱ. 教育方法について

そのひとつの推奨値としては、教員一人が、直接設計作業室で指導する学生数16〜20人、1週直接学生に接す

その必要面積は、学生ひとりあたり、ほぼ3〜5㎡が目安となるでしょう。
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切な数に制御され、
またその時間は授業時間割の中で十分な長さがとられていなければなりません。
（注−1）

A. 問題点

1）学生の成績に不合格の判定を与えることは、決して学生の将来の道を閉ざすことではなく、
むしろ設計を専門とする意

が個々の大学の個性を生み出し、社会全体に多様性と活力を与える出発点です。

3）すべての授業科目は、設計の授業との関わりをあらかじめ教員間で十分に話し合った上で、そのねらいが学生ひとりひとりに理

1）学生が設計の作業を大学で行い、その進展を教員が直接みながら指導できることは、設計教育において最も重要なことであり

志あるいは素質のない学生をより適切な方向へ導くガイダンスと考えられるべきです。そのためには、
ひとりひとりの教員

2）大学院は研究者養成を目指すだけではなく、設計者の養成のためのプログラムを持つ必要があります。そのプログラ

解されるようにシラバス等による説明、あるいはガイダンスなどによって示される必要があります。

ます。そのためには、学生ひとりひとりが占有できる作業机を配した設計作業室（Studio）が大学に設けられていなければなりま

が、慎重にかつ決然と判断を下すことが求められることは当然ですが、それだけでなく、大学、あるいは社会全体に方向転

ムにおいては、学部（4年）と大学院修士課程（2年）は、効果的に組み立てられねばならないでしょう。それがなされれば、

4）設計の授業に対する学生の興味を引き出すためには、そのひとつひとつの課題の内容と相互の関連、出題の順序等を教員同

せん。作業室のほかに、講評会を行ったり、作品を展示するための空間も設計教育には不可欠であります。しかし、そのような施設

換の経歴を否定的に評価するのではなく、肯定的に評価し受け入れる意識と制度がつくられる必要があります。

今日求められている国際的な基準を越えたものとなるでしょう。

士で十分に論議したうえで、その全体の目標を授業のはじめに学生に理解させることが重要です。設計課題は学生にとって魅力

が十分に用意されている大学は多くありません。

2）教員は、教育の成果によって定期的にその業績を評価される必要があります。学生はその評価を最も直接的に行える

3）大学はそれぞれ特色を持ち個性化する一方で、外に対して開かれたものとなる必要があります。大学間で、あるいはまた大学と企

あるものでなければならないのは当然ですが、
といってリアリティを無視した抽象的な課題に走ったり、当座の関心をひくための一

2）学生が様々な材料を直接手にしながら模型や家具、展示物などを製作することのできる工房（木工室、金工室）等も、設計教育

立場にあり、学生による教員の評価は業績評価に積極的に取り入れる必要があるでしょう（しかし学生の評価は様々な歪

業・官庁との間で、積極的な人事の交流が図られる必要があります。それぞれの大学の個性は、企業や設計事務所等の実務組織、他の

回ごとのイベントにとどまっていては、専門職業人を育てる責任ある教育とはなり得ないでしょう。また個々の課題の内容も、従来

にとって欠くことのできない基本的な施設であります。しかしながら、個々の専門領域の研究室、実験室、あるいは先端研究のため

みをもっているものであって、それをそのまま直線的に受け入れるべきものではないことを念頭に置く必要があります）。

専門領域、海外の大学や企業、あるいはまた地域社会や市民活動グループとの関わりの中で強められ、深められていくものだからです。

の建築単体の設計だけでなく、都市デザイン、地域・環境デザイン、生産や生活に関わるデザイン等、新しい課題に挑戦していくこ

の実験施設が優先されている日本の大学の現状では、
こうした基本施設は極めて貧弱です。

学外からの評価、特に卒業生を受け入れた企業からの評価を、教員の業績評価に反映させる方式が工夫される必要もあ

4）専門家を養成するためには、大学教育が、現実に対応する知識と技能を適切に教えるように組み立てられていることが

とも求められます。

3）設計の現場、あるいは施工の現場で実際の経験を得ることは、設計を学ぶ学生にとって有益なことです。しかし企業、産業と大

るでしょう。

B. 提言

大切ですが、それと同時に予測不可能な将来に対し得る能力と専門家として社会に奉仕する人格を育てるものでなくては

学の間での教育的交流は、未だ十分に行われているとは言えません。建築の学生が設計事務所等で臨時の仕事（アルバイト）等を

なりません。そのための根源的な専門家としての倫理教育は、すべての授業を通して与えられるものに違いありませんが、

することは現場経験の一助となっている面もありますが、
カリキュラムとして適切に組織化されておらず、十分な教育的効果を挙
Ⅲ. 教員に求められる能力とその選考方法について

げているとは言い切れません。

A. 問題点

B. 提言

＜注＞

1）設計教育を行うためには設計の実務経験は不可欠です。しかしながら、
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1）学生ひとりひとりが占有して作業できる作業机を用意することは、設計教育において必要な条件であります。そしてその作業

以下の数字は議論をすすめていくためのたたき台で、必要条件ではありません。それらを補完できる内容・手段があれば

専門とする建築家の数は決して多くはありません。その不足は非常勤講師によって補われているのが現状でありますが、非常勤講

机は、学生同士がお互いの作品を批評しあったり、教員が集団的に指導したりすることが可能なように、
ひとつのまとまった室内、

十分に対応できるものと考えてください。

A. 問題点

師の任務は限定されたものでカリキュラム全体に関与することはできず、
またその待遇も決して十分なものとは言えません。

すなわち設計作業室におかれることが必要です。
（注−2）

注−1
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2）設計を専門としていない教員も、研究成果を実務と結びつけることによって設計教育に大きな役割を果たすことができますし、

2）講評室、展示室、模型工作室等も、設計教育には必ず設けなければならない施設と言えます。しかし、学生の設計作業をそこな

る時間は6〜8時間、学部での総時間数540時間、大学院での総時間数540時間、合計1,080時間が目安となるでしょう。

ような教育は不可能となります。

またそれは求められていることでもありますが、そうした努力は十分に行われているとは必ずしも言えません。

うことがないよう配慮がなされている場合は、設計作業室の一画をその目的のために用いることもできるでしょう。

注−2

その中核となるような設計理論、建築論、職能論の授業を確立することは重要だと考えられます。

Ⅱ. 教育方法について

そのひとつの推奨値としては、教員一人が、直接設計作業室で指導する学生数16〜20人、1週直接学生に接す

その必要面積は、学生ひとりあたり、ほぼ3〜5㎡が目安となるでしょう。

設計教育のあり方についての提言
Proposal for an Ideal Japanese Architectural Design Education
Ⅰ. 教育目標について

2）授業時間全体の内で、十分な時間数が設計の授業に割りあてられなければなりません。UNESCO/UIAの国際推奨基準では、

3）大学の人事が固定化し、大学と大学、あるいは大学と産業界、官庁との人事の交流は不十分であって、そのことが大学の研究、

3）現場での実習や講習、あるいはインターンシップ等を積極的に設計教育のプログラムの中に取り入れるための多様な

専門教育においては全体の半分以上がスタジオ（設計作業室）での授業に当てられることが求められていますが、
日本の多くの大

教育を硬直化させていることも大きな問題です。

試みがなされる必要があります。

A. 問題点

学ではその水準に達していないのが現状だと言えます。

1）教育においては、
どのような能力を持つ人材を育成しようとするのか、最初にその目標が確立されていなければなりません。しか

3）総合的な教育を目指す以上は、設計の授業と他の授業課目が良く関係づけられ組み立てられていることが必要です。構造や設

B. 提言

しこれまで日本の設計教育においてそれが必ずしも明確になされていたとは言えません。日本の大学における建築教育は、技術と
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芸術を分離せずに行う「総合性」にあると主張されることも多くありました。しかし、それが日本独自なもので欧米においてはそうで

いるのでしょうか。

なく、設計業績を加える必要があります。

はない、
と必ずしも言い切れませんし、様々な科目をただ並べているだけで総合的な教育であると主張することはできないでしょう。

4）設計課題自体も相互に関連づけられ、適切に組み立てられている必要があります。学生に与えられる設計課題が担当教員ごと

2）また採用する設計教員の質を高め、
かつその活動領域を広めるためには、設計業績の評価をただ単に作品の数、受賞数等によ

A. 問題点

の思いつきの羅列に終わっているとすれば、その教育は目標に向かって効果的に組み立てられているとは言えません。

って固定化することを避け、その大学が目標として掲げた教育目標を達成するにふさわしい人物を選考する方法を、柔軟に工夫

1）学生は、個々の科目および教育課程全体のそれぞれの段階において、設定されている教育目標への達成度によって評

5）専門の仕事や職能が、社会の現実の中で直面している広汎で多様な問題に学生の関心を導くことは、専門教育に求められている重

することが重要だと言えます。

価判定されなければなりません。目標に達していない学生を情実によって合格とすることは学生の将来を誤らせるだけで

要な任務です。大学での授業が研究の先端性や表現の前衛性にのみ偏していては、その任務を十分に果たすことは難しいでしょう。

3）非常勤講師の待遇を改善するとともに、大学間、あるいは大学と外部との人事交流をより盛んにしていく必要があります。その

なく、社会に対して大学が責任を果たしていないことを意味します。大学の専門教育において、入学した学生のほとんどす

ためには、任期制、客員制、併任制等の積極的な導入が有効な手段となるでしょう。

べてが無事卒業する日本の大学の現状は、国際的に見ると極めて異例のことと言わねばなりません。

2）日本の大学の学生は、その卒業時点において極めて不十分な実務的知識と能力しか与えられていないことも事実だと言わね
ばなりません。これは１）で指摘した問題に加えて、日本の大学教育が研究者養成に偏していることにも起因しています。専門的
職業教育を卒業後の実務の中での習得に委ねている現状では、専門家養成の任務を大学が果たしているとは言い難いでしょう。
3）設計に関わる活動領域、あるいは活動の仕組みは今日飛躍的に変化し、
また拡大しつつあります。その活動領域は企画

Ⅴ. 教育成果の評価について

からマネージメント（PM、FM等）まで、あるいは建築単体の設計から都市デザインや地域・環境デザインといった幅広い対

B. 提言

4）設計教育の成果を教室内にとどめておくのではなく、広く外に示し、評価を受ける方法が考えられねばなりません。公開の講評

2）企業が卒業前の学生の採用を内定し、その就職を拘束することは、教育課程を混乱させています。そしてさらに大学が

象まで広がりつつあります。またその仕組みも市民参加やNPO、NGOといった地域や共同体の様々な人々の加わった新

1）大学そのものが多様化していくならば、設計教育自体も大学ごとに個性化していくことになるでしょう。設計教育と言っても、広

会、学生や教員の作品集、あるいは設計教育についての教員相互の研究発表会は、そのための有効な手段となるでしょう。

教育責任を放棄することにつながることとなっています。

しい動きへの対応から、従来の資格制度の改変にまで及ぶ激しい変化の動きの中にあることを見据える必要があります。

く様々な専門に分化する前段階の基礎教育としての設計教育もありますし、建築設計者を養成するための専門教育としての設計

3）学生だけでなく、教える教員もまた、その教育の成果によって業績評価されねばなりません。しかし、
日本の大学におい

教育もあります。以下の具体的な提言は、主として後者の専門教育としての設計教育を念頭において述べてありますが、設計教育

ては、それが研究業績、あるいは学外における活動業績のようにはっきりとした評価の対象とされることは稀であります。
Ⅳ. 教育環境について

B. 提言

としての本質は前者の基礎教育としての設計教育においても共通だと考えられます。

1）総合的な教育を実行するためには、
まずそれぞれの大学がその目指す教育目標を明確にし、その方法を具体化するこ

2）学生ひとりひとりに対して教員が十分なコンタクトをとりながら設計の授業を行うためには、教員ひとりあたりの学生の数は適

とが求められます。そしてまたそれを教員・学生共通の認識とするとともに、外に向かって明示することが必要です。それ

切な数に制御され、
またその時間は授業時間割の中で十分な長さがとられていなければなりません。
（注−1）
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なりません。そのための根源的な専門家としての倫理教育は、すべての授業を通して与えられるものに違いありませんが、

することは現場経験の一助となっている面もありますが、
カリキュラムとして適切に組織化されておらず、十分な教育的効果を挙
Ⅲ. 教員に求められる能力とその選考方法について

げているとは言い切れません。

A. 問題点

B. 提言

＜注＞

1）設計教育を行うためには設計の実務経験は不可欠です。しかしながら、
日本の大学の教員の大多数は研究者であって、設計を

1）学生ひとりひとりが占有して作業できる作業机を用意することは、設計教育において必要な条件であります。そしてその作業

以下の数字は議論をすすめていくためのたたき台で、必要条件ではありません。それらを補完できる内容・手段があれば

専門とする建築家の数は決して多くはありません。その不足は非常勤講師によって補われているのが現状でありますが、非常勤講

机は、学生同士がお互いの作品を批評しあったり、教員が集団的に指導したりすることが可能なように、
ひとつのまとまった室内、

十分に対応できるものと考えてください。

A. 問題点

師の任務は限定されたものでカリキュラム全体に関与することはできず、
またその待遇も決して十分なものとは言えません。

すなわち設計作業室におかれることが必要です。
（注−2）

注−1

1）設計教育の基本となるものは教員から学生への個別の直接指導です。大人数のクラスあるいはスタジオ編成ではその

2）設計を専門としていない教員も、研究成果を実務と結びつけることによって設計教育に大きな役割を果たすことができますし、

2）講評室、展示室、模型工作室等も、設計教育には必ず設けなければならない施設と言えます。しかし、学生の設計作業をそこな

る時間は6〜8時間、学部での総時間数540時間、大学院での総時間数540時間、合計1,080時間が目安となるでしょう。

ような教育は不可能となります。

またそれは求められていることでもありますが、そうした努力は十分に行われているとは必ずしも言えません。

うことがないよう配慮がなされている場合は、設計作業室の一画をその目的のために用いることもできるでしょう。

注−2

その中核となるような設計理論、建築論、職能論の授業を確立することは重要だと考えられます。

Ⅱ. 教育方法について

そのひとつの推奨値としては、教員一人が、直接設計作業室で指導する学生数16〜20人、1週直接学生に接す

その必要面積は、学生ひとりあたり、ほぼ3〜5㎡が目安となるでしょう。

設計教育のあり方についての提言
Proposal for an Ideal Japanese Architectural Design Education
Ⅰ. 教育目標について

2）授業時間全体の内で、十分な時間数が設計の授業に割りあてられなければなりません。UNESCO/UIAの国際推奨基準では、

3）大学の人事が固定化し、大学と大学、あるいは大学と産業界、官庁との人事の交流は不十分であって、そのことが大学の研究、

3）現場での実習や講習、あるいはインターンシップ等を積極的に設計教育のプログラムの中に取り入れるための多様な

専門教育においては全体の半分以上がスタジオ（設計作業室）での授業に当てられることが求められていますが、
日本の多くの大

教育を硬直化させていることも大きな問題です。

試みがなされる必要があります。

A. 問題点

学ではその水準に達していないのが現状だと言えます。

1）教育においては、
どのような能力を持つ人材を育成しようとするのか、最初にその目標が確立されていなければなりません。しか

3）総合的な教育を目指す以上は、設計の授業と他の授業課目が良く関係づけられ組み立てられていることが必要です。構造や設

B. 提言

しこれまで日本の設計教育においてそれが必ずしも明確になされていたとは言えません。日本の大学における建築教育は、技術と

備といった分野との関係はどのようにとられているのでしょうか。建築計画といった隣接する分野との関連はどのようになされて

1）設計の実務経験のある教員の数を増やすためには、教員を採用する際の判断基準となる業績評価の内容に、研究業績だけで

芸術を分離せずに行う「総合性」にあると主張されることも多くありました。しかし、それが日本独自なもので欧米においてはそうで

いるのでしょうか。

なく、設計業績を加える必要があります。

はない、
と必ずしも言い切れませんし、様々な科目をただ並べているだけで総合的な教育であると主張することはできないでしょう。

4）設計課題自体も相互に関連づけられ、適切に組み立てられている必要があります。学生に与えられる設計課題が担当教員ごと

2）また採用する設計教員の質を高め、
かつその活動領域を広めるためには、設計業績の評価をただ単に作品の数、受賞数等によ

A. 問題点

の思いつきの羅列に終わっているとすれば、その教育は目標に向かって効果的に組み立てられているとは言えません。

って固定化することを避け、その大学が目標として掲げた教育目標を達成するにふさわしい人物を選考する方法を、柔軟に工夫

1）学生は、個々の科目および教育課程全体のそれぞれの段階において、設定されている教育目標への達成度によって評

5）専門の仕事や職能が、社会の現実の中で直面している広汎で多様な問題に学生の関心を導くことは、専門教育に求められている重

することが重要だと言えます。

価判定されなければなりません。目標に達していない学生を情実によって合格とすることは学生の将来を誤らせるだけで

要な任務です。大学での授業が研究の先端性や表現の前衛性にのみ偏していては、その任務を十分に果たすことは難しいでしょう。

3）非常勤講師の待遇を改善するとともに、大学間、あるいは大学と外部との人事交流をより盛んにしていく必要があります。その

なく、社会に対して大学が責任を果たしていないことを意味します。大学の専門教育において、入学した学生のほとんどす

ためには、任期制、客員制、併任制等の積極的な導入が有効な手段となるでしょう。

べてが無事卒業する日本の大学の現状は、国際的に見ると極めて異例のことと言わねばなりません。

2）日本の大学の学生は、その卒業時点において極めて不十分な実務的知識と能力しか与えられていないことも事実だと言わね
ばなりません。これは１）で指摘した問題に加えて、日本の大学教育が研究者養成に偏していることにも起因しています。専門的
職業教育を卒業後の実務の中での習得に委ねている現状では、専門家養成の任務を大学が果たしているとは言い難いでしょう。
3）設計に関わる活動領域、あるいは活動の仕組みは今日飛躍的に変化し、
また拡大しつつあります。その活動領域は企画

Ⅴ. 教育成果の評価について

からマネージメント（PM、FM等）まで、あるいは建築単体の設計から都市デザインや地域・環境デザインといった幅広い対

B. 提言

4）設計教育の成果を教室内にとどめておくのではなく、広く外に示し、評価を受ける方法が考えられねばなりません。公開の講評

2）企業が卒業前の学生の採用を内定し、その就職を拘束することは、教育課程を混乱させています。そしてさらに大学が

象まで広がりつつあります。またその仕組みも市民参加やNPO、NGOといった地域や共同体の様々な人々の加わった新

1）大学そのものが多様化していくならば、設計教育自体も大学ごとに個性化していくことになるでしょう。設計教育と言っても、広

会、学生や教員の作品集、あるいは設計教育についての教員相互の研究発表会は、そのための有効な手段となるでしょう。

教育責任を放棄することにつながることとなっています。

しい動きへの対応から、従来の資格制度の改変にまで及ぶ激しい変化の動きの中にあることを見据える必要があります。

く様々な専門に分化する前段階の基礎教育としての設計教育もありますし、建築設計者を養成するための専門教育としての設計

3）学生だけでなく、教える教員もまた、その教育の成果によって業績評価されねばなりません。しかし、
日本の大学におい

教育もあります。以下の具体的な提言は、主として後者の専門教育としての設計教育を念頭において述べてありますが、設計教育

ては、それが研究業績、あるいは学外における活動業績のようにはっきりとした評価の対象とされることは稀であります。
Ⅳ. 教育環境について

B. 提言

としての本質は前者の基礎教育としての設計教育においても共通だと考えられます。

1）総合的な教育を実行するためには、
まずそれぞれの大学がその目指す教育目標を明確にし、その方法を具体化するこ

2）学生ひとりひとりに対して教員が十分なコンタクトをとりながら設計の授業を行うためには、教員ひとりあたりの学生の数は適

とが求められます。そしてまたそれを教員・学生共通の認識とするとともに、外に向かって明示することが必要です。それ

切な数に制御され、
またその時間は授業時間割の中で十分な長さがとられていなければなりません。
（注−1）

A. 問題点

1）学生の成績に不合格の判定を与えることは、決して学生の将来の道を閉ざすことではなく、
むしろ設計を専門とする意

が個々の大学の個性を生み出し、社会全体に多様性と活力を与える出発点です。

3）すべての授業科目は、設計の授業との関わりをあらかじめ教員間で十分に話し合った上で、そのねらいが学生ひとりひとりに理

1）学生が設計の作業を大学で行い、その進展を教員が直接みながら指導できることは、設計教育において最も重要なことであり

志あるいは素質のない学生をより適切な方向へ導くガイダンスと考えられるべきです。そのためには、
ひとりひとりの教員

2）大学院は研究者養成を目指すだけではなく、設計者の養成のためのプログラムを持つ必要があります。そのプログラ

解されるようにシラバス等による説明、あるいはガイダンスなどによって示される必要があります。

ます。そのためには、学生ひとりひとりが占有できる作業机を配した設計作業室（Studio）が大学に設けられていなければなりま

が、慎重にかつ決然と判断を下すことが求められることは当然ですが、それだけでなく、大学、あるいは社会全体に方向転

ムにおいては、学部（4年）と大学院修士課程（2年）は、効果的に組み立てられねばならないでしょう。それがなされれば、

4）設計の授業に対する学生の興味を引き出すためには、そのひとつひとつの課題の内容と相互の関連、出題の順序等を教員同

せん。作業室のほかに、講評会を行ったり、作品を展示するための空間も設計教育には不可欠であります。しかし、そのような施設

換の経歴を否定的に評価するのではなく、肯定的に評価し受け入れる意識と制度がつくられる必要があります。

今日求められている国際的な基準を越えたものとなるでしょう。

士で十分に論議したうえで、その全体の目標を授業のはじめに学生に理解させることが重要です。設計課題は学生にとって魅力

が十分に用意されている大学は多くありません。

2）教員は、教育の成果によって定期的にその業績を評価される必要があります。学生はその評価を最も直接的に行える

3）大学はそれぞれ特色を持ち個性化する一方で、外に対して開かれたものとなる必要があります。大学間で、あるいはまた大学と企

あるものでなければならないのは当然ですが、
といってリアリティを無視した抽象的な課題に走ったり、当座の関心をひくための一

2）学生が様々な材料を直接手にしながら模型や家具、展示物などを製作することのできる工房（木工室、金工室）等も、設計教育

立場にあり、学生による教員の評価は業績評価に積極的に取り入れる必要があるでしょう（しかし学生の評価は様々な歪

業・官庁との間で、積極的な人事の交流が図られる必要があります。それぞれの大学の個性は、企業や設計事務所等の実務組織、他の

回ごとのイベントにとどまっていては、専門職業人を育てる責任ある教育とはなり得ないでしょう。また個々の課題の内容も、従来

にとって欠くことのできない基本的な施設であります。しかしながら、個々の専門領域の研究室、実験室、あるいは先端研究のため

みをもっているものであって、それをそのまま直線的に受け入れるべきものではないことを念頭に置く必要があります）。

専門領域、海外の大学や企業、あるいはまた地域社会や市民活動グループとの関わりの中で強められ、深められていくものだからです。

の建築単体の設計だけでなく、都市デザイン、地域・環境デザイン、生産や生活に関わるデザイン等、新しい課題に挑戦していくこ

の実験施設が優先されている日本の大学の現状では、
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そのひとつの推奨値としては、教員一人が、直接設計作業室で指導する学生数16〜20人、1週直接学生に接す

その必要面積は、学生ひとりあたり、ほぼ3〜5㎡が目安となるでしょう。

Introduction: Why this proposal is necessary

社団法人 日本建築学会

Today, architectural design education in Japanese universities is facing a severe crisis. This broadly consists of three fac-
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tors concerning international qualification, professionalism and conformity to the global environment.
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序

設計教育のあり方についての提言

今、
日本の大学における建築設計教育は、重大な局面に立っています。それは大きく国際的な資格の側面、専門性とい

なぜ提言が必要か

う側面、地球環境的な対応の側面の3つがあると思われます。

The UNESCO-UIA Charter for Architectural Education requires five years of study at institutions of higher education such
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as university or its equivalent, for qualification as an international architect. In Asia also, there are increasing numbers of
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countries including China and Korea which have extended the curriculum for architects to five years in accordance with
the Charter. Compared with that of the occident, Japanese architectural education has until now focused on a comprehensive education which includes the study of structure and building services, as shown by the fact that a large majority of architecture related studies belong to engineering departments. The registered architect system has therefore been established based on this fact. However, as the JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education) undergraduate
accreditation program has been implemented and accreditation of graduate schools is now also being considered, under
the current circumstances in which the equality of architectural qualification standards is becoming an issue as result of increasing international interchange, there is now a need to clarify the special character of Japanese design education.
With respect to architectural education, the JABEE Criteria for Architecture, Building Engineering and Similarly Named Programs has been stipulated, with the UNESCO-UIA Charter for Architectural Education, while incorporating the graduate
school education.
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国際的な建築設計者資格の条件として、UNESCO/UIAは高等教育における大学の修業年限を5年にすることを求め
ており、
アジアにおいても中国、
韓国など、それに従って建築家の教育課程を5年に延長したところも増えております。日
本の建築教育は、
欧米と比較しますと、その大多数の建築関係学科が工学部に所属していることが示しているように、
構
造、設備等を含めた総合的な教育を行ってきたことに特徴があるとされ、建築士制度もその延長上に定められてきまし
た。しかし国際的な交流が高まり、建築設計者資格の同等性が論議される中でJABEEの学部教育認定が始まり、
さらに
大学院教育認定を含めた検討もなされはじめ、
改めて日本の設計教育の特性を明確にすることが求められています。
建築家教育という面では、大学院教育を含めた形でUNESCO/UIAの国際推奨基準に対応することを視野に入れ、
JABEEの建築分野要件は定められています。

村田麟太郎（山下設計特別顧問）

日本における建築士制度がつくられ50年経ちますが、今改めてその建築設計および技術の分野における専門性が問

With fifty years having passed since establishment of the Kenchikushi (Architects and Building Engineers) Licensing System
in Japan, professionalism in the fields of architectural design and technology is again in question. In order to adequately
respond to this, it is vital for architectural design education at the higher level to first fully focus on the architectural professionalism of the future and to serve as its foundation.

われております。それに正しく応えるためには、
まず第一に高等教育における建築設計教育が将来の専門性をしっかり
見据え、その基礎となることが求められます。

Regarding the environmental issue which is the basis of human living, the Architectural Institute of Japan, together with four

人間が生きるための基本である環境問題については、
日本建築学会は建築系4団体と共同で2000年6月に地球環境・

other architectural organizations established the Architectural Charter for a Global Environment in June 2000. It is essen-

建築憲章を制定しました。21世紀の建築は地球環境に配慮したものでなければなりません。ただ新しいものをつくる

tial that architecture for the 21st century take the global environment into consideration. There is an urgent need to carry

20世紀型の設計教育ではなく、古い建物をどう再生するかというような設計教育も早急になされる必要があります。

out design education concerning the reconstruction of old buildings rather than simply teaching how to build anew, as
was the case during the 20th century. It is necessary to devise a comprehensive design education system which incorporates urban design, regional environmental design, architectural planning, structure, building services, history and architec-

長寿命、
自然共生、省エネルギー、省資源・循環、継承というキーワードを満足するような都市デザイン、地域・環境デザ
イン、建築計画、構造、設備、歴史、意匠を含めた総合的な設計教育が組み立てられねばなりません。

tural theory which satisfy the keywords of longevity, symbiosis, energy-saving, conservation/recycling of resources and inheritance.

日本の高等教育における設計教育は、その設備、環境あるいは教員という点においても改善すべきことが多くあります。

Japanese design education at the advanced level must be improved in many ways including its facilities, environment and

設計教育はそれぞれの教育機関の個性や方針に委ねられますが、日本の高等教育におけるさまざまな問題解決の支

instructors. Although design education is entrusted to the individuality and policy of each institution, we hope that this pro-

援のために、
この提言がこれからの日本の建築設計教育の向上に役立つことを期待します。

posal will be helpful in advancing future Japanese architectural design education, and will be supportive in providing solutions to various problems concerning Japanese higher education.
This proposal is mainly addressed to instructors, educational institutions and related supporting organizations. It is anticipated that it will be discussed continuously and revised as necessary in accordance with future demands.

March 12th, 2003

本提言は主として設計教育を行っている教員、教育機関、
およびそれをささえる関係機関組織に対して行うものです。
今後継続的に議論され、将来的にも時代的要請にあわせて見直されることを期待します。

2003年3月12日

