
表彰制度検討委員会の答申を受け、３月理事会において学会

賞（技術）を新設することが決定された。ここにその枠組みと

内容ならびに制定に至る経緯の概要を報告する。また、表彰制

度検討委員会の審議の詳細は後掲の答申書を参照願いたい。

従来、本会の賞としては、建築に関する学術・技術・芸術の

発展向上に長年の業績を通じて特に著しく貢献した個人会員を

対象とする「日本建築学会大賞」、ならびに建築論文、建築作

品、建築業績（論文・作品以外）のそれぞれの分野における顕

著な業績を対象とする「日本建築学会賞」があり、長い歴史を

経て、わが国建築界において最も権威ある賞として評価されて

きた。しかしながら、賞制定時に比べ学術・技術・芸術の各分

野に所属する会員数の増加、専門領域の拡大、建築生産量の量

的増大は著しく、適宜部分的な見直しを図りつつ時代の要請に

対応してきた。1988年６月には本会の表彰制度を規定する表彰

規程の制定を機に「建築文化賞」を常設の賞としたほか、「奨

励賞（論文）」を新設した。さらに、1992、93年には、表彰制

度全般にわたる見直しを行い、学会賞については表彰業績数を

改めること、1989年に創刊された「作品選集掲載作品」は「学

会賞（作品）」の候補とすること、また「学会賞（作品）」とは

異なる選考基準による「作品選奨」を新たに設置すること、な

どを骨子とする新表彰制度を1994年４月に制定し今日に引き継

がれている。この全般にわたる見直しの際に、「学会賞（業績）」

の性格を純化させるとともに、「学会賞（業績）」の授賞対象の

一部に包含されていた技術分野の業績を顕彰するため、「学会

賞（技術）」を新設することが検討されたが、その時点では未

だ機熟さずとの判断で見送られている。その後1995年には「技

術報告集」が創刊され本会が目的とする学術・技術・芸術に対

応する発表制度として「論文集」、「技術報告集」、「作品選集」

が整備された。これを契機に表彰制度について、発表制度との

整合を図り、また過去に於ける学会賞選考委員会の議論も踏ま

えた全般にわたる課題の抽出を企画小委員会（委員長：西川孝

夫総務理事、委員９名、企画運営委員会の補佐機関）に依頼し

た。その結果、技術分野の業績顕彰に関し「技術の社会的認識

を高め、技術報告集の刊行を意義あるものとするためにも学会

賞（技術）を新設する必要を認める。ただし、技術報告集掲載

報告を対象とする「（仮称）技術選奨」の設置は当面見送る」

との所見を得たので、昨年９月表彰委員会内に表彰制度検討委

員会（委員長：福士勝夫副会長、委員５名）を設置して検討を

付託した次第である。

ここに答申に基づく「学会賞（技術）」の新設をご報告する

とともに学会賞全体の枠組みを発表制度とも対比させた一覧表

により紹介する。

21世紀初頭にあたり、高度化・複雑化する技術分野の業績を

顕彰する「学会賞（技術）」の制定は時宜を得たものと自負し

ており、この賞を通じて会員のみならず一般社会の技術に対す

る認識を高めることに寄与できれば幸いである。

答申書のとりまとめにあたり多大なご尽力をいただいた表彰

制度検討委員会に対し、この場をかりて深く感謝申し上げる。

なお「学会賞（技術）」は、本誌６月号「情報ネットワーク」

欄に掲載予定の「2002年日本建築学会賞候補業績応募要項」に

よって公募し、2002年５月に第１回の表彰となる予定である。
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表彰制度・発表制度

分　野

対象・行為
学　　術 芸　　術 技　　術 総　　合

表
　
　
　
彰

大　賞
個人会員

（本会内機関推薦）
学術・芸術・技術の発展向上に永年の業績を通じて特に著しく貢献した個人

学会賞

業　績
（公募）

論　文
学術の進歩に寄与する
優れた論文

10件

作　品
技術・芸術の進歩に優
れた作品

３件

技　術
技術の進歩に寄与する
優れた業績

３件

業　績
学術・技術・芸術の進
歩に寄与する優れた業
績（論文・作品・技術
以外）
４件

奨励賞
会員の業績
（公募）

40歳未満の独創性、萌
芽性、将来性のある優
れた論文等　15件

選　奨
作品選集掲載のうち、
特に優れた作品　12件

文化賞
会員以外の業績
（本会内機関推薦）

建築文化の向上、建築への理解と認識向上等に貢献した業績
３件

発
　
表

発表A（個人会員）
（審査付き　権威、認知、レベル
等）

論文集
780題

作品選集
100選

技術報告集
100～150題

発表B（個人会員）
（無審査、自由）

大会梗概集
支部研究報告集

制　作
建　設

適　用
建　設

学会賞（技術）の制定について
2001年４月

社団法人　日本建築学会会長

岡田　恒男
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表彰制度検討委員会報告書（学会賞業績部門を中心として）答申

1．表彰制度検討委員会設立の目的

学会賞は、建築学会が目的とする建築に関する学術・技術・

芸術の進歩発展に資するために、優れた業績や多年にわたる貢

献を表彰する最も権威ある賞として高い評価をうけているが、

表彰制度についてはこれまでに、会員数の増加や建築分野の多

様化、細分化、等の状況変化に対応して、適時見直しが計られ、

今日に至っている。

本委員会は、技術報告集の刊行や、奨励賞の制定、建築生産

の量的拡大や技術の多様化総合化等の近年の状況変化を背景

に、各賞選考委員会等で、再び技術賞に対する議論が活発に展

開され始めた状況をうけ、学会賞業績部門を中心とした表彰制

度を吟味し、技術賞制定の是非を検討するために設置されたも

のである。

2．経緯

2≥1 業績賞あるいは技術賞に関する議論はほぼ10年の経過

のなかで続けられてきた。以下論旨を整理すれば、

１）業績賞の対象分野がひろすぎて選考が難しい。（’92）

２）大プロジェクトが偏重される傾向がみられる。構法、

施工技術をもっと評価すべきではないか。（’92）

３）論文賞のうち、技術開発的論文を業績賞の対象にでき

ないか。（’98）

４）技術報告集の論文を業績賞の対象にできないか。（’98）

５）論文賞と作品賞はそれぞれ「学術」と「芸術」に対応

する。技術に対応すべき賞として、また技術報告集を含

む「技術」に対する社会的認識を高める意味からも技術

賞の制定に必然性はある。（’98）

に要約される。

2≥2 １）、２）の要望については、’93.12.20の表彰制度委員

会で検討された結果、

１）業績賞の大部分は技術関係のものが多い。技術賞とし

て独立させると、あまりに限定しすぎる。

２）業績賞の間口を広げフレキシブルに判断できるメリッ

トがある。

との判断から技術賞制定が見送られた。

2≥3 その後、近年の技術報告集の発刊（’95）等を含む状況

の変化の中で３）４）５）の意見がだされ、’00.05.15の

企画小委員会において、

１）技術的にすぐれたアイデア、成果を対象とした、学会

賞（技術）を独立して制定する方向で企画委員会に提案

する。

２）技術報告集を対象とした「技術選奨」の設立について

は当面見送る。

旨の決定がなされている。

2≥4 さらに’00.6.20企画運営委員会において、

１）学会賞業績部門から技術部門を独立させることについ

ての具体的検討は、新たな表彰制度検討委員会で検討す

ることが決定された。

3．本委員会での意見

以上の経過を考慮し、本委員会は賞制定の是非について議論

し、概ね以下の意見を得た（業績賞の幅広い解釈でもよいので

はという少数意見あり）。

3≥1

１）技術に特化した賞の制定は、建築界の技術の向上に大

きく資する。

２）建築の施工（生産）技術を評価するシステムとして必

要。

３）独立した賞の是非については、「学術」「芸術」に対す

る「技術」を評価するシステムとして、技術賞の制定は

当為性をもつと判断される。

４）近年業績賞の対応範囲が広がり、技術的成果が評価さ

れることが総体的に少なくなってきた。

５）建築のさまざまな分野において、高度化、多様化、細

分化が進み、領域の拡大が進みつつある。また産業構造

の変化や数次の災害によって建築の技術に対する社会の

意識が高まっている現在、「学術」「技術」「芸術」の発

展への貢献を評価するシステムとして、また永年に亘る

議論の帰結として現行の表彰制度を手直しすることが望

ましいの判断から、

本委員会は新たに技術賞を制定することを表彰委員会に

答申することとした。

4．技術賞の概念について

4≥1 技術賞制定の前提

１）独立した賞とする。

２）業績賞との差異を明確にする。（応募者にとって判り

やすい規定であること）

３）発表体系検討委員会の検討による技術報告集カテゴリ

ーとの整合性をはかる。

４）2002年度実施を目途とする。

を前提とした。

4≥2 技術の基本概念について

１）技術の定義についてさまざまな意見がだされたが、概

ね以下に要約される。

技術　目標とする成果をつくりだすために必要なシス

テムまたは知識体系で具体化されたもの。

4≥3 技術賞及び業績賞（技術の範疇における）のクライテ

リアについて

１）技術賞部門の対象

特定の建築・工法・材料・手法等に結実した新しい技術

（研究・開発を含む）を評価の対象とする。

２）継続的な活動によって構築された技術（含研究・開発）

の当該分野に於ける貢献が対象となる場合は、業績賞部

門の対象とする。

３）以上のクライテリアに則り、技術賞（新規）と業績賞

との対比を表１に示す。



４）その他

応募案件によっては予め技術賞・業績賞両選考委員会に

て調整する。

5．業績賞（改正）の概念について

5≥1 現行業績賞との比較

１）論文（賞）・技術（賞）・作品（賞）以外を対象とする。

２）4≥3 ２）に該当する事項を含む

３）まちづくり・NPO・NGO等の社会に対する貢献を対

象とする。

6．規程類の改訂（案）について

6≥1 表彰規程

学会賞（技術）は、近年中に完成した建築に係わる技術の

発展に寄与し、優れた成果に結実した技術を対象とする。

学会賞（業績）は、近年中に完成した学術・技術・芸術な

どの進歩に寄与する優れた業績（論文・作品・技術以外）

を対象とする。

6≥2 選考委員会運営規程

学会賞（技術） 表彰規程第３条（４）に規定する技術

であって、特定の建築・工法・材料・手法等に結実した新

しい技術（研究・開発を含む）を評価の対象とする。

学会賞（業績） 表彰規程第３条（５）に規定する業

績（論文・作品・技術以外）であって、近年中に完成した

業績および継続的な活動によって、その成果が認められた

業績で次に該当するもの（特許などにかかわるものにあっ

ては、公開され利用が可能なものに限る）。

１）建築・都市に関するもの

２）建築の技術・技能に関するもの

３）建築遺産の保存修復に関するもの

４）建築評論・著作・出版事業に関するもの

５）建築にかかわる社会活動に関するもの

６）その他この賞の目的に適合するもの

賞 技術　３件　　業績　４件

○表彰制度検討委員会

委員長 福士　勝夫（副会長・大成建設専務取締役）

幹　事 山木　　茂（総務理事・大成建設設計本部シニアア

ーキテクト）

委　員 吉野　　博（学術理事・東北大学教授）

斎藤　公男（日本大学教授）

高橋　鷹志（新潟大学教授）

馬場　璋造（建築情報システム研究所所長）
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部門
規定

学会賞（作品）学会賞（論文） （新設）
学会賞（技術）

（改正）
学会賞（業績）

表彰規程
（第3条）

件数

「…建築の設計であって、技術・
芸術の進歩に寄与する優れた作
品…」

3件

「…研究論文であって、学術の進
歩に寄与する優れた論文…」

10件

学会賞（技術）は、近年中に完
成した建築に係わる技術の発展
に寄与し、優れた成果に結実し
た技術を対象とする。

３件

学会賞（業績）は、近年中に完成
した学術・技術・芸術などの進歩
に寄与する優れた業績（論文・作
品・技術以外）を対象とする。

４件

学会賞選考
委員会運営
規程
（第9条）

「…社会的、文化的見地から極め
て高い水準が認められ、技術・
芸術の総合的発展に寄与する優
れた業績…」

「…分野を集大成した論文、独創
的な単独の論文、新しい分野、
境界領域の論文まで幅広く、優
れた業績…」

表彰規程第３条（４）に規定す
る技術であって、特定の建築・
工法・材料・手法等に結実した
新しい技術（研究・開発を含む）
を対象とする。

表彰規程第３条（５）に規定す
る業績（論文・作品・技術以外）
であって、近年中に完成した業
績および継続的な活動によって、
その成果が認められた業績で次
に該当するもの（特許などにか
かわるものにあっては、公開さ
れ利用が可能なものに限る）。

1）建築・都市に関するもの
2）建築の技術・技能に関するもの
3）建築遺産の保存修復に関するもの
4）建築評論・著作・出版事業に
関するもの

5）建築にかかわる社会活動に関
するもの

6）その他この賞の目的に適合す
るもの

選考委員会 作品部会論文部会 技術部会 業績部会

委員の選出
選考委員会
運営規程
（第5条）

「…建築の総合性を考慮して専門
分野・所属分野・経歴等を勘案
して新任委員の候補者を選び…」

「…留任委員の専門別を考慮して
各調査研究委員会に新任委員の
候補者の推薦を依頼して、新任
委員を選び…」

技術部会：表彰委員会が、所属
分野、経歴等を勘案して新任委
員の候補者を選び、理事会が決
定する。

業績部会：表彰委員会が、所属
分野、経歴等を勘案して新任委
員の候補者を選び、理事会が決
定する。

学会賞各部門の一覧表１

（注）下線部は新規・改定箇所


