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日本建築学会　国際交流振興基金について

　世界の科学技術は，各国の研究成果，研究者の自由な相互交流を踏まえて進展してまいりました。

わが国は，その恩恵を受けた国の一つであり，近年経済大国としてまた技術大国として成長したわ

が国に最も期待されているのは，科学技術を通じての世界に対する貢献であります。

　日本建築学会は，1886 年造家学会として創立以来，一世紀にわたりわが国建築の近代化に取り組

んでまいりました。建築に関する基礎的学術研究をはじめ，その応用としての技術，そして芸術を

も含め，総合的に追究する本会のその成果は，今や世界的にみても最高の水準にあると言って過言

ではありません。

　建築学におけるわが国に対する世界各国からの期待に応えるために，国際的にも開かれた組織と

して本会がその中心的役割を担う必要があります。本会ではかねてから学術委員会国際学術交流部

会，アジア建築交流委員会等をはじめとし，研究・事業の各々の委員会で，国際会議・国際シンポ

ジウムの開催・参加，調査・研究活動の成果の英訳，講演会・展覧会の開催，視察団の派遣等を通

じて国際交流を推進してまいりましたが，限られた学会財政の中では一定の制限を受けざるをえま

せんでした。

　しかしながら，1989 年に鹿島建設株式会社から「鹿島国際交流振興基金」（2 億円）贈呈の申し出

によって，学会財政に左右されない「日本建築学会国際交流振興基金」を設立することができ，基

金から生じる果実をもって，より積極的に国際交流事業を推進することが可能になりました。

　なお，本基金の運営は国際交流委員会が当たっています。
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日本建築学会国際交流振興基金規程

1989 年 3 月 15 日理事会決

第１条（名称）　名称は「日本建築学会国際交流振興基金」（以下「交流基金」という）と称し，社

団法人日本建築学会内におく。

第２条（目的）　交流基金は，会員による国際間の研究交流，ならびに研究成果の流通促進等諸活

動に経済的援助をし，もってわが国はもとより世界の建築に関する学術・技術・芸術の進歩

発展に寄与することを目的とする。

第３条（資金）　交流基金は，個人または法人からの拠出をもって充当する。

第４条（対象）　交流基金はその果実をもって運営し，原則として下記の国際交流活動に必要な事

業費の援助に充当する。

  （１）本会の建築に関する学術・技術・芸術に関する研究成果として，本会出版物の海外へ紹介

する出版物の編集・刊行，広報活動等

  （２）海外建築系学協会役員，著名建築家，科学者，技術者ならびに海外在住日本建築学会名誉

会員の招聘等

  （３）日本建築学会役員ないし委員等の建築系海外主要学協会ないし，国際会議等行事への派遣

等

  （４）委員会，支部等が行う国際活動および交流

　（５）自然災害等海外から支援を求められた場合の助言，研究者の派遣等

　（６）在日留学生，在日外国人技術者との交流，帰国後の情報交流

　（７）訪日視察団等に対する助言，交歓等

　（８）その他本会が必要と認める国際交流に係わる調査等第５条（運営）　交流基金の運営につ

いては，別に定める内規による。第６条（会計）　交流基金は基本部門の会計とし，その管

理は会長が行う。第７条（報告）　会長は，交流基金による成果を年度ごとの総会に報告す

る。



- 3 -

2001 年度援助事業の概要

国際交流振興基金による 2001 年度の援助は，下記 5 件の事業に総額 1,750,000 円を配分しました。

以下にその事業の内容を報告いたします。

No. 事　　業　　名 申請委員会 援助額

1 トロハ展における出版事業 東海支部 300,000円

2
講演会「建設プロジェクトにおける役割分担とプロ
ジェクトチーム編成形態の多様性がもたらすもの」
への講演者招聘

建築経済委員会 140,000円

3 環境振動20周年記念シンポジウムへの講演者招聘 環境工学委員会  250,000円

4
「東アジア歴史都市・保存・再生」に関する研修
事業／国際セミナーへの講師派遣・通訳

第三世界歴史都市・住宅
特別研究委員会

 400,000円

5
国際ワークショップ：Structure in Fire ’02（火災時
の構造）および第4回性能基準と火災安全設計法に
関する国際会議への委員派遣

近畿支部 660,000円

合　　　計 1,750,000 円
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１．トロハ展における出版事業

－「シェル・空間構造の理論，設計および実現に関する国際シンポジウム（IASS-2001 Nagoya）」

　の関連展示会における市民向けパンフレット作成－

東海支部

支部長　森野　捷輔

　IASS（国際シェル・空間構造学会）主催の国際会議が2001年10月に名古屋で開催された（会場：

名古屋国際会議場）。21世紀当初の開催となる開催を記念して，同会議の付帯事業として，Ｅ．ト

ロハの業績を集約して展示する「トロハ展」が開催された（会場：名古屋市科学館，会期：10月11

日～10月30日）。

この企画は，世界各国の建築・土木の両分野を中心とした建築家，構造工学研究者，技術者の各々

が培ってきた知識や新しい研究成果の国際交流を促進することを目的として1959年に結成された国

際シェル・空間構造学会（IASS）の2001年名古屋大会に合わせ，初代会長であるＥ．トロハの業績

に関する展覧会を実行するとともに，理工系離れの進む昨今，特に子供を含む若い人々に「かたち」

の科学の面白さを啓蒙することを目的としておこなわれたもので，名古屋・中部地方を担うこれか

らの若い人々や，名古屋市民の方々に意義深いものになる展覧会にすることを目指して行われた。

展示の内容は，トロハの生誕100年を記念してスペインのマドリッドで準備されたもので，貴重な資

料を含む数々のパネル展示と模型展示によりトロハの業績を辿ることができるようになっている。

また，参加者による模型制作と実験による参加型企画として「チャレンジ展」が実施された。

初日の10月11日（木）には，夕刻19時よりトロハ展の開会式が行われ，スペイン大使ホァン・レ

? ニャ氏も出席され，祝辞を頂戴した。総入場者数は3517名で，「チャレンジ展」には81名の参加

者を得，当初の目的をほぼ達成することができた。さらに，学会から補助を得て市民向けパンフレ

ットを作成し，大勢の方へ配布できた。

　この展示は，世界における空間構造の20世紀の実績に関する展示にとどまらず，21世紀における

建築構造のあり方に関して多くの示唆を含む特別展示であり，地域の建築家，建築技術者，材料関

連技術者だけでなく，広く市民にとっても，環境との共生としての新しい建築構造のあり方を見通

すための貴重な機会となり得るものとなったと考えられる。
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２．講演会「建設プロジェクトにおける役割分担とプロジェクトチーム編成形態の多様性がもたらすもの」

　　への講演者招聘

建築経済委員会

委員長　三宅　　醇

　英国レディング大学のウイル・ヒュー博士(Dr. Will Hughes)が2001年に来日され，７月12日(木)午

後に建築会館ホールにて，「建設プロジェクトにおける役割分担とプロジェクトチーム編成形態の

多様性がもたらすもの」（Roles in construction projects and the impact of different configurations of

project teams）と題した講演会が開催されました。

　ヒュー博士は，「建設にかかる契約・法律」，「建設プロジェクト」分野の研究において国際的

に高い評価を得ておられる研究者で，建設契約に関する著書を７冊上梓されているのみならず，国

際ジャーナル「Construction Management and Economics」の責任編集者でもあります。ヒュー博士の

研究成果は，国際的な建設プロジェクトにおいて用いられる契約標準約款であるFIDIC (Federation

Internationale des Ingeniuers Conseils), EIC (European International Contractors), JCT(Joint Contracts

Tribunal) などの内容にも影響を与えているといわれています。

　講演会において，ヒュー博士は，建設のプロセス及びそれにかかわる組織をどのように分析する

か，という点に焦点をあててご講演下さいました。プロジェクトに関与する主体の役割が，わかっ

ているようでいて実は曖昧性を含み，それがゆえに混乱を生んでいること，そして役割を明確に定

義しようとするならばどのような点を考慮する必要があるのか，具体的な実例をひきながら説明い

ただきました。続いて，役割定義の前提となる，建設プロセス及び組織のモデル化について，どの

ようなモデル構成要素があるのか，そしてその構成要素はどのようにとらえるべきなのか，概念図

のスライドを交えながら説明がなされました。抽象的でありながら，具体的な事例があるために大

変わかりやすい内容でした。また，英国などの英語圏では，契約関係が大変厳格であるという印象

がありますが，例えば，英国では慣習法を前提に，成文化された契約書なしに着工され，竣工の前

日に正規の文書契約書が結ばれる例すらある，といったように，プロジェクトのダイナミックスと，

法理の堅さのおりあいをつける柔軟な対応がなされているといった意外な事実も紹介されました。

講演会のお知らせに時間的余裕がなかったにもかかわらず，多数の出席者があり，活発な討論も行

われました。ヒュー博士のゆっくりした明確な語り口や，ユーモア溢れる質疑応答を通じて，我が

国においても，建設プロジェクトのマネジメントや契約デザインについて，実務者と研究者が連携

をしながらより充実した研究を進めていく必要があること改めて認識する有意義な機会となったよ

うに思われます。

　なお，ヒュー博士は，来日中に，国際ジャーナル「Construction Management and Economics」の責

任編集者としてのご経験を踏まえて，様々な運営上のノウハウを英文論文集委員会幹事及び建築学

会事務局員にご教示下さいました。先日英文論文集Journal of Asian Architecture and Building

Engineering創刊号が発刊できましたのも，ヒュー博士の貢献するところ大であり，厚く謝意を表し

たいと思います。
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３．環境振動 20 周年記念シンポジウムへの講演者招聘

環境工学委員会

委員長　吉野　博

日本建築学会の環境工学委員会に環境振動小委員会が発足して20年になることを記念して，環境

振動20周年記念事業実行SWGの企画により，記念シンポジウム『環境振動の発展と今後の課題』を

平成14年1月22～23日に開催した。このシンポジウムに，環境振動評価に関する国際規準ISO2631-2

のConvenerであり，フランス代表兼エキスパートである，Dr. Talaat Tantawy氏(元フランス国鉄総合

研究所のDirector,現在Apave社のExpert(Noise and Vibration))を招聘した。Tantawy氏は『振動に関す

る国際規格』と題して講演を行うとともに，2日間を通じてシンポジウムの参加者と交流した。国際

交流振興基金はTantawy氏の招聘費用のために申請し，旅費の援助に使用した。

20周年記念シンポジウム(第20回環境振動シンポジウム,主催:環境工学委員会 環境振動小委員会)

の実施概要は以下のとおりである。参加者数は，1日目が87名，2日目が34名であった。

1日目の1月21日(火)は建築会館ホールにおいて，塩田小委員会主査の挨拶で始まり，前田節雄氏(産

医研)の『環境振動に関する国内外の違い』と題した講演(約1時間)，上記のTantawy氏の講演(約1時

間半)があった。前田氏は，ISO2631/2，建築学会居住性能評価指針，振動規制法の目的の相違を指

摘，種々の評価量と人体感覚との整合について早急に検討が必要であることなど今後の課題を示し

た。Tantawy氏からは，ISO2631/2の改定内容，視覚と聴覚を複合した振動感覚評価指標annoyance

indicatorなどの話題提供があった。Tantawy氏に対する質疑では，ISOは統一した測定法・評価法を

提示し，具体的なクライテリアは各国の事情で決めれば良いこと，annoyance indicatorの数値は経験

的に決めていることなどの返答があった。午後には4名の環境振動研究者/技術者による各分野(最近

の環境振動の事例，鉄道交通の防振の現状，海洋建築物の動揺，風制振の動向)における環境振動の

現状と動向に関する報告(約2時間)が行われた。さらに，『環境振動の発展と今後の課題』と題して，

環境振動小委員会メンバーを代表したパネラー(6名)によるパネル・デイスカッション(約2時間)が行

われた。このパネル・デイスカッションでは，環境振動工学の道程，行政の規制の変遷，居住性能

評価指針とその改定，性能設計，環境振動問題の多様化・複合化が話題となった。まとめとして，

塩田主査から，『実践的環境振動』，『関連領域への拡大』という，キーワードのもと，学術的な

成果を実務に，実務問題を学問へという双方向のやりとりが重要であるとの認識が示された。講演

会の終了後，同ホール内で懇親会を催し，Tantawy氏も参加して，意見交換しつつ交流を深めた。

2日目の1月23日(水)には，見学会が行われ，横浜みなとみらい地区の上空から地下まで広い空間

範囲における環境振動対策の実施例を見学した(9:30～17:00)。見学対象は，ランドマークタワーの

71階に設けられた風対策用の制振装置(AMD)，建設中の地下の鉄道軌道防振(フローテイング・スラ

ブ)，海洋構造物であるぷかりさん橋の計3個所である。各見学場所においては，所有者あるいは施

工者が説明し，参加者からの質問に答えていた。また，本シンポジウムに際し，各講演者の予稿を

まとめた資料集(環境振動小委員会発行，58ページ)を作成し，参加者に配布した。

　本シンポジウムは，『発展する環境振動分野を幅広く考える』機会となり，参加者は講演や討論，

見学を通じて，今後の研究活動や実務に役立つ有意義な知見や情報を得たと思われる。
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４．「東アジア歴史都市・保存・再生」に関する研修事業／国際セミナーへの講師派遣・通訳

第三世界歴史都市・住宅特別研究委員会

委員長　佐々波　秀彦

　特別研究委員会の本年度の主要な活動として，国際協力基金アジアセンターの支援を得て 2002

年 2 月 10 日から 22 日まで国内 6 都市（京都，奈良，名古屋，妻籠，東京，横浜）で行われた東アジ

ア歴史都市・住宅の保存・再生に関する研修・スタディツアーと 2 月 21 日に東京にある国連大学で

国連大学高等研究所，いしかわ国際協力研究機構の協力と，国際協力基金アジアセンター，日本イ

コモス国内委員会の後援の下に開催された「東アジア歴史都市」地域セミナーの２つがあげられる。

前者の研修・スタディツアーでは東アジア諸国のうち，韓国，フィリッピン，インドネシア，シン

ガポール，マレーシア，カンボジア，ミャンマーの 7 か国から 1 名ずつ，タイから 2 名の計 9 名の

建築家，都市計画家，関連分野の公務員，あるいは大学教員が参加した。各訪問地では歴史的建造

物及び伝統的な街なみ等の見学，地元の有識者，行政，大学関係者よりの講議の他，日本側と外国

人参加者との意見交換会などが行われた。日本建築学会国際交流基金からの援助金は，特別研究委

員会メンバーの佐々波秀彦他 10 名を講師として派遣する費用に使用された。

　本研修事業では，各視察地区で行われている歴史建造物群の保存・再生を都市計画のマスタープ

ラン，事業計画と関連して取り上げ，公共機関，地元住民，NGOコンサルタントの協力状況を具体

的に外国人参加者に説明することが企画された。10日間に渡る非常にコンパクトに設定されたプロ

グラムを支障なく遂行出来たのは各都市地区の関係機関，関係者の積極的な協力・支援の賜もので

ある。

　地域セミナーでは，「文化」と「開発」に関連した歴史都市の今日的課題，伝統的建築物及び建築

物群に対し，今までの点・線・面的な保存・再生から三次元の都市景観をも対象とした新しいアプ

ローチ，街づくり運動の中核としての地元住民と NGO，衰退する都心部の再活性化の拠点としての

歴史的地区の役割につき活発な討議が行われた。日本建築学会国際交流基金から同時通訳者（3 名）

の通訳費を援助いただいた。

　今後の展望としては，過去 3 年間本プロジェクトに協力された東アジア諸国の関係機関，大学と

提携して，今回わが国で行った研修事業をこれらの国々でも展開し，また国連地域開発センター，

国連大学高等研究所，いしかわ国際協力研究機構，EAROPH（東方地域・都市計画・住宅機構）な

どの国際機関や日本イコモス国内委員会，その他の国内の関係機関と協力して第三世界での関連事

業の効率的展開を促進するため第三世界歴史都市保存・再生に関する研究会の設立を企画している。
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５．国際ワークショップ：Structure in Fire ’02（火災時の構造）および第 4 回性能基準と火災安全設計法に

　　関する国際会議への委員派遣

近畿支部長　安田　丑作

　2002年3月18，19日にニュージーランドのクライストチャーチ市のカンタベリー大学で開催された

国際ワークショップ（Structure in Fire ’02：第2回火災時の構造）および3月20日から22日までオース

トラリアのメルボルン市のコンベンションセンターで開催された国際シンポジウム（ 4th

International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods：第4回性能的基準

と火災安全設計法に関する国際会議）へ，近畿支部・防災計画部会（以下，防災計画部会）から，

原田和典（京都大学）と中道明子（財団法人日本建築総合試験所）の２名の委員を派遣したので，

ここにその成果を報告する。

1. 国際ワークショップ（Structure in Fire ’02：第2回火災時の構造）の報告

　このワークショップは構造耐火設計に関わる最新の研究内容を討議し，共通の理解を深めること

を目的に開催されており今回は2回目である。ワークショップでは2日間にわたり計28編の発表が行

われ，参加者は約50名，参加国は約12の国と地域であった。講演内容は，火災時における鉄骨造，

鉄筋コンクリート造，木造および合成構造の変形ならびに火災時耐力の研究状況が一同に発表され，

活発な議論が行われた。特に日本ではまだ研究成果の少ない鉄骨接合部の挙動や鉄筋コンクリート

造に関するものが多く見うけられ，今後この分野について日本でも充実させる必要が痛感される。

防災計画部会からは，原田委員がTechnical Basis on Structural Fire Resistance Design in Building

Standards Law of Japanと題して，日本の建築基準法における鉄骨造に関する耐火性能検証法の技術

的論拠について講演をおこなった。

2. 国際シンポジウム：第4回性能基準と火災安全設計法に関する国際会議の報告

　当該シンポジウムは，建築物の性能基準のあり方と火災安全設計手法に関して各国の最新動向の

紹介や技術・意識の共有を目的に開催されており今回で4回目であった。講演数は，計46編，参加者

は約240名，参加国は約20の国と地域であった。今回は，主要な国では基準そのものの策定は一段落

した段階であり，運用した経験に踏まえて問題点あるいは改善提案を行う内容が多かったのが特徴

である。一部の国では，性能クライテリアを基準では陽に設定せず設計者に委ねる仕組みであるが，

これに反して定量的な基準を法規に明記した方が運用ならびに性能設計の普及という意味で好まし

いという意見が一部に見られ，少しばかり趨勢が変わりつつあるように思えた。会議の最終日には，

主催者から与えられたラフスケッチに基づき，超高層ホテルの性能設計ケーススタデイの発表がお

こなわれた。日本からは，過去3回と同様に本会本部防火委員会・火災安全設計法小委員会も参加さ

れた。今回は作業の一部を近畿支部防災計画部会で行ったため，原田同委員会委員が全体の概要説

明，中道同委員会委員が構造耐火設計の発表を行ない，好評を得られたと思われる。

以　　上


