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本会記事

　日本建築学会の活動は3万5千人の会員の皆様と、130
年近くにわたって先輩等が築かれてきた大きな蓄積に支え
られています。この蓄積には学術・芸術・技術にかかわるこ
とだけでなく資産として建築会館のはたしている役割が非
常に大きく、本当にありがたいことと思っています。金銭
的には、会員の皆様からいただいている約4億円の会費に
加え、学会出版物、講習会などの収入および建築会館から
のテナント料があり、総計約15億円の年間予算で活動し
ています。日々の運営は会員、代議員、支部、理事、事務
局の皆様の献身的な努力によって支えられ、ここに2年間
の活動を無事に終えることができました。感謝の気持ちを
込めて2年間の活動報告を書かせていただきます。

1. 一般社団法人への移行
　2011年3月の通常総会における定款変更の承認議決を
受け、2011年7月に一般社団法人への移行認可申請を行
いました。2012年3月19日に認可されましたので、2012
年4月1日付けで移行登記を行い、新年度開始と同時に新
しい定款にもとづく運営を開始しました。ここまで進めて
くださったこれまでの役員の先生方と学会の事務局の皆様
に感謝いたします。

2. 東日本大震災への対応
　2011年3月の震災当日から活動を開始した「東日本大震災
調査復興支援本部」は、状況の変化に応じて一部組織を更
新しつつ活動を続けてきました。緊急対応活動は一区切りを
つけ、本年5月をもってこの本部を解散させていただきました。
　この間、「東北地方太平洋沖地震災害調査ガイドライン」
にもとづく調査、「2011年東北地方太平洋沖地震災害調査
速報」の刊行と報告会の実施、英文版災害調査報告書の刊行、
第一次提言・第二次提言「建築の原点に立ち返る ―暮らし
の場の再生と革新―　東日本大震災に鑑みて」および「復
旧復興地域まちづくりのための提言」の公表、1周年および
2周年シンポジウムの開催、各種委員会による報告会・シン
ポジウム等の開催、会員の皆様からの500万円近くの寄付金
をもとにして行った「災復旧復興活動調査研究助成プログ
ラム」の実施、「きたかみ震災復興ステーション」をはじめ
とする被災地域における支援活動のほか、8学会合同編集委
員会によって「東日本大震災合同調査報告」（全29巻、建築
編11巻）を編纂することとなり、建築学会関係の構成の纏
めと執筆開始、建築系関連団体災害連絡会、東日本大震災
の総合対応に関する学協会連絡会、日本工学会会長懇談会
等々の他団体との連携・協力した活動を行いました。東日本
大震災の復旧・復興支援活動は、常置調査研究委員会、住ま
い・まちづくり支援建築会議等に引き継いでいただきます。

3. 日本建築学会の活性化のための取組み
　理事および関連する委員会と事務局の皆様が学会活動の

活性化に向けて、多くの課題に取り組みました。以下に主
要な取り組みを報告いたしますが、詳細は本会ホームペー
ジをご覧ください。
（1）新しいホームページとニュースレター
　諸外国の学会で行われているように、会員と一般への情
報発信の内容を分け、会員であることを実感していただける
ように、ホームページにメールアドレスとパスワードによる
サインイン機能をもうけ、ホームページを全面的にリニュー
アルしました。これにより、会員限定の情報の発信や「学会
発表論文等検索システム（会員の場合は表題、著者の一覧
だけでなく、明治時代以来の31万件に亘る貴重な蓄積から、
記事本文を開くことができます）」の稼働、催し物の掲示・申
込み・クレジットカードによるオンライン決済が連動するシ
ステムを作りました。また、毎月2回発信しているニュース
レターを画像化（HTML）し、「催しもの」をクリックすれ
ばただちに内容が表示されるようにしました。さらに、全委
員会ホームページの更新、学会賞受賞業績の映像・画像によ
る紹介、会員の意見を書き込める欄の設置を行いました。
（2）「建築雑誌」のコンパクト化
　「建築雑誌」の情報伝達のページをホームページとニュー
スレターと連動させることによって会誌をコンパクトに
し、さらに特集の趣旨説明を和英併記にしました。また、「建
築雑誌」のデザインに対し、日本タイポグラフィ年鑑
2013グランプリが授与されました。
（3）学術レビュー関連
　論文集の国際化を図るため、600語以内の英文要約の付
加、図表・参考文献の英文化を進めるために応募要項を変
更しました。論文集の投稿に際し、共著者全員にメールを
送り、応募規程等に則していることを確認していただき、
その返信を共著者全員から受ける方法を開始しました。
JAABE（英文論文集）のimpact factor（IF）を向上するた
めに刊行回数を2回から3回にしたほか、招待論文制の導入
を図りました。総合論文誌の10年の成果をもとに、「建築
雑誌」の記事も分野横断かつ総合的になってきたことを考
慮し、総合論文誌を2011年度で廃刊しました。「建築雑誌」
のコンパクト化と合わせて年間1,300万円の節約になり、こ
れを学会運営およびホームページの整備に用いています。
（4）建築書店Archi Booksの開設
　喫茶「アゴラ」を改修して、建築書店Archi Booksを開
設し、本会の出版物のみならず、一般の出版社の建築関係
専門書・建築雑誌類を購入できるようにしました。また、
本会出版物をオンラインで発注しクレジットで決済するシ
ステムの準備を進めました。
（5）建築会館の運営と大規模改修計画
　竣工後30年を迎えた建築会館は、建物と設備の老朽化
が進んでおり、維持保全計画の立案とその資金繰りが課題
となっていました。また、過去においてテナントからの預
かり敷金を十分に積み立ててこなかった問題も抱えていま
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した。会館委員会による「今、目指すべき建築会館のあり
方と中長期将来像」（2012年5月）と「建築会館のエネル
ギー消費量実態調査と改善提案」（2012年11月）にもと
づいて、2013年度から大規模改修工事を順次実施します。
改修工事の資金を積み立てると同時に、テナントからの預
かり敷金の引当不足を解消するために、これまで会館部門
から繰り出していた基本部門に対する繰出金を2012年度
から中止する方針を理事会で決定しました。2012年度末
の会館修繕引当資産の残高は約7,800万円、テナントから
の預かり敷金引当資産の残高は約9,400万円となり、会館
部門の財政健全化が進んでいます。
（6）新しい方法による会員増強
　会費請求のお知らせメール、新入会者・会費納入者への
会長からのお礼のメール発信、会員グループ制度の強化、
会員メールアドレス登録、会員の卒業・就職・転職などの変
わり目に新しい住所・メールアドレスを学会に再登録など
を依頼することにより、会員確保・退会防止への対応策を
実施し、会員の数は徐々に増え始めています。
（7）特別調査委員会
　任期中に下記の特別調査委員会が活動しました。
　① 広域巨大災害と大震災に備える特別調査委員会
（2010.4～2012.3）

　② 建築教育国際化特別調査委員会（2010.4～2013.3）
　③ 都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調
査委員会（2010.4～2013.3）

　④ 巨大災害からの回復力が強いまちづくり特別調査委員
会（2012.4～2014.3）

　⑤ 非構造材の安全性評価及び落下事故防止に関する特別
調査委員会（2012.4～2014.3）

　⑥ 避難安全のバリアフリーデザイン特別調査委員会
（2012.4～2014.3）

　⑦ 人口減少の時代に向けた都市の再編モデルの構築特別
調査委員会（2013.4～）

　⑧ 社会的共通資本形成戦略検討特別調査委員会（2013.4～）
（8）ICTを活用した学会活動
　ICTを活用して効率的かつ活発な委員会活動を行うため
に、委員会資料のPDF化と事前配信システムの整備、イン
ターネット会議の促進を図りました。理事会などを含め委
員会資料のコピーのために年間1,600万円を超える費用を
使っていましたが、委員の皆様には資料を持参していただ
くこととして、この費用を節約することができ、若い研究
者が委員会に出席するための交通費を確保することができ
ました。また、日本全国の会員の方が本会の講習会・シン
ポジウム等を視聴できるように、インターネット経由の同
時動画配信を開始しました。さらにTwitter、Facebookに
よる情報発信も開始しました。
（9）選挙関連
　教育・研究機関所属の副会長3名について、今までは関
東支部所属2名、関東支部以外所属1名という要件があり
ましたが、関東支部所属会員数と関東支部以外所属の会員
数の比率の不釣り合いを解消するために、関東支部所属1
名、関東支部以外所属1名、所属支部要件なし1名とする
ように規則を変更しました。これにより、関東支部以外の
教育・研究機関所属会員も、毎年、副会長の候補者となる
ことができます。また、本部・支部の選挙に電子投票シス
テムの導入の準備を行いました。電子投票は、2014年に
実施する選挙から適用し、選挙に要する学会の150万円ほ
どの費用も大きく節約されます。
（10）出版活動
　出版は学会活動の重要な中心的活動であり、この2年間

に直営・委託合わせて61点の新刊本の刊行が行われまし
た。刊行に関して、他団体が本会刊行物から多数の引用転
載を行って刊行物を出すことへの対応策の検討を開始しま
した。さらに、絶版となった本会刊行物を、絶版後一定期
間経た後、会員に無償譲渡する制度を設けました。これは
2011年度に絶版となった刊行物から適用しています。
（11）国際対応
　新たに国際担当副会長を設置し、本会の規準・指針・仕様
書等の英文化の促進、海外からの訪問団への対応、英語に
よる研究発表会の開催、日中韓の建築学会共催による「ア
ジアの建築交流国際シンポジウム」（ISAIA）をはじめとする
国際会議へ参加・協力等、本会の国際的な活動を強化するた
めの体制を整えました。大韓建築学会との間で約束を取り
交わし、両学会とも会長の任期が2年であり、選挙の年が一
年違いであることを考慮して、互いに一年目の会長が相手
国の新旧会長の変わり目の総会に出席することにしました。
（12）賞の新設
　新たに「著作賞」および「作品選集新人賞」を設置し、
2012年度に募集・審査を行いました。前者は2013年5月の
総会、後者は8月の大会にて授賞式を行います。大会で優
れた発表を行った若手会員の表彰も、2013年大会より開
始することにしました。
（13）支援建築会議
　発足して12年になる司法支援建築会議では、多大なご
尽力をいただいた会員に名誉司法会員の称号授与、功労者
表彰等を行いました。北海道・東海・近畿に支部組織を設置
しました。住まいづくり支援建築会議とまちづくり支援建
築会議を住まい・まちづくり支援建築会議に統合しました。
　新たに子ども教育支援建築会議を発足させました。この
新しい支援会議は、人々の生活・活動の場である建築・まち・
都市をより良いものにするためには、子どもの頃から建築
やまちに関心を持ち、その大切さを知ってもらうことから
始めるべきという趣旨で設立されました。
（14）組織機構の見直し
　新たに建築専門教育の発展と振興を図るために教育推進
部門を追加し、教育推進担当副会長をおくことにしました。
組織図に示すように、部門の名称を分かりやすく変更し、副
会長の担当部門と担当期間を状況の変化に柔軟に対応できる
ようにしました。これらの変更は本年6月から実施されます。
（15）大会
　大会における研究集会と学術講演会との関係の整理、大
会の運営方法、大会交付金のあり方について検討を行いまし
た。また、大会プログラムに研究者氏名の索引を掲載しまし
た。冊子版大会梗概集を廃止し、2012年度の大会よりDVD
版梗概集のみとしました。これによる節約は約1,800万円で
あり、学会活動全体に活用されます。この内300万円は開催
地の支部への大会交付金650万円に加えることにしました。
（16）WEB版建築討論の創設
　建築・まちづくりを活性化するためには、建築やまち、
そして都市について熱のこもった討論を行う必要がありま
す。WEB上で建築に関する公開討論を進める「WEB版建
築討論」を創設しました。
（17）寄付金制度の整備
　会員のみなさまの本会の活動に対するご支援のお気持ち
をきめ細かく反映させながら本会の活動をいっそう充実す
るために、事業対象別の常設の寄付制度を設置させていた
だきましたので、よろしくご支援くださるようお願いいた
します。
（18）他団体との協力・連携強化
　建築五会、建設系職能団体、建設系学会、日本学術会議、
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日本工学会などとの協力・連携活動を推進しました。
UIA2011東京大会では、論文発表会・アーキニアリングデ
ザイン展等の企画・運営に協力し、この機会に建築五会で
は「建築・まちづくり宣言」を共同で発表しました。日本
学術会議では土木工学・建築学委員会が幹事となり、東日
本大震災の総合対応に関する学協会連絡会を形成し、「巨
大災害から生命と国土を護る―三十学会からの発信―」の
活動を進めています。
（19）調査研究委員会の予算配分方法の再構築
　予算総額の将来見通しが厳しい中で活動ポテンシャルを
維持向上させるために、実績及び予算消化率を考慮した予
算配分比率の算定方式を2年間にわたり検討し、2013年
度予算から適用しました。この3ページに示しているよう
に、多くの部門で節約を図ることが可能になったので、調
査研究委員会の総予算は今後も従来どおり約8,200万円を

確保することにしました。委員会活動におけるペーパーレ
ス電子化、インターネット会議の活用、ホームページを通
じた活動成果の公開など、電子化による効率的運営の推進
に今後ともご協力くださるようお願いいたします。

　前半の一年間には新宮清志副会長と森暢郎副会長、2年
間を通して長谷見雄二副会長、布野修司副会長と尾﨑勝副
会長、後半の1年間には岩田衛副会長と六鹿正治副会長の
皆様とご一緒に、そして真木康守専務理事はじめ多くの
方々のご協力を得て、以上の役割を果たすことができまし
た。心よりお礼申し上げます。
　各理事に纏めていただいた2年間の活動報告を、本会
ホームページ http://www.aij.or.jp/gakkaisyoukai.html に
載せています。
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