計画から工学全般にいたる、実に幅広い分野
によって構成されています。様々な専門分野に
分かれていながら、
それらがたったひとつ
の建築を実現するためにも、
そのひと
つの現場ですべての研究の成果が再
統合されるという、
他の工学分野とは
異なる大きな特徴を持っています。
建築学とは諸分野の統合と連携の上に成り立つ、極めて総合的な学問
分野であると同時に、
細分化された分野ごとの研究が、
関連する今日の様々
な研究分野の最先端の知識とも密接に関わる、
すぐれて現代的な学問で
あると言えます。地震をはじめとする大きな自然災害に無縁ではいられない
わが国の建築は、
先端的なセンシングやシミュレーションの技術に支えられ
ていますし、他方で、建築を通じて豊かな地域文化を育むためには、古くか
らの歴史に学び、
また広く世界中の多様な文化と知り合う必要があります。
もとより地球上のすべての人々にとって、建築と無縁に暮らすことはできませ
ん。つまり建築学は極めて専門的でありながら、
一方であらゆる人々の暮ら
しと密接に関わる極めて一般的な学問でもあるのです。
いま建築を志す多くの若い世代の皆さんには、是非とも日本建築学会に
入会し、
こうした建築の将来を担う多くの仲間たちと出会い、
交流を深めて
もらいたいと思います。本会では、
専門の分野を同じくする仲間との連携は
もちろん、分野や領域を超えて現代の様々な英知と出会う機会を創り出す
べく、毎年の大会でのデザイン発表会をはじめとする、建築に関わるデザイ
ナーとエンジニアが一堂に会して、
ともに明日の建築を議論する場を増やし
てまいります。
また、建築を広く一般の人々に結びつけるために、様々な機会をとらえて建
築の専門的な議論を広く一般社会に開いていきたいと考えています。若
い世代のみなさんにも大いにその力を貸していただきたいと願っています
ので、是非私たちの仲間になってください。
心よりお待ちしています。
第55代日本建築学会長／早稲田大学教授・建築家 古谷誠章

日本建築学会会員証見本

日本建築学会がみなさんを応援します︒
たとえば︑
こんなとき⁝⁝

1

良質な知識や情報を得たい
─

本会は、約130年にわたって蓄積してきた貴重な学術・技術の情報をふま

えて、毎年150を超える講習会、
シンポジウムなどの実施、
あるいは毎年20
点程の規準・仕様書等の出版物をとおして、建築学を構成する各専門分
野の最新情報を提供しています。講習会やシンポジウムではそのテーマに
関するテキストや資料集が発行されます。テキスト、資料集には参考文献
が紹介してあり、
より深い知識や周辺の情報へアクセスできるように配慮さ
れています。
さらに図書館には、国内外の建築に関わる約20万冊の蔵書
があり、会員は利用することができます。

このように本会は情報の宝庫となっており、ホームページをとおして会員限
定の情報を提供しています。また、
毎月発行の
『建築雑誌』
では、
建築周辺
を含む幅広い特集記事を掲載して、知的好奇心を刺激するような情報を
提供しています。
［2017年
『建築雑誌』
特集例］
●
●
●
●
●
●
●

「選択と集中」
1月号｜建築をとりまく
2月号｜アジア建築家山脈

3月号｜現代復興の地理学
4 月号｜熊本地震から見えてきたもの
5月号｜建築賞を考える
6 月号｜これからの協働のありかた

●

「図」
と
「字」─ 2
9月号｜
誰もが楽しむ建築のビジュアル

●
●

7月号｜建築は記念する

「図」
と
「字」─ 1
8 月号｜
繋ぎ合わせる建築のことば

●

●

10月号｜ オフィス の行方
11月号｜都市の未来を構想できるか？
12月号｜次の未来に向けて

2
3
4
5

成果を発表したい
─

新しい発見や良い仕事をしたら、本会のさまざまな発表の場を活用してく

ださい。研究成果なら支部研究発表会・大会学術講演会・論文集、新し
い技術を開発したら技術報告集、
よい作品をつくったら大会建築デザイン
発表会や作品選集に発表することができます。そのほか英文論文集とい
う手段もあります。いずれも公開デ一タベースに登録され、万人の知的共
有財産となり建築の発展に寄与できます。また、建築作品を対象とした
『建築雑誌』
2018年1月号表紙

に応募ができます。
web版「建築討論」

設計や技術を競いたい
─

匠系と技術系でそれぞれ実施しています。自分がどれほどの設計技量を
「日本建築学会賞」
賞碑

持っているか、全国レベルで比較できる良い機会です。意匠系の設計競
技は歴史も古く、多くの著名な建築家がこの設計競技の入選者として名
を連ねています。技術系の設計競技では第一線の技術者・建築家がア
イデアを競っています。

日本建築学会論文集

（論文）
教育賞、著作賞、奨励賞
、作品選奨、作品選集新人賞の各賞に応

の顕彰事業があります。厳しい審査を経て優れた業績と認められれば、た
いへんな誇りと名誉が得られます。
日本建築学会
設計競技優秀作品集

社会に貢献したい
─

キャリアを積んだ会員は、
司法支援、
住まい・まちづくり支援、
子ども教育支
援の各建築会議をとおして、
自らの経験・知識・技術を直接社会に生かす
ことができます。

─

日本建築学会技術報告集

司法支援建築会議

裁判所に対して調停委員や鑑定人を推薦しています。

─

住まい・まちづくり支援建築会議

市民や行政等に対する助言・情報提供等を通じて
住まい・まちづくり活動を支援します。

─

子ども教育支援建築会議
日本建築学会作品選集

小・中・高の学校等に子どもの住まい・まちづくり教育に関する支援を行います。

│

募することができます。また、学生には優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞

入会するには

（論文、作品、技術、業績の各部門）
自信のある業績を達成したときは、学会賞
、

インターネットから
入会手続きができます︒

高い評価を得たい
─

ENTER

設計の論理性、社会性に重きをおいた課題による設計競技を、毎年、意
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54321

画、環境、構造、材料、生産、維持管理など、

良質な知識や情報を得たい
成果を発表したい
設計や技術を競いたい
高い評価を得たい
社会に貢献したい

人類社会の︑
大きな未来を築くみなさんへ

建築学は、歴史、
デザイン、建築計画、都市計

https://
www.aij.or.jp/
admission.htm

建築学会は理性と感性の二つの世界に跨る建築を学ぶ集まりである。
今、建築の理性と感性の世界も大きく揺れ動いている。例えば建築という
学問には環境、
構造、
歴史、
セオリー、
都市学等多くの専門分野が確立している。

最近の
『建築雑誌』
は様々な我々にとって関心のあるトピックスをとり上げ、
その領

上で展開されていくのであれば、
『建築雑誌』
を購入し得るというだけでも学会員に
一方建築の感性の世界はどうだろうか。古代から建築家に求められた才
能とは、巧妙さといわれる類の独創性のある閃きと学識という、
二つの異なる、即

界においても、AI の登場は人間の才能とは何かという問いに衝撃を与え
きない問題ではないだろうか。或いは BIMの登場も設計デザインという
このように、
これから建築を志す若い世代の人々はこ
うした問題に否応なしに直面せざるを得ないのである。その
時、建築学会がこうした状況に適切に対応した集まりになり
る若い人々にとって一つの道しるべになってくれるであろう。

留学生として、
研究者として

射程距離を
引き延ばす環境

宮城学院女子大学 教授

建築家／suppose design ofﬁce

厳爽｜YAN SHUANG

学会との関わりについては、特に自分は
「留学生」
であること

谷尻誠｜MAKOTO TANIJIRI

広島と東京で活動を始め9年目を迎える。

を意識はしていなかったです。

移動距離から得ることは、思いがけない場所・情報・人に出

1. 学会での研究発表 ─大会での研究発表はこの分野

会うことが出来ることではないだろうか。NET の普及によって

の専門家の前での発表なので、
未だに緊張してドキドキします。

欲しい情報への距離は圧倒的に短くなったが、図書館で検

当時の私にとっての
「学会」
はちょっと背伸びして関わりたい、

索をしていた時のような思いがけない情報に出会わなくなって

特別な場所でした。今の私にとっての大会での発表は、初心

いる現状とも言える。

に帰って、
自分の研究の方向性を見つめ直す貴重な機会です。

正直に言うと、
以前は学会に入会することに好意的ではなかっ

─

2.学会での受賞─尊敬する先輩方が皆さんいただいた

た。しかしそれは自分の興味の範疇という狭い視点であった

日本建築学会は、

賞なので、奨励賞を受賞して、やっと同じスタート地点に立て

のは事実で、入会後の興味を超えた情報が今の自分を成長

会員相互の協力によって、

た気持ちでした。そして、調査の対象としていた施設の皆さん

させてくれていることに気づく。

がとてもよろこんでくれたことがなによりもうれしかったです。受

思いがけないを意図的に設計するように、自分の射程距離を

建築に関する学術・技術・芸術の

賞に至るまでに叩き込まれた論文の書き方は、研究者として

より遠くへ、
そんな思いをいまは抱いている。

の一生の宝物です。

以前に広島の尾道で設計させて頂いたU2の審査をして頂い

3. 学会での委員会活動─小委員会を含めた学会活動

たことがある。計画・構造・設備・環境・地域・まちづくり・・な

は、他大学の先生や学生との交流、学術的な刺激を受ける

ど様々なコメントを頂くことが出来、
これまで以上に設計段階

場です。オブザーバーとして参加させていただいた最初の小委

に考えていくべき事を示唆して頂いた時間だった。受賞には至

員会は
「痴呆性高齢者環境小委員会（現在主査を務めている「福

らなかったが、定期的に他者の視点を介在させる機会によっ

祉施設小委員会」
の前身）
でした。心理学者、社会学者、行政の

て、
より成長していきたいと思う。

方も招かれた公開研究会にも必ず参加しました。学際的で、
人間・環境学に立脚する建築計画学の原点を学び、研究者
として歩んでいくための道標を与えてくれました。

学び続け、
刺激を得られる環境
田中元子｜MOTOKO TANAKA

建築コミュニケーター／mosaki ／株式会社グランドレベル 代表

分野横断的知の
集積としての学会

川島範久｜NORIHISA KAWASHIMA
東京工業大学 助教／川島範久建築設計事務所 主宰

サステナブル・デザインをテーマとした研究・教育・実践を行って
います。本テーマの議論においては、
物質・構法、
環境・エネル
ギー、生活様式・制度・政策、文化・歴史といった分野横断的

建築学会に入会して感じるメリット

で総合的な視点での検証が求められ、地域的な視点からの

1─建築人としての自分を成長させ続けたいという挑戦

検証も求められます。
日本建築学会は建築学に関連する上記

意欲が途切れないことです。建築学会では、年間を通して大

で示した様々な分野に関する研究者・実務者が所属する団

小さまざまな規模の催しがあり、いずれもより質の高いもので

体であり、全国各地に会員がいるため、
このようなテーマを議

あろうという努力のもとで企画運営されています。毎年の学会

論する場として相応しい、
と学会大会でのシンポジウムや日々

賞や大会の存在も、
活動へのモチベーションを高めてくれます。

の委員会活動を通して感じています。また、建築作品の賞も、

学び続け、刺激を得られる環境に身を置くことは、建築に携わ

審査員の構成が分野横断的であり、審査の過程で総合的な

る者としての根本的な構えに、大きく影響するように思います。

視点から批評をいただける点に価値があると感じています。

2─建築学会は、建築に携わるひとの非営利集合体と
して国内最大級の規模を誇ります。会員は学術研究だけでな
く、アトリエ事務所、組織設計事務所、ゼネコン、
また建築を
語り伝えるメディアといった、あらゆる属性の人々によって構成
されています。年齢や所属にとらわれず、
これだけ多岐にわた
る建築人と直接出会い、交流を図れるというエキサイティング
な環境は、他にないのではないでしょうか。

3─建築が好きで好きで、建築という世界に少しでも貢
Photo by Chikashi Kasa

Aya Kamiya

得るのであれば、
それは建築界という大海原に投げ出され

Norihisa Kawashima

プロセスのあり方に大きな影響を与えつつある。

2
0
1
8

年度新規会員募集中！

ている。それは建築デザインという感性と理性のゲームにおいても看過で

Makoto Tanijiri

まで続いてきた。しかし囲碁、将棋という高度に理性と感性を必要とする世

献したい、
と考えたとき、建築学会に所属しない手はありませ
ん。ひとりでは叶えられないこと、乗り越えられないことも、建築
学会を通じて得られる情報や知識、出会う人々と協働すること
で、次の世界への道が拓けていくはずです。よりよい社会、
よ
りよい未来を建築という分野から構築していくために、建築学
会という価値あるネットワークを駆使するかどうかで、
その次元
が変わります。建築学会は、建築に貢献したいあなたの情熱
の味方です。

［日本建築学会とは］

進歩発達をはかり、
もって社会に貢献することを
目的とする学術団体です。
に創立されて以来
1886年（明治19年）
今日にいたるまで、
わが国建築界において
つねに主導的な役割をはたしてきました。
─
現在、
会員は3万5千名余にのぼり、
会員の所属は研究教育機関、
総合建設業・設計事務所をはじめ、
官公庁・公社公団・建築材料・
機器メーカー・コンサルタント・学生など
多岐にわたっています。
本会は、
その目的を達成するため、
調査研究の振興、
情報の発信と収集、
教育と建築文化の振興・業績の表彰・
国際交流・提言・要望などの事業を
幅広く実施しています。
また、
全国に9つの支部と36の支所を設けて、
それぞれの地域に即した活動を
展開しています。
─
発行日：

2018年1月20日
─
発行所：

良質な知識と技術を
効率よく蓄積
神谷綾耶｜AYA KAMIYA

清水建設株式会社 生産技術本部 建築技術部

施工時の多様な課題に対して、構造品質と安全性の確保、
生産性の向上に配慮した多角的な検討を行うため、
学会規
準・仕様書等の豊富な知識や情報を活用しています。また、規
準・仕様書等の制定・改定時に催される講習会に参加し、制
定・改定の目的と要点を把握するようにしています。学会の規
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準・仕様書等は、設計・施工の礎となる内容や、
その根拠とな
る知見が記されており、企業で実務を行う上で必要不可欠で

一般社団法人

す。若年時から規準・仕様書等、講習会等を上手に活用する
ことで、良質な知識と技術力を効率よく蓄積できると思います。
さらに、会員であれば、既往の論文等を建築学会の HP 上で
検索・閲覧できるので、信頼性の高い良質な情報を早急に得

日本建築学会

［総務グループ］

〒108-8414 東京都港区芝5-26-20

ることができ、業務をする上で非常に役立っています。大会学

Tel: 03-3456-2055｜Fax: 03-3456-2058

術講演会や論文集などは、業界や他企業の動向を知ること

kaiin@aij.or.jp

ができる、貴重な情報源となっています。

http://www.aij.or.jp 2018

ち理性と感性の資質がなければならないとされてきた。
その提言の有効性は今日

Motoko Tanaka

なる価値があるのでないかと思う。

YAN Shuang

ていくという注目すべき特集を続けている。もしも同じスピリットでこうした議論が誌

〒108-8414 東京都港区芝5-26-20
Tel: 03-3456-2051｜Fax: 03-3456-2058

域の専門家だけでなく、広く学際的な立場の人々にも登場して貰い、議論を広げ

Architectural
Institute of Japan

る。同じ事は上に述べた建築系の諸領域についてもいえるのではないか。但し

Fumihiko Maki

むしろこの二つの領域は人間学というものに統合すべきではないかと提案してい

｜槇文彦｜厳爽｜田中元子｜谷尻誠｜川島範久｜神谷綾耶

しかし最近社会学者の見田宗介氏が文学と社会学に存在する隔たりを批判し、

日本建築学会

槇文彦｜FUMIHIKO MAKI｜建築家

あの人に聞く日本建築学会

あの人に聞く日本建築学会
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