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1. 若手教育タスクフォースの活動 
Taskforce activity reports on “education and promotion of young members in architectural engineering and design” 

 

牧 紀男 1) 

Norio Maki 

 

1)京都大学防災研究所，教授，博士（工学）（宇治市五ケ庄，maki.norio.8v@kyoto-u.ac.jp） 

 Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Professor, Dr.Eng. 

 

This task force dealing with the education and promotion of young researchers in architectural engineering and design was established 

in 2019, corresponding to the mission statement of the 56th AIJ president, Izuru Takewaki. Four working groups were set up, i.e. 1) 

Using academic knowledge for business, 2) Coming back to a Ph.D course from the business world, 3) Internationalization of AIJ, 

and 4) Dissemination of academic results, and discussed how we could work to recruit younger students to an academic world of AIJ. 

 

 

若手研究者，留学生，社会人ドクター，日本建築学会，論文集 

Young researchers, international students, Ph.D. students with a business background, AIJ, Journal 

 

1. 若手教育タスクフォースの問題意識と取り組み 

 2019 年 5 月から日本建築学会会長をつとめる竹脇出

（京都大学）は「会長就任の挨拶」において「学術・技

術・芸術のバランスのとれた運営とそのような体制での

若手教育のシステムづくり」1というスローガンを掲げて

おり，2019年 10月に「若手教育タスクフォース」（主査：

牧紀男）を設置され具体的な検討を行われてきた。本稿

は 2 年間にわたるタスクフォースでの検討結果について

報告するものである。 

 学会長からタスクフォースに与えられたミッションは

「今後，少子化に向かうに際し，将来の建築学会（界）

を担う若手会員をどのように育成するのかは極めて大き

い課題であるとともに待ったなしの重要課題である」と

いうことであり，タスクフォースでの検討内容を具体化

するため最初に若手会員の会員数ならびに会員支援活動

について分析を行った。 

図１は建築学会の年齢別会員数についての分析を行っ

たものである。学会会員数のコーフォート変化を見ると

修士時代 2,000 人／年齢→就職後 500 人／年齢→30－40

代以降 600 人／年齢（会社の要請で学会業務に参画）と

いう動きがみられたことから修士修了後の会員維持が重

要であること。特に博士課程，帰国する留学生，社会人

でアカデミアを目指す人材の確保が重要であるという認

識に至った。さらに学会の会員サービスについては，会

員数確保のための一般会員についてのサービスは検討・

実施されてきているが，学会推進の中核を担う上記人材

（博士課程，帰国する留学生，社会人でアカデミアを目

指す人）についての支援策は検討されていないこと分か

                                                           
1竹脇出，会長就任の挨拶「学術・技術・芸術のバラン

スのとれた運営とそのような体制での若手教育のシステ

った。 

前記の分析結果をふまえ，本タスクフォースの活動目

標を「学会推進のためのアカデミアを支える人材育成」

とし，アカデミアを支えるという観点から重要な，1）ア

カデミアに進む人材の確保，2）建築学会に投稿される学

術論文数の確保について検討を行うための下記のWGを

設置し，各 WG において詳細な検討をすることとした。 

1）「学」を使った働き方検討WG 

主査：中谷礼仁（早稲田大学） 

 博士課程に進学する学生が少ないことの理由としては，

博士取得後の将来が不透明であるということがある。そ

ういった課題に対応するため，博士課程終了後の「学」

を使った多様な働き方，またそのロールモデルを示すた

めの検討を行うとともに，「学」を使った働き方の事例集

の作成について検討をおこなう。 

2）建築実務の「学」評価検討WG 

主査：望月悦子（千葉工大） 

社会人としてのキャリアを活かして論文の執筆を行う，

また大学教員等へとキャリア変更を行うといった人材も

アカデミアに進む人材の確保という観点からは重要であ

る。建築学においては実務経験を持つ教員の確保は重要

であるが，学術論文という側面だけでは評価ができない

という課題も存在し，建築における「学」の評価（具体

的には実務家教員採用のためのガイドライン等）につい

ての検討を行う。 

3) 学会活動の国際化検討WG 

主査：倉田真宏（京都大学防災研究所） 

 外国人教員が建築学会で活動できること，さらには帰

ムづくり」，pp.2-3，建築雑誌，vol.134，no.1725，2019

年 6月 
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国した留学生の学会員としての活動継続ということが今

後の社会を踏まえると不可欠であり，学会活動の国際化

のあり方についての検討を行う。 

4）学術研究成果の発信検討WG 

主査：五十田博（京都大学生存圏研究所） 

 近年，特にエンジニアリング系の分野において，論文

誌評価等の影響もあり査読付き論文集への投稿件数が減

少している。若手会員にとって論文を投稿するというこ

とは学会に所属する大きな要因であり，また学会として

の優れた論文を多くあつめることは重要である。学会と

してどのように優れた学術研究成果を収集・発信してい

くのかについての検討を行う。 

 

2. 各WGでの取り組みの概要 

各WGの活動については，以下の章で詳細に報告され

るが，ここでは各WGの検証状況について概括する。 

＜「学」を使った働き方検討WG＞ 

「学」を使った働き方検討については，学会，会員が

持つ豊富な建築学術の蓄積を社会内でより発見的に流通

させる方策ついての検討が行われた。3 カ月に 1 回程度

の委員会，メールでの意見交換，博士課程への進学に対

する意識および，博士課程において獲得される能力につ

いての当事者の認識の把握を目的とした全学会員を対象

とした大規模アンケートの実施・分析が行われ，検討結

果をもとに 2020 年 10 月「建築学会の使い方シンポジウ

ム in 京都」，2021 年 5 月「“博士を取ったらどんないい

ことあるの？”」という 2 回のシンポジウムが開催され

た。さらに検討結果をもとに以下のような提言がとりま

とめられた。 

1. 一般社会から学術の使い方についての意見，アイデア

を継続的に収集すること 

2. 学の伝え方のフォーマットを多様化させること 

3. 後期博士課程出身社会人の評価は予想以上に高いこ

とを，恒常的に提起，発信し続けること 

4. 研究者たちに対するサポートの重要性を社会に対し

て恒常的に提起，発信し続けること 

＜建築実務の「学」評価検討WG＞ 

 建築実務の「学」評価については，修士→博士→教員・

研究者といったように大学・研究機関の中だけでキャリ

ア形成を行うのではなく，一旦，社会で活躍し，その後，

博士号を取得する，また建築学科以外の分野から建築の

分野で活躍している方から，博士号取得の道のりについ

て講演をいただき，講演も踏まえて博士号を取得のメリ

ット，建築実務の学評価についての議論を行うという形

式でWGを開催し，検討を進めていった。5回のWGを

開催し，様々な経歴を持つ方々を交えて検討を行ってい

った。お話をいただいた方々は以下の通りである。第 1

回WG：設計実務家（2名），第 2回WG：設計実務家と

して環境工学の研究を行った 2 名，第 3 回WG：情報学

→建築学を学び，意匠設計者から構造設計者に転身した

方（1名），第 4回WG：建築学科ではない学科を卒業後，

建築に携わる道に進み，地域計画・ソーシャルデザイン

に関わる方（2人），第 5回WG：構法・建築生産の専門

家（2名）。 

 

図 1 建築図 1 建築学会の若手教育に関する課題分析 
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