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2014.10.31

金沢21世紀美術館が、この秋、ふたつの大規模 建築展を開催!
金沢21世紀美術館は、この秋開館10周年を迎えます。
これに合わせ開館10周年記念特別展として、11月1日より建築をテーマにした大規模な展覧会を二つ開催します。
「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」では、パリのポンピドゥー・センターと共同で戦後日本建築の歩みを振り返ります。また「3.11
以後の建築」は、2011年以後大震災を経験した25組の日本の建築家たちの新たな取り組みを紹介する展覧会です。この二つの企画
を通し、世界的にも注目されてきた戦後の日本建築を総覧するとともに、最新の動きを紹介し、将来の日本建築のあり方を模索しま
す。これらのプログラムの開催告知、展覧会の内容など、ぜひ貴媒体にて報道して頂きたくお願い申しあげます。

ジャパン・アーキテクツ

ジャパン・アーキテクツ

ジャパン・アーキテクツ 1945-2010

3.11以後の建築

会

期

ジャパン・アーキテクツ 1945-2010： 2014年11月1日（土）→ 2015年3月15日（日）
3.11以後の建築：

2014年11月1日（土）→ 2015年5月10日（日）

開場時間 / 10時〜18時（金・土曜日は20時まで）チケットの販売は閉場30分前まで
休場日 / 毎週月曜日（ただし、11月3日、11月24日、1月12日は開場）、11月4日、11月25日、12月29日〜2015年1月1日、1月13日、5月7日

会

場

ジャパン・アーキテクツ 1945-2010： 展示室7−14、3.11以後の建築： 展示室1−6

料

金

◎ 各展覧会観覧券
一般1,000円（800円）/ 大学生800円（600円）/ 小中高生400円（300円）/ 65歳以上の方800円
◎「ジャパンアーキテクツ 1945-2010」と「3.11以後の建築」の共通観覧券
一般1,700円（1,400円）/ 大学生1,400円（1,100円）/ 小中高生700円（600円）/ 65歳以上の方1,400円
※（

）内は団体料金（20名以上）及び前売りチケット料金

本資料に関するお問い合わせ

金沢21世紀美術館 広報担当： 落合・中山
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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開館10周年記念特別展
ジャパン・アーキテクツ

ジャパン・アーキテクツ
1945-2010
2014年11月1日（土）→
2015年3月15日（日）

主催： 金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］、ポンピドゥー・センター
後援： 国土交通省、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本、公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築学会、一般社団法人日
本建築士事務所協会連合会、公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人日本建設業連合会、特定非営利活動法人日本都市計画家協会、公益財団法
人都市計画協会、公益社団法人日本都市計画学会、北國新聞社
協賛： 公益財団法人大林財団、パリ・ポンピドゥー・センター日本友の会、鹿島建設株式会社、大成建設株式会社、株式会社竹中工務店、YKK AP株式会社
協力： 日本航空、株式会社新建築社、金沢工業大学

開催趣旨

金沢21世紀美術館の10周年記念企画として、ポンピドゥー・センター（パリ、フランス）との共同主催により、
パリ国立近代美術館副館長のフレデリック・ミゲルー氏を総合コミッショナーに迎え、同館が所蔵する作品・
資料を核として戦後日本建築を通観する展覧会「ジャパン・アーキテクツ1945-2010」を開催します。
ミゲルー氏は1945年から2010年までの65年間を第1から第6までのセクションに分け、それぞれのコンセ
プトに対応した色のコードを用いて戦後日本建築を刺激的に読み解いていきます。
戦後、
焦土から出発した日本では国土再建の過程で、
建築家が大きな役割を果たしました。
モダニズムの規範に
則り、あるいは日本固有の様式を追求しつつ、公共建築をはじめとしたさまざまな建築物の実現を目指したの
です。同時に建築から都市へと建築家の眼差しは拡張し、1960年代に入ると、経済成長と工業技術の発展の後
押しを受けて新しい動向「メタボリズム」が生まれます。国家的事業となった1970年の大阪万博は、さらに分
化・展開し、
日本の建築を国際的な舞台へと力強くおしあげていったのです。
こうした拡がりは次の世代へと受
け継がれる一方で、
「消去の建築」
とも言われるミニマリズム的なスタイルが時代を席巻するようになります。
その後に続くバブル経済の崩壊と阪神淡路大震災を経た1990年代半ば以降は、
「社会と建築」
あるいは
「自然と
建築」の関係を「ナラティヴ」や「プログラム」といった視点で問い直すような作品が生まれ、多くの建築家が国
際的な評価を獲得してきました。
本展は、このように西洋を典拠とするモダニズムと日本的なアイデンティティの間で揺れ動きつつ独自の変
遷をとげ、国際的にも大きな注目を集めてきた戦後日本の建築家たちの軌跡を辿る貴重な機会となります。
戦後の日本建築を担ってきた約80人の建築家によるオリジナルの図面や模型など250点を超える膨大な量
の作品・資料は、建築家の構想やプロセスを示すものとして極めて貴重であり、国内での建築展としては類を
見ない規模の展示となります。さらに本展は建築史としてだけでなく、戦後日本社会の有り様を読み解くう
えでも非常に重要な展覧会と言えるでしょう。
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本展総合
コミッショナー

フレデリック・ミゲルー Frédéric Migayrou
ポンピドゥー・センター パリ国立近代美術館の副館長。ロンドン大学バート
レット建築学校の学長兼教授。FRACサントルの建築コレクションの創設者で
あり、
「 アーキラボ」を主宰。主な展覧会に「ノン・スタンダード建築」
（ 2003）
「モーフォシス」
（2006）
「 ドミニク・ペロー」
（ 2008）
「 モンドリアン/ デ・ステ
イル」
（ 2010）
「 ラ・テンデンツァ」
（ 2012）
「 ベルナール・チュミ」
「 フランク・
ゲーリー」
（ 2014、以上ポンピドゥー・センター）
「 アーキラボ2013 建築の自
然化」
（FRACサントル）など。建築関連の出版物の監修、寄稿、講演多数。

展示構成

〈第1セクション〉黒
―絶えざる破壊と再生、陰翳あるいは闇―
日本建築は常に破壊という危険、
あるいは変化の要請にさらされ、
非永続性という基盤に立脚してきた。
「黒」
を
テーマとした第1セクションでは、
約40年間にわたり一木努氏によって収集されてきた日本各地の建築物の断
片を用いて、
建築家 鈴木了二が絶えざる破壊と再生を典拠とする文化、
陰翳あるいは闇の伝統を描き出す。

〈第2セクション〉ダーク・グレー
―都市と国土のヴィジョン―

コンクリートのシステム的な使用による新しい建築言語は、庁舎や文化・教育施設といった多くの公共建築
を生み出し、人間主義的な次元の都市と国土のヴィジョンを提供していった。こうした実験的な取り組みを
通じて、現代日本建築の基盤が確立され、日本建築は国際的な舞台においても、少しずつその存在を認めら
れるようになっていく。 主な出品建築家… 坂倉準三、白井晟一、前川國男、村野藤吾、吉阪隆正、他

〈第3セクション〉ライト・グレー
―新しい日本建築―

急速な経済的拡大と高度な工業的発展のもと、大手建設会社を中心に数多くの建造物が実現し、日本各地の
都市化が進行した時代。それは日本におけるインターナショナル・スタイルの確立の時代でもあり、多くの建
築家が新たな近代性（モデルニテ）を熱望した時代でもある。一方で日本文化に固有の建築を追究する建築家
も登場した。 主な出品建築家… 海老原一郎、磯崎新、菊竹清訓、丹下健三 他

〈第4セクション〉カラー

―メタボリズム、万博、新たなヴィジョン―
1960年代には、工業技術の発展や新しいマテリアルの開発が建築家に新たな可能性を提供し、日本建築を根
本的に特徴づける「メタボリズム」という動向が出現した。さらに、1970年の万博で実現した実験的なパヴィ
リオンの数々は、この動向の帰結点となり、テクノロジー化された新しい建築の、世界へ向けたマニフェスト
となった。一方で、工業的発展に対する批判的探究やポップ・アーキテクチュア、あるいはモダニズム批判、メ
ディア・アーキテクチュア、イメージとしての建築、記号としての建築といった多様なヴィジョンが登場する。
主な出品建築家…大高正人、黒川紀章、槇文彦、毛綱毅曠、山下和正 他

〈第5セクション〉ノン・カラー
―消滅の建築―

1970年前後の政治的な闘争を経た後、工業化社会におけるテクノロジー偏重の建築や理想主義的な楽観主義
と袂を分かつ、
新しい世代の建築家たちが出現する。
幾何学的形態への回帰に基づくミニマリズム的な建築の席
巻は、
構造の消失によって実現される軽い建築
「ライト・アーキテクチュア」
へと向かい、
「消去の建築」
としてそ
の完遂を迎えることとなる。
この動向は国際的な評価を受け、
さらに次世代の建築家を生み出す契機となった。
主な出品建築家… 伊東豊雄、安藤忠雄、高松伸、長谷川逸子、藤井博巳 他

〈第6セクション〉白
―還元から物語へ―

1990年代を迎え、日本建築は世界の建築的創造における最も重要な舞台の一つとして認識されるように
なる。数多くの日本人建築家が多彩なプロジェクトを実現しつつ、国際的なキャリアを積み始めたのだ。近
年のプロジェクトには、都市に有機的な機能を復活させるような新しいプログラムやナラティヴ・アーキテ
クチュアの概念への回帰が見受けられ、自然と建築、社会と建築の関係についての物語をそれぞれが異なっ
た方法で編集しながら、新しい「語り」を創りだしている。
主な出品建築家… 青木淳、石上純也、隈研吾、妹島和世＋西沢立衛/SANAA、手塚貴晴/手塚由比、坂茂、
藤森照信、藤本壮介 他
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出品建築家・作家

相田武文、
青木淳、
東孝光、
アトリエ・ワン、
安藤忠雄、
アントニン・レーモンド、
伊坂芳太良、
石上純也、
石山修武、
磯崎新、
市川創太／ダブルネガティヴスアーキテクチャー、
伊東豊雄、
乾久美子、
内田祥哉、
海老原一郎、
遠藤秀平、
大江宏、大髙正人、大谷幸夫、菊竹清訓、北川原温、隈研吾、倉本龍彦、黒川紀章、坂倉準三、坂本一成、佐藤光彦、
妹島和世＋西沢立衛/SANAA、
重田良一、
篠原一男、
白井晟一、
鈴木恂、
鈴木了二、
高橋靗一/第一工房、
髙﨑正治、

高月昭子、高松伸、谷口吉生、谷口吉郎、丹下健三、武井誠＋鍋島千恵/TNA、手塚貴晴/手塚由比、内藤廣、
中村拓志、永山祐子、西沢立衛、日建設計、長谷川逸子、早川邦彦、林雅子、坂茂、平田晃久、藤井博巳、藤本壮介、
藤森照信、前川國男、槇文彦、増沢洵、みかんぐみ、水谷頴介、村田豊、村野藤吾、毛綱毅曠、山下和正、山下保博/
アトリエ・天工人、山本理顕、横尾忠則、吉阪隆正、吉村順三、六角鬼丈、渡辺誠、渡邊洋治

関連プログラム

フレデリック・ミゲルー講演会「ジャパン・アーキテクツ1945‒2010」
［日時］2014年11月1日(土) 14:00〜16:00
［会場］金沢21世紀美術館シアター21
［定員］当日先着120名 ［料金］無料
［オリジナル言語］仏語、日本語逐次通訳付

安藤忠雄講演会「地方都市の可能性をつくる」
［日時］2014年11月22日(土) 19:30〜21:00
［会場］金沢市文化ホール（石川県金沢市高岡町15-1）
［定員］先着800名（事前申込制）［料金］無料
［申込方法］ 住所・氏名・電話番号・申込人数を明記し、下記のいずれかの方法でお申込みください。
1. FAX 076-220-2069

2. E-Mail bunshin@city.kanazawa.lg.jp

3. 電話 076-220-2442

［お問合せ］金沢市文化政策課（TEL 076-220-2442）

磯崎新講演会「『わ』空間の建築家」
［日時］2015年2月20日(金) 18:30〜20:30
［会場］金沢21世紀美術館シアター21
［定員］先着120名（事前申込制）［料金］無料
［申込方法］12月10日(水) 10:00より金沢21世紀美術館特設ウェブサイトにて申込受付開始（先着順）
※申し込み方法等詳細は11月11日(火) ウェブサイトにて発表します。
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開館10周年記念特別展

3.11以後の建築
2014年11月1日（土）→
2015年5月10日（日）

主催： 金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]
後援： 国土交通省、
公益社団法人日本建築士会連合会、
一般社団法人日本建築学会、
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、
公益社団法人日本建築家協会、
一般社団法人日本建設業連合会、
特定非営利活動法人日本都市計画家協会、
公益財団法人都市計画協会、
公益社団法人日本都市計画学会、
北國新聞社
協力： 金沢市教育委員会、金沢市中学校教育研究会美術部会、金沢市中学校文化連盟美術部会、モダンアート協会金沢支部、金沢アート工房

開催趣旨

金沢21世紀美術館の10周年記念企画として、3.11以降の日本の最新の建築動向を探る展覧会「3.11以後の
建築」を開催します。2011年の東日本大震災は、建築家および社会の意識、システムの根本的見直しを迫るこ
とになりました。これからの社会の中で、建築家はどのような役割を求められ、どのような未来を描いてゆく
のか。環境やエネルギーの問題、使い手や地域との関係といった視点も含め、本展では2011年以降の日本の
建築を25組の建築家の取り組みを通じて紹介し、建築家の役割を再検討します。
（担当：鷲田めるろ）

東日本大震災では、海辺の多くの街が激しく破壊され、未曾有の原発事故は現在に至るまで立入りさえ困難
なエリアを生みだした。これまでは災害の後、構造を強化したり、不燃化を促進したり、耐震の基準が高く
なったりしてきたが、今回は建築界において社会とのつながりが大きく注目されるようになったことが特筆
される。むろん、こうした動きは派手な造形のポストモダン建築が花開いたバブル経済の崩壊後から、また日
本の社会が少子高齢化に向かうなかで、少しずつ起きていたことだが、それが顕在化した。震災はわれわれが
考えるべき課題を前倒しにしたのである。大金をかけて、もっと強いハードをつくるだけでは、津波や地震に
対抗できない。人と人のつながり、あるいは街と人の関係といったソフト面からのアプローチが重視されて
いるのだ。これに伴い、かたちから関係性のデザインへと、建築家の役割も変化している。
「3.11以後の建築」
展は、そうした新しい活動に焦点をあてる。
五十嵐太郎

住宅や公共施設が足りない時代には、
「何のためにつくるか」を改めて考える必要がなかった。しかし、それら
が余る時代になると悩ましい。
「足りているのになぜつくるのか」ということになる。特に、空き家や空き地が
増え続ける地方においては、建築の力を何に活かすべきか探らざるを得ない。だからだろうか。地方に興味深
い建築の実践が多く見られる。これまでなら建築の範疇ではないと考えられてきたことに取り組む建築家た
ちがいる。こうした実践は、
「どうデザインするか」よりも「何をデザインするか」を考えることから生まれて
いるといえよう。東北地方はまさにそんな場所だった。だからこそ、大震災以後に「何をデザインするか」を改
めて考え、実践する必要があったのだ。無邪気に「どうデザインするか」だけを考えるわけにはいかない地域
だったのである。金沢もまた全国の地方と同じく現実に即した建築の役割が求められている地域である。
3.11以降の建築について、金沢での実践に照らし合わせながら考えてみたい。
山崎亮
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ゲスト・
キュレーター

五十嵐 太郎 （いがらし・たろう）
建築史・建築批評家
1967年パリ生まれ。1992年東京大学大学院修士課程修了。博士（工学）。現在、
東北大学大学院教授。せんだいスクール・オブ・デザイン教員を兼任。あいちトリ
エンナーレ2013芸術監督。第11回ベネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館
展示コミッショナーを務める。
『 現代日本建築家列伝』
（ 河出書房新社）、
『 被災地
を歩きながら考えたこと』
（ みすず書房）、
『 3.11/After』
（ 監修・LIXIL出版）ほか
著書多数。

山崎 亮 （やまざき・りょう）
コミュニティデザイナー
1973年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院および東京大学大学院修了。博
士（工学）。建築・ランドスケープ設計事務所を経て、2005年にstudio-Lを
設立。現在、studio-L代表。東北芸術工科大学教授（コミュニティデザイン
学科長）。京都造形芸術大学教授（空間演出デザイン学科長）。慶応義塾大学
特別招聘教授。地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニ
ティデザインに携わる。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合
計画づくり、市民参加型のパークマネジメントなどに関するプロジェクト
が多い。
「海士町総合振興計画」
「マルヤガーデンズ」
「studio-L伊賀事務所」
でグッドデザイン賞、
「親子健康手帳」でキッズデザイン賞などを受賞。
『コミュニティデザイン』
（ 学芸出版社：不動産協会賞受賞）、
『 コミュニ
ティデザインの時代』
（中公新書）、
『ソーシャルデザイン・アトラス』
（鹿島
出版会）、
『まちの幸福論』
（NHK出版）ほか著書多数。

展示構成

① みんなの家
［出品建築家］
伊東豊雄＋乾久美子＋藤本壮介＋平田晃久＋畠山直哉

1.
伊東豊雄＋乾久美子＋藤本壮介＋
平田晃久＋畠山直哉
《陸前高田の「みんなの家」》
Photo: HATAKEYAMA Naoya

② 災害後に活動する
［出品建築家］
東日本大震災における建築家による復興支援ネットワーク
［アーキエイド］、
はりゅうウッドスタジオ、
坂茂

2.
はりゅうウッドスタジオ
《縦ログ工法パネル》

③ エネルギーを考える
［出品建築家］
三分一博志、
竹内昌義＋馬場正尊＋東北芸術工科大学、
日建設計
3.
三分一博志
《犬島精錬所美術館》
© Sambuichi Architects
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④ 使い手とつくる
［出品建築家］
青木淳建築計画事務所＋エンデザイン、
新居千秋、
乾久美子、
工藤和美＋藤村龍至＋東洋大学ソーシャルデザインスタジオ

4.
乾久美子
《延岡駅周辺整備計画》

⑤ 地域資源を見直す
［出品建築家］
403architecture［dajiba］、
バスアーキテクツ、
小津誠一＋宮下智裕＋松田達

5.
バスアーキテクツ
《えんがわオフィス》
Photo: TAJIRI Teruhisa
（『EMAC』
Vol.2より転載）

⑥ 住まいをひらく
［出品建築家］
光嶋裕介、
成瀬・猪熊建築設計事務所、
ブルースタジオ

6.
成瀬・猪熊建築設計事務所
《LT城西》
Photo: NISHIKAWA Masao

⑦ 建築家の役割を広げる
［出品建築家］
岡啓輔、
東京R不動産、
トラフ建築設計事務所＋石巻工房、
西村浩＋ワークヴィジョンズ

7.
岡啓輔
《蟻鱒鳶ル》
Photo: TAKANO Ryudai

プロジェクト

展覧会に際し、
金沢で新たなプロジェクトを3件実施。
その結果を
「3.11以後の建築」
展で展示します。

①「逃げ地図」
プロジェクト：日建設計ボランティア部
7月21日、8月10日に金沢市沿岸部大野地区で、日建設計ボランティ
ア部の指導のもと、住民たちが「逃げ地図」を作成しました。津波時の
避難の道と時間を示すもので、住民主導の安全なまちづくりを推進
することが目的です。

② 市民ギャラリー・トライアル：ドットアーキテクツ、
403architecture［dajiba］
、
垣内光司
金沢21世紀美術館の市民ギャラリー利用団体と建築家のコラボレーションによる展示空間のデザインを行
います。作品を展示する多くの作家と建築家の新しい関わり方を示します。
403architecture [dajiba] × モダンアート協会展

2014年10月28日（火）〜11月3日（月・祝）

ドットアーキテクツ × 金沢市小中学校合同展（中学校美術） 2015年1月4日（日）〜16日（金）
垣内光司 × 金沢発信アウトサイダー・アート展
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③ 金沢まちビル調査：BMC
（ビルマニアカフェ）
7月から8月にかけ、公募で集まった「調査隊員」が大阪の市民グルー
プ「BMC（ビルマニアカフェ）」とともに、1950〜70年代の高度経済成
長期に建てられたビルのリサーチを行いました。金沢の街は江戸時代
より今日まで様々な時代の建築が重層的に残っているという特徴が
あります。その中で建築史的には見過ごされがちなこの時代のビルの
魅力を展覧会で紹介します。
調査日：7月5日、7月12日、7月27日、8月3日

関連プログラム

五十嵐太郎×山崎亮×小野田泰明 鼎談「3.11以後の建築」
［日時］2014年11月2日 17:00〜19:00
［会場］金沢21世紀美術館 シアター21
［定員］先着180名（事前申込制）
［料金］無料
［申込方法］ウェブサイトにて申込（先着順）

「RC作製しよう！」―コンクリートで形をつくる―
［日時］2014年11月30日（日）13：00〜17：00
［会場］金沢21世紀美術館 プロジェクト工房
※定員に達したため申し込みの受付は終了しました。

関連書籍

五十嵐太郎・山崎亮編著『3.11以後の建築』
発行： 学芸出版社
定価： 2,200円＋税

仕様： A5判 / 240ページ

発売開始： 2014年11月1日（土）

広報用画像

画像1〜7を広報用にご提供致します。ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。
Email: press@kanazawa21.jp
＜使用条件＞
※広報用画像の掲載には各画像のキャプション、クレジットを必ずご表示ください。
※トリミングはご遠慮ください。キャプション等の文字が画像にかぶらないよう、レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正用原稿を広報室へお送りください。
※アーカイブの為、後日掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVD、CDなどをお送りください。
以上、ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

《同時期に金沢で開催される建築に関する企画》
［谷口吉郎・谷口吉生］展

金沢が育んだ二人の建築家

［会期］2014年11月15日（土）〜12月21日（日）※会期中無休
［会場］金沢市民芸術村（金沢市大和町1-1）
［料金］一般500円(400円)、65歳以上400円、高校生以下無料

※（）内は団体料金（20名以上）

［主催・問合せ］谷口建築展実行委員会事務局(金沢市企画調整課内) 電話 076-220-2031

歴史的空間再編コンペティション2014

〜第3回「学生のまち・金沢」設計グランプリ〜

［日時］2014年11月23日（日）〜24日（月・祝）
［会場］金沢21世紀美術館（金沢市広坂1丁目2-1）、金沢学生のまち市民交流館（金沢市片町2丁目5-17）
［審査員］坂本一成（東京工業大学名誉教授）、中谷礼仁（早稲田大学教授）、塚本由晴（東京工業大学大学院准教授／アトリエ･ワン）
宮下智裕（金沢工業大学准教授）、柳澤田実（関西学院大学准教授）、松田達（東京大学助教／松田達建築設計事務所）
［主催・問合せ］歴史的空間再編学生コンペ実行委員会 事務局（金沢学生のまち市民交流館内）電話 076-225-0162
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