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青山｜目黒
展覧会タイトル｜ happaホテル

出展者 ｜アーキテクト：長坂常／スキーマ建築計画
デザイナー：なかむらしゅうへい , 岡安泉 , 森美穂子

CAFE：嶋田葉子｜協力 :尾原史和 , 山嵜陽子［knot japan］, 

三井孝明 , 青田真也 , super robot, 山田憲明

協賛：旭化成商事株式会社 , DAIWA PRESS, 

株式会社アドヴァン, 日本ゼロコン株式会社 , 

株式会社 INAX, 株式会社ライティング創

ディレクター＝松澤剛［E&Y］, 青山秀樹［青山｜目黒］

会期 ｜2009年8月1日［土］-29日［土］

会場 ｜青山｜目黒
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-30-6

Tel. 03-3711-4099 | Fax. 03-3711-4099

a@aoyamahideki.com

www.aoyamahideki.com

入場無料／月曜日-土曜日／11:00-19:00／日休

● 夏期休廊：8月9日［日］-16日［月］

お問い合わせ先 ｜青山｜目黒［担当：青山秀樹］
Tel. 03-3711-4099 | a@aoyamahideki.com

̶

長坂常

1971年生まれ。1998年東京藝術大学美術学部建築科卒業。同年スタ

ジオスキーマ（現：スキーマ建築計画）開設

［出展作品］「happa ホテル」［2009］

タカ・イシイギャラリー
展覧会タイトル｜ Flame frame

出展者 ｜平田晃久
会期 ｜2009年8月1日［土］-12月末

会場 ｜タカ・イシイギャラリー
〒135-0024 東京都江東区清澄1-3-2 5F　 

Tel. 03-5646-6050 | Fax. 03-3642-3067 

tig@takaishiigallery.com  

www.takaishiigallery.com 

入場無料／12:00-19:00／日月祝休

お問い合わせ先 ｜タカ・イシイギャラリー
［展覧会担当：新田京子／プレス担当：増山貴之］

Tel. 03-5646-6050 | tig@takaishiigallery.com

̶

平田晃久

1971年大阪府生まれ、1997年京都大学大学院工学研究科修了後、

1997-2005年まで伊東豊雄建築設計事務所に勤務。2005年より

平田晃久建築設計事務所主宰。SDレビュー2004 朝倉賞、SDレ

ビュー2006入賞、第19回2007JIA新人賞受賞。代表作に「桝屋本店」

「sarugaku」「イエノイエ」等。ミラノサローネ2009にてキャノン会場の

デザインを手掛ける

［出展作品］「Flame frame」模型［2009］

小山登美夫ギャラリー
展覧会タイトル｜建築以前・建築以後
出展者｜菊竹清訓 , 伊東豊雄 , 妹島和世 , 西沢立衛 , 

妹島和世＋西沢立衛／SANAA

キュレーション＝鈴木布美子

会場設計＝西沢立衛建築設計事務所

会期 ｜2009年8月1日［土］-29日［土］

会場 ｜小山登美夫ギャラリー 7・6F

〒135-0024 東京都江東区清澄1-3-2 7F 

Tel. 03-3642-4090 | Fax. 03-3642-4091

info@tomiokoyamagallery.com  

www.tomiokoyamagallery.com

入場無料／火曜日-土曜日／12:00-19:00／日月祝休

お問い合わせ先 ｜小山登美夫ギャラリー
［展覧会担当：長瀬夕子／プレス担当：大森智子］

Tel. 03-3642-4090 | omori@tomiokoyamagallery.com

̶

菊竹清訓

1928年福岡県生まれ。50年早稲田大学卒業。53年菊竹清訓建築設

計事務所設立。現在、日本建築士会連合会名誉会長、アメリカ建築家

協会特別名誉会員、国際建築アカデミー理事、フランス建築アカデミー

会員などを務める。日本建築学会賞、芸術選奨文部大臣賞、UIAオー

ギュスト・ペレー賞、毎日芸術賞、など受賞

［出展作品］主に1958年から90年代の一連の海上都市計画のドローイ

ング／模型［1958-1993］

̶

伊東豊雄

1941年京城（現ソウル）生まれ。65年東京大学工学部建築学科卒業。菊

竹清訓建築設計事務所を経て、71年アーバンロボット設立。79年伊東

豊雄建築設計事務所に改称。主な作品に「せんだいメディアテーク」、

「TOD’S表参道ビル」、「2009高雄ワールドゲームズメインスタジアム」

など。日本建築学会賞、ヴェネチア・ビエンナーレ「金獅子賞」、王立英

国建築家協会（RIBA）ロイヤルゴールドメダルなど受賞

［出展作品］「ノルウェー・オスロ市ダイクマン中央図書館設計コンペティ

ション案」に関する模型・ドローイング［2009］

̶

妹島和世

1956年茨城県生まれ。81年日本女子大学大学院修了。伊東豊雄建

築設計事務所を経て、87年妹島和世建築設計事務所設立。95年西沢

立衛と共にSANAA設立。代表作に「梅林の家」など。現在進行中では

「豊田市生涯学習センター逢妻交流館」など。日本建築大賞、芸術選

奨文部科学大臣賞美術部門、王立英国建築家協会（RIBA）インターナ

ショナル・フェローシップ、ステラ・レ賞（StellaRe Prize、イタリア）、エルナ・ハ

ンバーガー賞（Erna Hamburger Prize、スイス）など受賞

［出展作品］「犬島アートプロジェクト」模型［2009］

̶

西沢立衛

1966年東京都生まれ。90年横浜国立大学大学院修士課程修了。妹島

和世建築設計事務所を経て、95年妹島和世と共にSANAA 設立。97

年西沢立衛建築設計事務所設立。第15回吉岡賞、東京都建築士会住

宅建築賞金賞、平成17年度文部科学省若手科学者賞など受賞

［出展作品］「ガーデンアンドハウス」［2006］「t-project」［2009］模型

̶

妹島和世＋西沢立衛／SANAA

1995年、妹島和世と西沢立衛とで設立された建築ユニット。代表作に

「金沢21世紀美術館」「サーペンタインパビリオン」など。現在進行中で

は「ルーブル・ランス」「パリ十六区公営集合住宅」など。日本建築学会

賞、アーノルド・ブルナー記念建築賞、ヴェネチア・ビエンナーレ金獅子賞、

ザルツブルグ建築賞V.スカモッツィ賞、第46回毎日芸術賞建築部門、

マリオ・パニ賞（Premo Mario Pani、メキシコ）、ベルリン美術賞など受賞

［出展作品］「スイス連邦工科大学ローザンヌ校ロレックス・ラーニング・セ

ンター」模型［2007］

ギャラリー小柳
展覧会タイトル｜石上純也 ＋ 杉本博司

出展者 ｜石上純也 , 杉本博司

会期 ｜2009年8月1日［土］-29日［土］

会場 ｜ギャラリー小柳
〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-5 小柳ビル8F

Tel. 03-3561-1896 | Fax. 03-3563-3236

mail@gallerykoyanagi.com

www.gallerykoyanagi.com

入場無料／火曜日-土曜日／11:00 - 19:00／日月祝休

● 夏期休廊：8月13日［木］ -17日［月］

お問い合わせ先 ｜ギャラリー小柳［担当：小菅優子］
Tel. 03-3561-1896 | mail@gallerykoyanagi.com

̶

杉本博司

1948年東京生まれ。1970年渡米、1974年よりニューヨークに移り写真

制作を開始。2001年ハッセルブラッド国際写真賞受賞。2005年より初

の回顧展が森美術館（東京）を皮切りに米国、2007年よりヨーロッパを巡

回。近年は写真表現にとどまらず、執筆、設計と活動の幅を広げている。

2008年建築・設計を手掛ける新素材研究所を設立

［出展作品］「護王神社̶アプロプリエイト プロポーション」雛形ほか

［2003］

̶

石上純也

1974年神奈川県生まれ。2000年東京藝術大学大学院修士課程修了。

2000-04年妹島和世建築設計事務所勤務。2004年石上純也建築設

計事務所設立。SDレビュー2005 SD賞（2005）、キリンアートプロジェ

クト2005キリン賞（2005）、IAKOV CHERNIKOV INTERNATIONAL 

PRIZE 2008最優秀賞（2008）、神奈川文化賞未来賞（2008）、Archi-

tectural Review Awards 2008入賞（2008）、Contract world.award 

2009 オフィス部門最優秀賞（2009）、Contract world.award 2009 

コンバージョン部門第二位（2009）、Bauwelt Prize 2009 最優秀賞

（2009）、2009年日本建築学会賞（作品）（2009）を受賞

［出展作品］「神奈川工科大学KAIT工房」模型［2009］

TARO NASU

展覧会タイトル｜夏休みの植物群
出展者 ｜青木淳
会期 ｜2009年8月1日［土］-9月5日［土］

会場 ｜ TARO NASU

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-2-11

Tel. 03 -5856-5713 | Fax. 03 -5856-5714

info@taronasugallery.com

www.taronasugallery.com

入場無料／火曜日-土曜日／11:00-19:00／日月祝休

● 夏期休廊：8月9日［日］-24［月］

お問い合わせ先 ｜ TARO NASU［担当：木俣マキ］

Tel. 03-5856-5713 | info@taronasugallery.com

̶

青木淳

1956年横浜生まれ。82年東京大学大学院修了。83-90年磯崎新アト

リエに勤務後、91年青木淳建築計画事務所設立。個人住宅、公共建築

から商業建築まで多方面で活躍。2004年度芸術選奨文部科学大臣新

人賞受賞。代表作に、「馬見原橋」、「S」、「潟博物館」、「ルイ・ヴィトン表参

道」、「青森県立美術館」等

［出展作品］立体作品「ring」「football plant」ほか［2009］

hiromiyoshii

展覧会タイトル｜生成の世代 generation of generativity 展

テーマ ｜1970年以降生まれ世代の建築家たちによる建築表現

出展者 ｜藤本壮介 , 中山英之 , 中村竜治 , 吉村靖孝 , 

dot architects, 藤村龍至 , 山崎清道

キュレーション＝藤村龍至／TEAM ROUNDABOUT

会場設計＝山崎清道

会期 ｜2009年8月1日［土］-29日［土］

会場 ｜hiromiyoshii

〒135-0024 東京都江東区清澄1-3-2 6F 

Tel. 03-5620-0555 | Fax. 03-5620-0550 

info@hiromiyoshii.com

www.hiromiyoshii.com

入場無料／火曜日-土曜日／12:00-19:00／日月祝休

お問い合わせ先 ｜ hiromiyoshii［担当：関島礼史］

Tel. 03-5620-0555 | info@hiromiyoshii.com

̶

藤本壮介

1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、藤本壮介建

築設計事務所主宰 

［出展作品］「tokyo apartment」「Next Generation Wooden 

Bungalows」模型ほか［2006-2009］

̶

中山英之

1972年東京都生まれ。東京藝術大学大学院修了後、伊東豊雄建築設

計事務所を経て、中山英之建築設計事務所主宰 

［出展作品］「草原の大きな扉」模型［2008］

̶

中村竜治 

1972年長野県生まれ。東京藝術大学大学院修了後、青木淳建築計画

事務所を経て、中村竜治建築設計事務所主宰 

［出展作品］「へちまなど」模型［2005-2009］

̶

吉村靖孝 

1972年愛知県生まれ。早稲田大学大学院修了後、文化庁派遣芸術家

在外研修員としてMVRDVに在籍。SUPER-OS共同主宰を経て、吉

村靖孝建築設計事務所主宰

［出展作品］「SOLEIL PROJECT」「Y-HOTEL」模型ほか［2005-2009］

̶

dot architects 

● 家成俊勝 1974年兵庫県生まれ。関西大学法学部、大阪工業技術専

門学校卒業後、dot architects共同主宰
● 大東翼 1977年兵庫県生まれ。関西大学経済学部、大阪工業技術専

門学校卒業後、工務店勤務を経て、dot architects共同主宰
● 赤代武志 1974年兵庫県生まれ。神戸芸術工科大学卒業後、宮本佳

明建築設計事務所を経て、dot architects共同主宰

［出展作品］「No.00」「Latest No.00」模型ほか［2009］

̶

藤村龍至

1976年東京都生まれ。東京工業大学大学院、ベルラーヘ・インスティ

テュート、ISSHO建築設計事務所共同主宰を経て、藤村龍至建築設計

事務所主宰 

［出展作品］「BUILDING K」ほか模型［2008］

̶

山崎清道 

1976年滋賀県生まれ。中西啓への師事を経て、STUDIO SEIDOH主宰

［出展作品］「hiromiyoshii／『生成の世代』展会場」ほか［2009］

PRESS

お問い合わせ先：ARCHITECT JAPAN 2009事務局 藤村龍至建築設計事務所内［担当：西村祐一］ Tel. 03-3476-6508  office@ryujifujimura.jp

HiRAO INC.［担当：御船誠一郎］Tel. 03-5771-8808

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 3F 

tel. 03-3498-6990｜info@gyre-omotesando.com 

www.gyre-omotesando.com

AOYAMA | MEGURO

JO NAGASAKA
SHUHEI NAKAMURA
IZUMI OKAYASU
MIHOKO MORI
TAKA ISHII GALLERY

AKIHISA HIRATA
TOMIO KOYAMA GALLERY

KIYONORI KIKUTAKE
TOYO ITO
KAZUYO SEJIMA
RYUE NISHIZAWA
KAZUYO SEJIMA + 
RYUE NISHIZAWA / SANAA
GALLERY KOYANAGI

JUNYA ISHIGAMI
HIROSHI SUGIMOTO
TARO NASU

JUN AOKI
hiromiyoshii

SOU FUJIMOTO
HIDEYUKI NAKAYAMA
RYUJI NAKAMURA
YASUTAKA YOSHIMURA
DOT ARCHITECTS
RYUJI FUJIMURA
KIYOMICHI YAMAZAKI

［個別展示会場情報］

［出展者］

隈研吾

1954年神奈川県生まれ。1979年東京大学大

学院修了後、コロンビア大学建築・都市計画学科

客員研究員（1985-86年）などを経て、1990年隈

研吾建築都市設計事務所設立。1998年慶應義

塾大学環境情報学部特別招聘教授。2002年慶

應義塾大学理工学部客員教授。2007年慶應義

塾大学理工学部教授。2009年東京大学大学院

工学系研究科教授

NTTファシリティーズ
● 平山文則 1955年福岡県生まれ。1981年九州

大学大学院工学研究科建築学専攻修了。1981- 

85年電電公社建築局、近畿電気通信局建築部。

1985-94年NTT建築部。1994年─ NTTファシリ

ティーズ、現在建築事業本部設計部長 

［出展作品］ 朝日放送本社屋［2008］

̶

古谷誠章

1955年生まれ。1978年早稲田大学建築学科卒

業。1980年同大学院修士課程修了後、同大学

助手、近畿大学講師を経て、1986-87年文化庁

芸術家在外研修員としてマリオ・ボッタ事務所在

籍。90年近畿大学工学部助教授。1994年早稲

田大学助教授。NASCA設立（共同：八木佐千子）。

1997年早稲田大学教授

［出展作品］ せんだいメディアテーク2等案［1995］

̶

ヨコミゾマコト

1962年神奈川県生まれ。1984年東京芸術大学

美術学部建築科卒業。1986年東京芸術大学美

術学部建築科大学院修了後、1988-2001年伊

東豊雄建築設計事務所。2001年aat+ヨコミゾ

マコト建築設計事務所設立。2009年東京藝術

大学准教授。

［出展作品］ 富弘美術館［2005］

̶

日建設計
● 山梨知彦  1960年神奈川県生まれ。東京芸術

大学、東京大学大学院を経て、日建設計
● 羽鳥達也  1973年群馬県生まれ。武蔵工業大

学、同大学院を経て、日建設計　
● 石原嘉人  1980年京都府生まれ。京都工芸繊

維大学、同大学院を経て、日建設計
● 川島範久 1982年神奈川県生まれ。東京大学、

同大学院を経て、日建設計

［出展作品］ W-PROJECT［2009］

̶

MVRDV

ヴィニー・マース（1959年オランダ生まれ）、ヤコブ・

ファン・ライス（1964年オランダ生まれ）、ナタリー・

デ・フリイス（1965年オランダ生まれ）からなる建築

家ユニット。1991年設立。GYREのデザイン・アー

キテクトとして迎えられる

竹中工務店
● 新城功雄  1951年富山県生まれ。1975年大阪

大学工学部建築工学科卒業。1977年大阪大学

大学院修士課程修了。1977年̶竹中工務店。現

在、竹中工務店設計部副部長
● 結城哲治 1960年愛知県生まれ。1983年京

都大学工学部建築学科卒業。1985年京都大学

大学院修士課程修了後、竹中工務店。1991年̶

1999年竹中ヨーロッパ。現在、竹中工務店設計

部課長
● 垣谷伸彦 1977年愛知県生まれ。1999年京都

大学工学部建築系学科卒業。2001年京都大学

大学院修士課程修了後、竹中工務店。現在、竹

中工務店設計部主任

［出展作品］GYRE［2007］

中央アーキ
● 上領大祐 1978年東京都生まれ。東京理科大

学大学院を経て、中央アーキ共同主宰
● 坂下加代子 1976年和歌山県生まれ。大阪芸

術大学、東京理科大学大学院を経て、中央アーキ

共同主宰
● 松本悠介 1977年愛知県生まれ。東京理科大

学大学院を経て、中央アーキ共同主宰

樋口兼一

1975年生まれ。1999年瀧本幹也氏に師事。

2004年独立

［出展作品］ 新スケープ［2007／写真］

̶

伊庭野大輔＋藤井亮介

TEAM ROUNDABOUT参照

［出展作品］ Blowin’in the wind［2005］

̶

徳山知永

1984年東京都生まれ。京都大学農学部地域

環境工学科卒業。FABRICA（イタリア）インタラ

クティブ・アート部門在籍。隈研吾、石上純也らに

CADソフトを提供

［出展作品］ re:Schematic［2009］

̶̶

［寄稿］

フレデリック・ミゲルー

ポンピドゥー・センター、国立近代美術館の副館

長。インダストリアル・クリエーション部門のチー

フ・キュレーターを兼任。

1986年パリ, ソルボンヌ大学哲学博士。1991- 

2000年文化省参事官。1992年オルレアンの

FRACサントルで建築資料のコレクションに着手

し、1999年「アーキラボ」を創始。2000年ポン

ピドゥー・センターの建築・デザイン部門チーフキュ

レーターに就任。2008年より現職。アメリカ、イギ

リスなど各国のさまざまな大学・研究機関でレク

チャーを行うほか、客員教授を務める。建築批評

家、美術批評家として、寄稿多数

̶̶

［企画監修］

飯田高誉

京都造形芸術大学芸術学部准教授。

1956年東京生まれ。インディペンデント・キュレー

ター。カルティエ現代美術財団にて「杉本博司」

展（東京大学総合研究博物館共同企画、2004年）、

「横尾忠則」展（2006年）のキュレーションを行

う。その他に「スクリーン・メモリーズ（隠蔽記憶）」

展（水戸芸術館、2002年）や「森万里子」展（東京

都現代美術館、2002年）においてゲスト・キュレー

ター。東京大学総合研究博物館小石川分館に

て現代美術シリーズとして「マーク・ダイオン」展、

「森万里子」展などをキュレーション。最近では、

「戦争と芸術̶美の恐怖と幻影」展（京都造形

芸術大学）を防衛省より藤田嗣治や中村研一の

戦争画の出品許可を得て、国内外の現代美術

作家を交えて2007年よりシリーズ化を行い、今

年9月第4回目を迎え開催予定。その他に「六

本木クロッシング̶日本美術の新しい展望

2004」（森美術館、2004年）や「VOCA」展（上野の

森美術館、2006年）の選考委員。

［キュレーター］

TEAM ROUNDABOUT

建築家、編集者、グラフィックデザイナーからなる

メディア・プロジェクト・チーム。2002年、藤村龍至

と山崎泰寛により活動開始、2007年より現編成。

「議論の場を設計する」をスローガンにフリー

ペーパー『ROUNDABOUT JOURNAL』の発行、

イベント『LIVE ROUNDABOUT JOURNAL』

の開催等を行うほか、書籍の出版、全国各地で

のシンポジウムの開催、展覧会のキュレーション

などを精力的に展開し、独自の現代日本建築・

都市論を提示している

www.round-about.org

● 藤村龍至  1976年東京都生まれ。東京工業

大学大学院、ベルラーへ・インスティテュート、

ISSHO建築設計事務所共同主宰を経て、藤村

龍至建築設計事務所主宰
● 山崎泰寛 1975年島根県生まれ。横浜国立大

学、京都大学大学院を経て、『建築ジャーナル』

編集部勤務
● 伊庭野大輔 1979年東京都生まれ。東京工業

大学大学院を経て、日建設計勤務
● 藤井亮介 1981年香川県生まれ。東京工業大

学大学院を経て、坂倉建築研究所勤務
● 松島潤平 1979年長野県生まれ。東京工業大

学大学院を経て、隈研吾建築都市設計事務所

勤務
● 本瀬あゆみ 1980年長野県生まれ。東京藝術

大学、東京工業大学大学院を経て、隈研吾建

築都市設計事務所勤務
● 刈谷悠三 1979年東京都生まれ。大阪工業大

学、東京工業大学研究生、アトリエ・ワンを経て、

schtücco勤務

̶̶

［コラボレーター］

mashcomix

1999年結成。漫画家、イラストレーター、デザ

イナーなどで構成される創作漫画集団。現在

までに7冊の同名漫画雑誌を発行。また、一

軒の家屋をすべて使った「HOUSE」展、池尻

中学校での「RANDSEL」展などの展示活動

から、雑誌『TOKION』『建築雑誌』での連載、

「N.Y.TOKYO BAR」の内装アートワークなど、

多岐にわたり活動中。

̶

越澤太郎

1978年石川県生まれ。慶応義塾大学を経て、

2001年電通入社。コピーライター。アメリカOne 

showシルバー、アジア太平洋広告祭（Ad Fest）

シルバー、東京コピーライターズクラブ（TCC）審

査委員長賞、同新人賞、ギャラクシー賞など受賞。

ポンピドゥー・センターが大規模な展覧会のテーマとして、現代日本の建築をとりあげることは、ま

さしく当然のことであるように思われるだろう。そしてまた、世界で最もダイナミックなものの一つ

として評価されるこの建築文化についての回顧展が、世界中で、幾度も開催されてきたような気

がするかもしれない。最も著名な日本の建築家の名を、とっさに思い浮かぶまま列挙するだけで

も、1945年以降の建築史において重要な、あらゆる美学的な思潮とすべての動向に連動した膨

大なリストになってしまう。1955年にニューヨーク近代美術館で開催されたアーサー・ドレクスラー

の企画による名高い展覧会は、丹下健三、前川國男や坂倉準三らを紹介し、日本の建築が国際

舞台へと一歩踏み出したことを称賛するものであった。しかしながら、それ以来、何十年にもわた

り国際的な建築の潮流における決定的な存在として評価を得てきた建築に対し、総括的なまな

ざしを投げかけた展覧会は、一度たりとも行われていない。新しく頭角を表した世代を紹介する

展覧会の定期的な開催、最新の話題を提供する出版活動、雑誌の特集号の刊行を越えて、総合

的な文化現象としての日本の建築が集大成されたことはかつてなく、またそれが、その多元性、

多様性のうちに全体として、人々に紹介されたことは一度もなかったのだ。

̶

このような展覧会が日本においてさえ行われておらず、1945年以後の日本の建築の歴史を総体

的に考察したレフェランス・ブックが、今のところ全く存在しないことを考えると、この状況は、まさ

しくアイデンティティそのものへの問いという様相を呈することになる。この規定不可能なアイデ

ンティティを検討すること、磯崎新がその名著『建築における「日本的なもの」』で輪郭を描き出

そうとした、“日本的”建築のこの決して完遂しえない本質は、展覧会における一つの基本原理と

なるだろう。20世紀初頭の日本では公的な様式としての折衷主義がなお顕著であったが、モダ

ニスムと茶室の伝統的な構成要素とをかけあわせようとした堀口捨巳における創作としての建

築という概念によって、特殊性の追求が確立されることになる。しかし、ブルーノ・タウトに端を発

したのは、装飾的ディテールの排除、基本要素が直交するコンポジション、可動する分割壁など、

モダニスムの原理を日本の伝統建築に見出だす機能主義によって、アイデンティティという西洋

的概念が重要な地位を占めることだった。西洋的なまなざしによって公理化された始祖としての

これらの価値観は、日本においては、伝統的な住宅についての絶えざる議論や、建築空間に関す

る思索の基盤をなした。しかし同時に、西洋へと開かれた日本的建築は、建築シーンを突き動か

す美学的議論との対話へ参入することになった。

̶

日本的建築はおそらく、伝統と現代性、国家的な価値と産業文化、アイデンティティとその剥奪、

ドイツ現象学の用語にならえば“Heimlich”と“Unheimlich”という現代の矛盾を、自らに孕む唯

一の建築であるのかもしれない。破壊という概念でさえ、日本の伝統においては建造物再建の繰

り返しをもたらし、一つのヴィジョンを与える。また伝統は、物質的なオブジェへの崇拝よりは、“わ

ざ”によって継承され、西洋における歴史の“沈殿”としての理解と対立し、そして広島や長崎の

徹底的な破壊によって、最終的に黙示録的な表現を見出すことになる。タブラ・ラーサという凄ま

じいヴィジョン、この人間性に対する完全なる否定が提起した不可避の命題、すなわち起源、繰

り返しという命題が結局は、戦争の痛みを共に分かったヨーロッパ自身との対話の主軸となるの

だろう。戦後の日本における正当化の主要な原理の喪失、伝統文化の世俗化は、新たな現代性、

新しい時代の概念を確立する。換言すれば、日本的なアイデンティティは、現在の永続的な変貌

のうちに示されるようだ。このアイデンティティは、西洋の文化的議論との対決とたゆまぬ対話に

よって自らを定義する。建築はその最も具体的な表明で、数十年にわたって美学的、また文化的

なあらゆる争点の指標でありつづけているように思われる。

̶

この意味において、展覧会は6つの時代、すなわち、それぞれの色に対応した6つのセクションに

分割される。黒から白へ──起源としての黒、陰翳、地、破壊をもイメージさせる黒から、テクノロ

ジーを極限まで露出する世界へ。ダーク・グレーのセクションはル・コルビュジエやマルセル・ブロ

イヤーの影響下にある職人的な建築の黄金時代を、ライト・グレーはインターナショナル・スタイル

の普及を、カラフルな色彩のセクションは、1970年の大阪万博におけるテクノロジーの頂点とそ

のテクノロジー時代に初めて投げかけられた批判の数々を提示する。モダニスムからポップな建

築へ、ハイテク建築から“貧しい（Povera）”建築へ、ポスト・モダンからタイポロジーの構造主義的な

探究へ、日本的建築はあらゆる流派において、その姿を具現化し、自らの特異性をそのつど確立

してきた。この歴史をたどること、それは、国際的な現代建築の歴史を凝縮して喚起させること

であり、どのように、日本の建築の文化的アイデンティティが、決して一つのイメージに硬直するこ

となく、成立しているのかを理解することである。日本的建築は、自らのアイデンティティ規定の絶

え間ない更新という特異性、その本質そのもの、その「日本的なるもの」を構築しているのだ。

̶

［吉川由紀訳］

The identity to come of Japanese architecture 
Frédéric Migayrou

For the Centre Georges Pompidou to dedicate a major exhibition to contemporary Japanese 

architecture seems a rather obvious thing to do, and one might imagine that many museums around 

the world have already devoted retrospective shows to an architectural culture universally recognized 

as one of the world’s most dynamic. When one spontaneously enumerates the names of the most 

renowned Japanese architects quite an impressive list immediately comes to mind; one that touches 

on all the aesthetic currants and movements that have marked the history of architecture since 

1945. And yet, since the famous exhibition celebrating Japanese architecture’s entrance on to the 

international scene organized by Arthur Drexler in 1955 and held at the Museum of Modern Art in 

New York, thereby consecrating Tange, Maekawa and Sakakura, no other exhibition has come along 

to provide an overview of this architecture, which over the decades has been a major influence on 

the directions international architecture has taken. Apart from periodic exhibitions dedicated to the 

emerging generation, publications reviewing the current architectural scene and special magazines 

issues, Japanese architecture as a cultural phenomenon in its own right has never been the focus of a 

major overview, and never been presented to the public in all its multiplicity and diversity. 

̶
Indeed, this state of affairs begins to come across as a genuine issue of identity when one considers 

that such an exhibition has never been held in Japan and that there is currently no reference work 

providing an account of the overall history of Japanese architecture since 1945. An examination 

of this impossible identity, this unfinished essence of "Japanese" architecture, which Arata Isozaki 

attempted to define in his handsome book "Japan-ness in Architecture,” will serve as the guiding 

principle of the exhibition. If the eclectic school is still the hallmark of the early 20th century, rising 

all the way to the rank of official style, the search for specificity was affirmed with the notion of 

architecture of creation through Sutemi Horiguchi’s blending of modernism and the traditional 

principles of the teahouse. However, it was with Bruno Taut that the western concept of identity 

imposed itself through its rationalism in the process of rediscovering the foundations of modernism 

in traditional Japanese architecture, found in its elimination of ornament, its orthogonal composition 

according to primary elements and its sliding partition walls. While these founding values were 

formalized through a western prism, in Japan they became the basis of a permanent debate on 

the traditional house as well as thinking about architectural space. And in so doing, Japanese 

architecture opened to the west and began a dialogue with the aesthetic debates enlivening the 

architectural scene.

̶
Japanese architecture is perhaps the only architecture that has managed to deal with the 

contemporary contradiction between tradition and contemporaneity, between national values and 

industrial culture and between identity and depropriation, or "Heimlich" and "Unheimlich" to 

use the terms of German phenomenology. The very idea of destruction, which in the Japanese 

tradition leads to the perpetual rebuilding of monuments, imposing a vision in which tradition is 

transmitted through “know-how” more than through the cult of physical objects, in opposition to 

the western "sedimentary" understanding of history, saw its most apocalyptic expression in the total 

destruction of Hiroshima and Nagasaki. The terrible vision of the "Tabula rasa", the total negation 

of that which is human, which forced the unavoidable question of the origin, of starting over, had 

become the main axis of dialogue with a Europe that also found itself in a shambles following the 

war. The sweeping away of grand legitimating principles, the secularization of traditional Japanese 

culture after the war, provided the foundation for a new contemporaneity, a new conception of 

time in which the Japanese identity seems to be expressed through the continual transfiguration of 

the present. It is defined by confrontation and permanent dialogue with western cultural debates. 

Japanese architecture is the most concrete manifestation of this, seemingly translating, decade after 

decade all aesthetic and cultural debates.

̶
In this sense, the exhibition is divided into six periods in six rooms, each with its corresponding 

color, ranging from black to white, from the origin, image of shadows, of the earth, but also of 

destruction, all the way to a world overexposed to technology. The dark gray room, represents 

the golden age of still artisanal architecture under the influence of  le Corbusier or Marcel Breuer, 

the light gray room, the generalization of an international style and the room in colors, its apogee 

at the 1970 Osaka exhibition and the first wave of criticism of the technological age.  From 

Modernism to Pop architecture, from High-Tech, to "povera" architecture, from post-modernism to 

structuralist research on typologies, Japanese architecture has manifested itself in every school, each 

time managing to affirm its singularity. To retrace this history is to evoke a condensed history of 

contemporary international architecture. It is to understand how the cultural identity of Japanese 

architecture is never frozen into an image; how it builds its singularity, its very essence, its "Japan-

ness", by perpetually renewing its identity. 

̶

(translated by Gammon Sharpley)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 3F 

tel. 03-3498-6990｜info@gyre-omotesando.com 

www.gyre-omotesando.com

EYE O
F G

YR
E
〒

150
-0001 東

京
都
渋
谷
区
神
宮
前

5
-10

-1 3F ｜
tel. 03-3498-6990 ｜

info@
gyre-om

otesando.com
｜

w
w

w
.gyre-om

otesando.com

代々木国立屋内総合競技場
National Gymnasiums for 
Tokyo Olympics
丹下健三
Kenzo Tange
1964

ラフォーレ原宿改装
Rin-rin Project
クライン ダイサム アーキテクツ
Klein Dytham architecture
2001

ＧＹＲＥ表参道
GYRE Omotesando
ＭＶＲＤＶ＋竹中工務店
MVRDV+Takenaka 
Corporation
2007

ディオール表参道
DIOR Omotesando
妹島和世＋西沢立衛
Kazuyo Sejima + 
Ryue Nishizawa
2003

表参道ヒルズ
Omotesando Hills
安藤忠雄建築研究所＋森ビル
Tadao Ando Architect & 
Associates, Mori Building 
Co.,Ltd.
2003

エスパス タグホイヤー
ESPACE TAG HEUER 
グエナエル・ニコラ
Gwenael Nicolas
2001

日本看護協会原宿会館
Japanese Nursing 
Association Headquarters
黒川紀章建築都市設計事務所
Kisho Kurokawa Architects 
& Associates
2004

ルイ・ヴィトン表参道ビル
LOUIS VUITTON 
Omotesando Building
青木淳
Jun Aoki
2002

ＴＯＤ’ｓ表参道ビル
TOD’s Omotesando 
Building
伊東豊雄
Toyo Ito
2004

ハナエモリビル
HANAE MORI Building
丹下健三
Kenzo Tange
1978

ユナイテッド・カラーズ・オブ・
ベネトン表参道
UNITED COLORS OF 
BENETTON Omotesando

KAJIMA DESIGN
KAJIMA DESIGN
2001

ＯＮＥ表参道
ONE Omotesando
隈研吾
Kengo Kuma
2003

明治生命青山パラシオ
Aoyama Paratio
三菱地所、竹中工務店、
戸田設計監理共同体
リカルド・ボフィール
（タリエール・デ・アルキテクトゥーラ）

Mitsubishi Estate, 
Takenaka Corporation 
& Toda Corporation, 
Ricard Bofill (Taller de 
Arquitectura)
1999

コムデギャルソン
Comme des Garçons
川久保玲、河崎隆雄
フューチャーシステムズ
Rei Kawakubo, Takao 
Kawasaki
Future Systems
1999
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A-POC Aoyama
吉岡徳仁
Tokujin Yoshioka
2000

プラダブティック青山店
PRADA Boutique Aoyama
ヘルツォーク＆ド・ムーロン
Herzog & de Meuron
2003

南青山スクウェア
Minami Aoyama Square
光井純アンドアソシエーツ
建築設計事務所
Jun Mitsui & Associates
2005

ヨックモック本社ビル
YOKU MOKU 
Confectionery Head Office
現代計画研究所
Gendai Keikaku 
Architectural and Planning 
Office
1978

Ｙ’ｓスーパーポジション
Y’s Super Position
内田繁／スタジオ８０＋
保科孝之
Shigeru Uchida / Studio 80 
+ Takayuki Hoshina
1984

フロムファーストビル
“FROM-1ST”Building
山下和正
Kazumasa Yamashita
1975

コレッツィオーネ
Collezione
安藤忠雄建築研究所
Tadao Ando Architect and 
Associates
1989

根津美術館
Nezu Museum
今井兼次＋内藤多仲
Kenji Imai +Tachu Naito
1954

根津美術館 新館
Nezu Museum (new)
隈研吾
Kengo Kuma
2009（予定）

［出展］
建築MAP東京／
建築MAP東京・2
TOTO出版
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［東京都現代美術館］
PUBLIC ‘SPACE’ PROJECT 
大西麻貴＋百田有希
会期｜2009年8月1日［土］̶2010年1月17日［日］

休館日｜月曜日［祝日の場合は翌日／● ただし8月10日、17日、9月21日、28日は開館／

展示替休館（10月5日̶10月30日）／年末年始（12月28日̶1月1日）］

開館時間｜10:00̶18:00

主催｜財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館／ブルームバーグL.P.

観覧料金｜無料［どなたでも自由にご覧頂けます］

会場｜東京都現代美術館 メディアコート
〒135-0022 江東区三好4-1-1［半蔵門線清澄白河駅B2出口から徒歩9分］

www.mot-art-museum.jp

03-5245-4111［代表］

［森美術館］
アイ・ウェイウェイ展̶何に因って？　
会期｜2009年7月25日［土］̶11月8日［日］

会期中無休
開館時間｜10:00̶22:00

［火曜のみ17:00まで。但し、9/22［火］、11/3［火］は22:00まで］

観覧料金｜一般¥1,500、学生（高校・大学生）¥1,000、
子供（4歳－中学生）¥500

会場｜森美術館
〒106-6150 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 53階

www.mori.art.museum

03-5777-8600［ハローダイヤル］

隈研吾＋NTTファシリティーズ
古谷誠章
ヨコミゾマコト
日建設計
MVRDV＋竹中工務店
中央アーキ＋樋口兼一
伊庭野大輔＋藤井亮介
徳山知永
̶
TEAM ROUNDABOUT
mashcomix
越澤太郎

KENGO KUMA
NTT FACILITIES
NOBUAKI FURUYA
MAKOTO YOKOMIZO
NIKKEN SEKKEI
MVRDV 
TAKENAKA CORPORATION
CHUO ARCH.
KENICHI HIGUCHI
DAISUKE IBANO
RYOSUKE FUJII
TOMONAGA TOKUYAMA
̶

TEAM ROUNDABOUT
MASHCOMIX
TARO KOSHIZAWA

©mashcomix

主催 GYRE｜入場無料｜11:00-20:00｜不定休
● 8月17日［月］全館休館日

 2009/8/1/sat-8/30/sun

［共通展示会場］ 

EYE OF GYRE／GYRE 3F／表参道

［個別展示会場］

青山｜目黒［中目黒］｜2009/8/1- 8/29

タカ・イシイギャラリー［清澄白河］｜ 2009/8/1- Late December               

小山登美夫ギャラリー［清澄白河］｜ 2009/8/1- 8/29

ギャラリー小柳［銀座］｜ 2009/8/1- 8/29

TARO NASU［馬喰町］｜ 2009/8/1- 9/5

hiromiyoshii［清澄白河］｜ 2009/8/1- 8/29

建築表現の魅力と
資料保存のあり方を考える

本展覧会は、国際的な舞台で活躍し、新たな才能を輩

出し続けている6つのコンテンポラリーアート・ギャラ

リーが、建築家による作品をテーマに企画した展覧会

です。現代芸術作品を継続的に収蔵・保管し、さらに研

究・展示する公的機関が少ない日本では、美術作品と

同様、建築模型やドローイングについても、海外に流

出したり、保管されることなく廃棄されたりしているの

が現状です。本展では、各ギャラリーが独自のコンセプ

トをもとに、重要な建築資料である模型・ドローイング

を主な素材として展覧会を企画することによって、建

築家の多様な表現の魅力を伝えると同時に、建築資

料の保存のあり方を考える契機とします。

［青山｜目黒］

長坂常
なかむらしゅうへい
岡安泉
森美穂子

［タカ・イシイギャラリー］

平田晃久
［小山登美夫ギャラリー］

菊竹清訓
伊東豊雄
妹島和世
西沢立衛
妹島和世＋
西沢立衛／SANAA
［ギャラリー小柳］

石上純也
杉本博司
［TARO NASU］

青木淳
［hiromiyoshii］

藤本壮介
中山英之
中村竜治
吉村靖孝
dot architects
藤村龍至
山崎清道

 1995年以後の都市状況と
建築表現の関係を考える

本展覧会は、フランス国立近代美術館（ポンピドゥー・セン

ター）で2011年に開催される「ジャパン・アーキテクト展

1945-2010」を契機に、同センター副館長フレデリッ

ク・ミゲルー氏が本展のために寄せたテキスト「日本

的建築の来るべきアイデンティティ」をもとに建築表

現と社会状況の関係を探ろうとする展覧会です。ここ

では、戦争によって日本の都市が灰燼と帰し、終戦を

迎えた「1945年」、そこから復興し、高度経済成長の象

徴的なイベントとなった大阪万国博覧会が開催された

「1970年」、さらに「阪神大震災」や「オウム真理教事

件」が起こり、「windows95」が発売され「インターネッ

ト元年」と呼ばれた「1995年」をターニングポイントとし

て捉え、情報インフラの拡大により新たな状況を獲得

しつつある「1995年以後」の都市を描くためのコンセ

プトをWEB社会の建築表現のなかに探ることを通じ

て、現代日本建築のアイデンティティの所在について

考え、戦後日本建築史を遡る契機とします。

 2009/8/1/sat-8/30/sun

EYE OF GYRE／GYRE 3F／表参道

主催 GYRE｜企画監修 飯田高誉

キュレーション 藤村龍至／TEAM ROUNDABOUT

入場無料｜11:00-20:00｜不定休
● 8月17日［月］全館休館日

AOYAMA | MEGURO

TAKA ISHII GALLERY (5F)

TOMIO KOYAMA GALLERY (6,7F)

hiromiyoshii (6F)

GALLERY KOYANAGI

TARO NASU

［その他関連する展覧会］

AT01 AT02 AT03 AT04 AT05 AT06
［経歴］
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本展覧会は、

ポンピドゥー・センター副館長フレデリック・ミゲルー氏と

企画監修者飯田高誉との

私的な意見交換のもと構想されているものです。

ポンピドゥー・センターおよび

「ジャパン・アーキテクト展 1945-2010」との

公式的な協力関係はございません。

NOTICE

©Daisuke Ibano + Ryosuke Fujii

本展覧会は、6つのギャラリーが

それぞれ独自の企画をもとに展覧会を開催するものであり、

GYREで開催される「ARCHITECT JAPAN 2009 

̶ARCHITECT 2.0」展とは

互いに独立しています。

NOTICE

本展覧会開催の契機となったのは、フランス国立近代美術館

（ポンピドゥー・センター）副館長フレデリック・ミゲルー氏が、GYREに

て私がキュレーションした「エコゾフィーの実践 Ⅰ」展［2008年］の

レセプションに参加して以来のことです。展覧会趣旨は、「エコロ

ジーの危機」をあらゆるレベルにおける生態、つまり環境に止ま

らず、心や社会の生態を組み合わせて考えることを日本の若手

作家の表現によって提示するというもの。ミゲルー氏は展覧会に

「グローバリズムという世界観の中で屹立している日本的なるも

の」を感じたと語り、大きな関心を寄せました。そして彼の「ジャパ

ン・アーキテクト 1945-2010」展（仮称）開催のプロジェクトも「日

本的建築の来るべきアイデンティティ」（仮称）をテーマとして準備し

ているのだと語ってくれたのです。彼の話を聞いているうちに、ポ

ンピドゥー・センターでの展覧会開催前の入り口になるような展

覧会構想が私の中に浮かび上がってきました。

つまり、建築家のマケット（模型）や図面を展覧するだけではな

く、日本の戦後から現代に至るまでの時代精神をも表象してい

くような展覧会。「ARCHITECT 2.0」展（EYE OF GYRE）では、

コンパクトながら戦後から現代までの流れを概観するために、

mashcomixというアーティスト集団がそれぞれの時代で流行

した劇画や少女漫画のタッチで建築家の時代精神や社会状況

を描き、そこで示された枠組みをもとに、1995年以降の社会状

況と建築表現の関係をマケットやドローイングによって展覧す

るというものです。

今年3月にパリで再会したミゲルー氏は、2011年に開催予定の

建築展（ポンピドゥー・センター）についての概要を次のように語ってく

れました。「広島や長崎の徹底的な破壊はもとより、東京や地方

都市も爆撃によって灰燼と帰した。復興の担い手となったのは

建築家であった。従って1945年から2010年までのスパンで展

覧会を構成する」。今までポンピドゥー・センターでは、日本の建

築家の活動の調査研究が精力的に行われ、さらにマケットやド

ローイングなどの収集を続けてきました。このように収集してき

た日本の建築家の資料コレクションの筋道が整ってきたという

ことで展覧会を企画、準備し始めたとのことです。日本では、戦

後の建築（メタボリズムなど）からポストモダンを経て現代建築につ

いての研究が個々に進んではいるものの公的機関ではほとん

ど建築家についての調査や研究が成されておらず、ましてやコレ

クションは言うに及びません。ミゲルー氏もこの点について「リ

サーチを行うに当たって、集約されている情報や資料などがな

いのでたいへん苦労している」とのことでした。今や日本の建

築家は国際的な舞台で活躍し、グローバルなスケールで展開し

ているにもかかわらず、です。

このような国際的な状況を肌で感じている東京の6ギャラリーが

一同に会して、日本の建築家の活動を発信していくという主旨の

下、各ギャラリーで開催される展覧会「ARCHITECT TOKYO 

2009」とEYE OF GYREにて開催される「ARCHITECT 2.0」

展というふたつの展覧会が実現する運びとなりました。ミゲルー

氏はこのような形で開催される日本での建築展の趣旨を理解し

た上に、賛意を表して「日本的建築の来るべきアイデンティティ」

というエッセイを特別寄稿して下さいました。

同時多発的に開催される本建築展プロジェクトが自国の才能

を世界に発信できる装置誕生の実現の一助になればと願っ    て

おります。最後に出品者である建築家の方々や関係者をはじめ

ギャラリーの積極的な取り組みに敬意と感謝の意を表します。

また、ギャラリーの方々の日本の建築家を日本で発信していくと

いう情熱と尽力がなければGYREでの「ARCHITECT TOKYO 

2009」展の開催実現ができませんでした。深く感謝いたします。




