建築におけるドローイングとは、一般的には
「図面」のことです。その

Architectural drawings are what are commonly referred to as “plans”.

出展建築家 Participating Architects

中にはスタディのためのスケッチから設計図、施工図、
プレゼンテー

They may take the form of preliminary sketches, design drawings,

ションのために美しく着彩され陰影を施されたレンダリングなどが含

construction drawings, or beautifully colored and shaded presentation

渡邊洋治 WATANABE Youji
磯崎 新 ISOZAKI Arata

まれます。しかし、
ときに建築家たちは、
このような設計－施工のプロ
セスからは相対的に自立した世界を紙の上に追求しました。
日本では特に大阪万博以後 1970 年代から 1980 年代にかけて、

renderings. Sometimes, however, architects may also construct
imaginative worlds on paper that stand independent of any actual designIn Japan, architectural drawing made great strides particularly after

建築ドローイングの表現は大きな飛躍をみせます。ポスト戦後という

the Osaka Expo, in the period spanning from the 1970s to the 1980s.

時代に、建築家たちは実務上の要求を超えて、多くのエネルギーをド

The architects of this post-postwar period poured extensive energy into

ローイングに注いでいきます。画面は大きくなり、技法は多様化し、
ひ

developing their drawings beyond practical requirements. Sheets grew

とつの独立した作品として鑑賞されるものとなります。建築家たちは

larger, techniques diversified, and drawings came to be appreciated as

何故それらを描いたのか。彼らが紙の上に求めたものは何だったの

works of art on their own. Why did these architects make such drawings?

か。ひとつの建物が竣工するということだけでは必ずしも完成しない、
建築家のヴィジョンがそこには示されています。

1990 年代に CAD（computer-aided design）が普及してからは、

at the drawings, what we see are visions that would not necessarily be
completed even if they were constructed as buildings.
Ever since CAD (computer-aided design) came into wide use in the

衰退していきます。ポスト戦後の建築家たちが描いたドローイングは、

drawing has fallen into decline. What significance did the drawings of the

時代の中でどのような意義を持っていたのか、今それらは私たちに何

post-postwar architects have in their time? What questions do they pose

を問いかけるのか。そのことを考えるために本展示は生まれました。

for us today? This exhibition was conceived to reflect upon these themes.
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1990s, hand-drawn architectural plans have become rare, and the art of

Architecture on Paper : Architectural Drawings of Japan 1970s 1990s

HARA Hiroshi

What did they seek to achieve through their work on paper? When we look

設計図面が手で描かれることもなくなり、
ドローイングによる表現は
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1941 年新潟県立高田工業高校卒業後、
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1959 年東京大学工学部建築学科卒業。1961 年 RAS 設計同人結成。同

護市庁舎」
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試行」
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インスタレー
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ション、
アート・プロジェクト、批評など、
メディアにとらわれずに多くの作品を

60 歳）。

究により博士号を取得。
1969 年東京大学生産技術研究所に着任。世界各

有性を建築に表現している。

制作している。

原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所蔵

地の住居や集落の調査を開始する。1970 年よりアトリエ・ファイ建築研究
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