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　私達日本国民にとって2011年と云う年は、おそらく命ある限り生涯忘れることの出来ぬ年に

なることでしょう。3月11日に起きた悪夢のような自然災害では信じられぬほどたくさんの命が

奪われ、多くの方々が家・財産を無くすことになりました。それに伴い発生した原発事故は目に

見えぬ恐怖を人々に与え、復興への大きな妨げともなっております。亡くなられた方々のご冥福

をお祈り申し上げますとともに、少しでも早く東北・関東の被災者・被害者の皆様に平穏な日々

が戻ることを祈らずにはいられません。幸いにも無事に来れた人々が頑張り、被災して疲れた

方々を支えて行くことが今大事なことと心に言い聞かせる毎日です。

建築を造る行程の中でほんの僅かな部分を担う私達の職能ではありますが、『夢を描く』をモッ

トーに少しでもこのような惨禍の復興に役立てればと思っております。

　落ちつかない日々が続く中ですが、昨年創立30周年を迎えた日本アーキテクチュラル・レンダ

ラーズ協会（JARA）は31年目の秋、世界7カ国の仲間と共に「国際建築イラストレーション展」

(VISUALIZING ARCHITECTURAL DESIGN　EXHIBITION)を共同で開催することとなりました。

苦境の中の我が国の現状ではありますが、気落ちすること無く世界の仲間と手を携え、様々な建

築表現の展示いたします。今回のように大規模な建築ヴィジュアライゼーションの国際展は恐

らく過去には無くはじめての試みになると思います。

会場で私達が表現した『夢』の欠片でも拾っていただけたなら嬉しく思います。

　「意志の表示としてのプレゼンテーションと意志無きテクニックのみのパースとの見極めをあ

なたはこの展覧会で獲得するか否か・」

1982年、建築家宮脇檀氏が私どもの展覧会「建築パース’82展」に際し寄稿下さった文中の一節

です。恐らくこの命題は、描かせる方、描く方、観る方全てに今も変わらず投げかけられている気

がします。

ご来場の皆様方にご高覧ご講評頂ければ幸いに存じます。

　建築ヴィジュアライゼーションが単なる表現屋としての仕事のみならず、文化として評価され

ることを目指し・・。

　最後になりますが、本展覧会開催に際しご支援、ご協力をいただきました協賛企業の皆様、

また各関係方面の皆様方へJARAを代表し心より御礼を申し上げます。

日本アーキテクチュラル・レンダラーズ協会理事長　宮崎岳彦

ごあいさつ

Japan Architectural Renderers Association
president Takehiko Miyazaki
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Visualizing Architectural Design Exhibition

　On behalf of the Executive Committee of Visualizing Architectural Design Exhibition, I would 
like to extendmy cordial greetings.

　First of all, I would like to sincerely thank you all for your cooperation in the process of orga-
nizing an exhibition of international architectural illustration, the first time in our industry, as an 
associated event of UIA Tokyo 2011.

　At the exhibition, various CG-related companies in the U.S., the U.K., Australia, South Korea, 
the Philippinesand Japan gather together and present more than 200 works of architectural 
illustration. At the exhibitionvenue, we are also planning to show digital animations as well as 
holding live lectures and demonstrations by visiting artists. I am convinced that it will be a very 
exciting exhibition with a lot of excellent work. 

　The Tokyo exhibition will be held at POLA Annex Gallery located in Ginza 1-chome, with its 
display designed by Koichi Yasuda, an architect who also designed POLA Museum of Art in 
Hakone and POLA Ginza Building. The Osaka exhibition will be held at Gallery in the Uchida 
Yoko Co., and the Nagoya exhibition at Gallery in the Nagoya Urban Institute. Architect Takuya 
Oba with Nikken Sekkei will provide its display design for both venues. 
I trust that you will also enjoy the display space on the exhibition floor filled with the sense of 
art.

　               
               

     

　                 
               

             
 

　                
              

                
          

Greeting

　Visualizing Architectural Design Exhibition 実行委員会を代表してご挨拶申し上げます。

　UIA 東京大会 2011 の関連イベントという位置づけで我々業界初となる国際建築イラストレーショ
ン展を開催する運びとなり、実行委員会を代表して皆様のご協力に対し、厚くお礼申し上げます。
 
　アメリカ、イギリス、オーストラリア、韓国、日本の建築イラストレーション団体とカナダ、中国の CG 
関連企業が一挙に集い、200 点あまりの作品展示を中心にデジタルアニメーション映像なども上映い
たします。また、展示会場にて実際の作家のレクチャー、デモンストレーションなども予定しており、大
変内容の充実したエキジビションになると確信しております。

　開催は東京展が銀座 1 丁目にある POLA Museum Annex Gallery にて、9月17日（土）～10月 2
日（日）。　ディスプレイデザインはPOLA 箱根美術館、POLA 銀座ビルの設計者である建築家 安田幸
一氏が担当いたします。大阪展は株式会社内田洋行　大阪ユビキタス協創広場 CANVASにて、10月
8日（土）～13日（木）、名古屋展は名古屋都市センターにて、10月18日（火）～30日（日）の期間で、ディ
スプレイデザインは大庭拓也氏（日建設計）が担当し開催いたします。アート感覚溢れるエキジビショ
ンフロアの展示空間も是非ご期待ください。

　   

　  

  

　

 

VISUALIZING ARCHITECTURAL DESIGN exhibition
Executive committee

chairman Masaaki Yamada

実行委員長　山田雅明
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　I would like to extend my best wishes to the international “Visualizing Architectural Design” 
exhibition which will be held in Tokyo, in conjunction with The 24th World Congress of Archi-
tecture, also referred as UIA2011 TOKYO.

　A number of architects from Japan and overseas as well as many local people will participate 
inUIA2011 TOKYO. This will be a great opportunity for those participants to also visit the “Visual-
izing Architectural Design” exhibition, which will be introduced in our program booklet for 
UIA2011 TOKYO.

　I believe that architectural illustration is a tool to express architecture with a variety of tech-
niques, which not only presents the appearance of architecture itself; its method of expression, 
also has its own sophistication and value. I sincerely hope that the exhibition will succeed in 
conveying the true at tractiveness of architectural illustration to its visitors.

G

　     

　   

 
　  

 

　       
　    

　

　UIA2011 東京大会（第 24 回世界建築会議）の開催に合わせて、東京で国際建築イラストレーション
展が開催されることに心からお喜び申し上げます。

　UIA2011 東京大会には、国内、海外から多くの建築家と国内一般市民が参加いたします。大会参加
者にもぜひこの国際イラストレーション展に来てもらおうと思います。この展覧会は、同時開催イベン
トとしてUIA 大会プログラムに掲載し紹介いたします。 

　建築のイラストレーションは建築を多彩な技術を駆使して表現するもので、建築の魅力ある姿を紹
介するのみならず、表現の方法そのものが、魅力を持ち価値のあるものであると考えます。国際建築
イラストレーション展がイラストレーションの魅力が来場者に伝わり魅力あるイベントとして成功する
ことを願っています。 

   
 

  

　

Union Internationale des Architectes
Tokyo Japan Organization Committee

chairman Yoshiaki Ogura

東京大会日本組織委員会会長　小倉善明
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American Society of 
Architectural Illustrators

  Founded in 1986, the American Society of 
Architectural Illustrators, ASAI, is an interna-
tional nonprofit organization dedicated to the 
advancement and recognition of the art, science 
and profession of architectural illustration. 
Through communication, education and advo-
cacy, the Society strives to refine and emphasize 
the role of illustration in the practice and appre-
ciation of architecture. For more than 25 years, 
ASAI has sponsored an annual drawing compe-
tition, which confers the Hugh Ferriss Memorial 
Prize to a jury- winning illustration, has pub-
lished its members' works in more than 30 
books, and has held annual conferences in 
numerous American, Candian, and international 
cities.

　1986年 に創立されたアメリカ建築イラストレー

ター協会（ASAI）は、芸術・科学・そして建築イラス 

トレーションの発展と認識を促す国際的な非営利

組織である。コミュニケーション・教育・広告等を通

して、ASAI は建築実務でのイラストレーションの役

割の改善そしてその重要性を強調する事を責務と

している。過去25年以上に渡り、ASAI は年に一度

の建築イラストレーションコンペのスポンサーを

主催し、そこでは審査員に選ばれた作品にHugh 

Ferriss 記念賞を授与している。また、ASAI はメン

バーの作品を30冊以上の書籍として出版し、また

北米を初め世界中の都市で年次のコンファレンス

を開催している。

Architecture in Perspective 26
AIP 26 Student Competition
Past 5 years Hugh Ferriss Memorial Prize

①name ②company ③project name/location 
④architect/designer ⑤media

      
    

AS40 ①Marcel Schaufelberger  ②X-Frame
③Baufeld H, Europaallee ④Meierhug Architeckten, 
Zurich ⑤Digital

      
    

Hugh Ferriss Memorial Award Juror Award A   

     
       
 

AS26 ①Michael McCann ②Michael McCann 
Associates LTD ③Rosedale Valley ④TMark Reeve ⑤
Watercolor

    
       

     

Formal Award Juror Award A   

       
  

AS36 ①Barbara Ratner ②Barbara Worth Ratner, 
Architectural Illustration ③Woodward Academy ④
Farewell Mills Gatsch Architects  ⑤Watercolor

      
        
    

Sketch Award A     

      
  

AAS30 ①Toshio Ooishi ②Toshi Design Institute ③
A Training Institute ④ Sanichiro Minami, Yamashita 
Sekkei ⑤Oil Pastel, Watercolor

    
        

   

Juror Award A     

Visualizing Architectural Design Exhibition

Archicture in Perspective 26 Exhibition
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I AAAI
Australian Association of 
Architectural Illustrators 

　The Australian Association of Architectural 
Illustrators (AAAI) grew from a close group of 
illustrators after a friendly lunch meeting in 
Sydney. AAAI was formally established in 1995 
as a non-profit organization that aims to 
promote the profession of architectural illustra-
tion and has evolved into a wide group of 
approx 60 design presentation professionals.
　Although comprised mostly of Australians, 
some members are also from the island nations 
of the south west Pacific region, so communica-
tion and links with the rest of the world are very 
important.AAAI facilitates communication, inter-
action, and the exchange of ideas and informa-
tion both regionally and internationally. Social, 
creative and professional career development is 
encouraged through our website, forums, news-
letters, meetings and workshops throughout 
the year. We are united by our passion for art 
and architecture.

　オーストラリア建築イラストレーター協会

（AAAI)は、シドニーでのカジュアルなランチミー

ティングに集まった個人的なイラストレーターのグ

ループから始まった。AAAIは建築イラストレーショ

ン業界の発展を促進することを目的とした非営利

組織として1995年に正式に設立され、それからは

60人に及ぶ設計提案プロフェッショナルの集団に

まで成長した。

ほとんどの会員はオーストリア人ではあるものの、

太平洋岸南西部の島国からのメンバーも何人かお

り、他国とのコミュニケーションやリンクを非常に

大切にしている。AAAIはコミュニケーション、交流、

アイデアの交換を地域的及び国際的な両方の視点

から奨励しており、また年間を通じてAAAIのウエブ

サイトやフォーラム、機関紙、ミーティング、ワーク

ショップを通して社会的でクリエイティブな職業

キャリア開発の促進を行なっている。AAAIは、芸術

と建築への情熱によって結ばれているのである。

Southern Light

①name ②company ③project name
④architect/designer ⑤media

AS65 ①Masaaki Yamada ②Nikken Sekkei
③Suzhou TV Broadcasting Center Competition
④ ⑤Watercolor

      
       

ASAI President 2011
A      

       
   

      
   

      
      
 

AS64 ①Dennis Allain  ② ③ ④ ⑤
AIP21 Hugh Ferriss Memorial Award

Visualizing Architectural Design Exhibition

A        
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SA
ISAI

Society of 
Architectural Illustration

　The SAI brings together the world’s leading 
architectural artists, illustrators, model makers, 
animators and photographers .  dynamic,  
progressive, professionals who bring architec-
ture to life. Members of the SAI work in all disci-
plines and for architects, developers and design-
ers in all industry sectors. We use the full spec-
trum of techniques from time-honoured tradi-
tional methods, including watercolour and 
pencil to the latest cutting-edge CGI technol-
ogy, photo-real imagery and animation.

　SAIはイギリスの協会で世界一流の建築系アー
ティストやイラストレーター、モデルメーカー、アニ
メーター、写真家等を集めた、建築に活力を与える
ダイナミックで前進的な専門家集団であり、メン
バーは全ての分野において、建築家やディベロッ
パー、様々な業界のデザイナーと共に働いている。
SAIでは、水彩や鉛筆を使った由緒ある伝統的手法
から、最先端のCGI技術や写実的アニメーションま
で、あり得る技術領域をフルに駆使している。

①name ②company ③project name/location 
④architect/designer ⑤media

       
       
     

    
      

  

       
        
 

    
       

     
 

       
     

  

      
       
    

   

S01 ①Paul.H Cureton ②Paul Cureton,PhD Candidate,
Landscape Architecture ③This is the Time/Greater Tokyo 
④Paul Cureton, PhD Candidate, Landscape Architecture 
⑤Pencil

S02 ①Cristpher Lock ②Chris Lock FSAI ③Faces 
Change/Osaka,Japan④ So Fujimoto/Nikken Sekkei 
⑤Lumix Photographa / Photoshop

S03 ①Don Coe ②Don Coe FSAI ③Lincolns's Inn 
Fields/London④  ⑤Line & Wash/Watercolor

S04 ①Joseph Robson ②AVR London ③The Shard of 
Glass/London④ Renzo Piano Building Workshop 
⑤Digital
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PA KAPA
Korean Architectural
Perspectivists Association

History:
　KAPA (Korea Architectural Perspectives Asso-
ciation) was established in 1990, around the 
same period as the 10th anniversary of JARA
(Japan Architectural Renderers Association).

Greetings,
　Sincere congratulations on holding the world 
congress of architectural art,  the glorious 
cultural milestone of mankind, at UIA Tokyo 
2011. I am sure that this will be an event to offer 
dreams and hopes not only to the architectural 
profession globally but also to architectural 
illustrators. I believe that our future will be 
increasingly vigorous and prosperous.

　1990年韓国建築パース協会はJARA 10周年記
念事業と同時期に発足しました。
UIA東京大会にて、輝かしい人類の文化である建
築芸術の大会が東京で開催される事を心よりお祝
い申し上げます。世界の建築関連業界はもちろん、
建築イラストレーターに夢と希望を与えるイベント
になることを確信しております。 
我々の未来に向けての夢はひと時も休むことなく
力強い躍進と発展を遂げると信じております。 

①name ②company ③project name

Visualizing Architectural Design Exhibition

K01 ①choi hwan sang ②空間言語 ③SEOUL ISLAND
(FLOATING ISLAND)

K02 ①choi hwan sang ②空間言語 ③POSCO 
Pavilion  (Yeosu Expo 2012)

K03 ①lee sun ho ②eho design ③SEOUL 2011

K04 ①jung eun gill ②archiface ③Business facilities 
perspective

        
  

       
 

       
 

       

      



19

C
ry

st
al

C
G

CrystalCG
北京水晶石数字科技有限公司

 Since its establishment in 1995, Crystal Digital 
Technology Co., Ltd. (Crystal CG) has grown to 
be the biggest digital visualization service 
provider in Asia, with over 10 branches and 
some 2,600 creative employees across the 
world. Crystal CG specializes in the develop-
ment and applications of 3D visualization, 
incorporating technologies such as CG scenes, 
3D animation, multimedia products, video 
database, and online 3D showcases. The solu-
tions are widely applied to business presenta-
tions, educational projects, films and anima-
tions, urban digitalization, etc. Starting in 2002, 
Crystal CG embarked on its international busi-
ness and has established branches and offices 
in Hong Kong，China, Singapore, London, 
Tokyo, etc.
In 2006, Crystal CG was appointed as the 
Graphic Design Services Supplier for the 2008 
Beijing Olympic Games. In 2007, Crystal CG was 
designated as the Multimedia Design Service 
Provider for the 2010 Shanghai EXPO. On March 
4, 2009, Crystal CG was officially designated as 
Official Digital Imaging Services Provider to the 
2012 London Olympic Games.
Lu Zhenggang, President of Crystal CG vows 
that, Crystal CG will continue to develop the 
application of digital imaging technology so as 
to provide better solutions to more clients in 
various fields, thus presenting China’ s innova-
tive ideas to the world.

　1995年創立の水晶石数字科技有限公司（クリス

タルCG株式会社）は、今や国内外に十社以上の支

社を持ち、従業員2600人強というアジア最大規模

のデジタルビジュアライゼーション企業となり、当

分野のグローバルリーダーとして3Dグラフィック

ス技術を中心とした国際的なサービスを提供して

います。業務は、3Dビジュアライゼーション等の多

様な専門に分かれており、大規模イベント、プレゼ

ンテーション、教育活動、映画制作、デジタル都市

建築など、多様な分野のニーズに応えて来ました。

2002年以来、国際的業務への取り組みを開始し現

在、香港、シンガポール、ロンドン、東京に支社、営

業所を開設。北京五輪、上海万博の公認サプライ

ヤーとして認定を受け、2009年には正式にロンド

ン五輪サードサプライヤー・スポンサーとなりまし

た。「デジタルビジュアルテクノロジーの不断な応

用によって様々な分野の力となり、中国のクリエイ

ティブを世界へと羽ばたかせたい」当社理事長蘆

正剛はそう願っています。

①name ②company ③project name ④architect/designer

     CR01 ①Chen Liang ②CrystalCG ③Abu-Dhabi 
Project ④ALSOP

     
 

      
  

CR02 ①Lai Huayu ②CrystalCG ③Chongqing 
Finance Center ④ECADI

C      
    

       CR03 ①Chen Liang ②CrystalCG ③House ④       
  

        
  

CR04 ①Zheng Zheng ②CrystalCG ③Changhsha 
Passenger and Transportation Station ④Jacques Ferrier

    

Visualizing Architectural Design Exhibition
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CGarchitect.CGarchitect.
 CGarchitect.com was launched on August 1, 
2001 by Jeff Mottle with the help of many 
industry professionals from around the world. 
As the leading online magazine for architec-
tural visualization professionals, our goal is to 
provide the most comprehensive and up to 
date online resource for the architectural visu-
alization industry. Since its launch CGarchitect 
has grown from a few hundred visits each 
month to well over 200,000 unique visits and 
serving over 5 mill ion ad impressions per 
month! 
Jeff Mottle is the President and Founder of 
CGarch i tec t  D ig i t a l  Med ia  Corporat ion 
(www.cgarchitect.com), the leading online 
magazine for architectural visualization profes-
sionals. Having worked in the industry for over 
12 years, Jeff has been involved in developing 
and speaking at conferences around the world 
including: Mundos Digitales, IMAGINA, VisMas-
ters DMVC and the American Society for Archi-
tectural Illustrators conference (ASAI). He is 
immersed in many areas of the industry and 
actively pursues initiatives that help promote 
the growth of the field, including CGarchitect’s 
yearly Architectural Visualization competition 
and 3D Awards. 

　CGarchitect.com は2001年8月1日、世界中にい

る多数の業界関係者の協力の下、Jeff Mottleによ

り立ち上げられた。建築イラストレーション専門家

用の主要オンライン・マガジンとして、建築イラスト

レーション業界のために包括的で最新のオンライ

ン情報を提供することがCGarchitect.comの目的

である。立ち上げ以来、CGarchitectの使用件数は

当初月間数百件だったものが現在は1ヶ月当たり

20万件以上にも増加し、5百万件ものアドインプ

レッションに対応している。Jeff Mottle は建築イラ

ストレーション専門の主要オンライン・マガジンを

提供するCGarchitect Digital Media Corporation

(www.cgarchitect.com)の社長兼創設者である。

業界では12年の経験を持ち、Mundos Digitales、

IMAGINA、VisMasters DMVC、アメリカ建築イラス

トレーター協会（ASAI）等が開催する世界中のコン

ファレンスの発展や演説に関わっている。業界の

様々なエリアを熟知し、年に一度開催される

CGarchitectの建築パースコンペや３Dアワード

等、業界の更なる成長を促進する活動に積極的に

取組んでいる

①name ②company/school ③project name 
④architect/designer ⑤media

Architectural 3D Awards 2011

      CA01 ①Jonathan Gales ②Bartlett, UCL ③ ④
⑤DIGITAL RENDERING

1ST PLACE

      CA02 ①Paul Nicholls ② ③ ④  ⑤DIGITAL 
RENDERING

2ND PLACE

        
   

CA03 ①Jonathan Gales ②Bartlett, UCL ③ ④  
⑤DIGITAL RENDERING

3RD PLACE

     
　    

CA04 ①PDN Studio ②ROYAL RE-FORMATION ③ ④ 
⑤DIGITAL RENDERING

C      
 

      
     

      
  

      
4TH PLACE
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JA
RAJARA

Japan Architectural Renderers
Association

 Since its establishment in 1980, Japan Architec-
tural Renderers Association (JARA) has orga-
nized a variety of cultural events such as semi-
nars, symposiums, international public exhibi-
tions（JARA Award）, and has published its 
members' works,　including “Architectural 
Perspective Exhibitions,” a travelling exhibition 
around Tokyo, Osaka and Nagoya. 

　日本アーキテクチュラル・レンダラーズ協会 

Japan Architectural Renderers Association (略

称JARA)は、建築パース職能者の全国作家協会と

して1980年に創立され、以降31年間に渡り建築文

化への貢献のため、東京・大阪・名古屋（途中北海

道、九州も含む）を巡回展示する「建築パース展」

を中心に、セミナー、シンポジウム、国際公募展

（JARA大賞）、作品集出版などの文化事業の数々を

繰り広げてまいりました。 それらの事業を通じて

職能的自覚と技芸の向上、それに伴う新たな表現

の提案を行い、そして次世代へと繋ぐための数々

の実績を残してきております。

建築パース2011展
Architectural Rendering Exhibition 2011

①name ②company ③project name 
④client/architect/designer ⑤media ⑥comment

       J01 ①阿部 成男 SHIGEO ABE ② ③水車小屋 ④ 不明 
⑤Watercolor ⑥

       

J02 ①猪口 栄一 EIICHI IGUCHI②旧吉田家 ③GH 
Project ④  ⑤Acrylic color (on arches board) ⑥習作で
す古い建築物なのでその風合いが出せたらいいと思い
ました

J03 ①猪口 栄一 EIICHI IGUCHI②株式会社 ANITTO 
③K 邸 ④ ㈱ミリオン建設 ⑤3ds Max / Photoshop
⑥住宅です。　本来のパースからは背景を入れ替えて
います（共同制作：林裕子 Yuuko Hayashi）

C      
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Visualizing Architectural Design Exhibition

main sponsor

sponsor

北京水晶石数字科技有限公司（Crystal CG）

株式会社三栄建設

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 
 ポーラミュージアムアネックス 

株式会社内田洋行

株式会社丸中 なびす画材

有限会社安田アトリエ

タキロン株式会社

株式会社日建設計

株式会社竹中工務店

一般社団法人東京都建築士事務所協会 港支部

株式会社アドヴァン

株式会社アルモ設計

株式会社インフォマティクス
 Piranesi（ピラネージ）

鹿島建設株式会社 

株式会社カワチ
 画材・額縁・模型材料など

株式会社ケイウッド商会
 キヤノン複写機キヤノン製品全般

株式会社サンゲツ

株式会社シー・スタイル

清水建設株式会社

東京ガス株式会社

東芝エレベータ株式会社

ピーエス暖房機株式会社
  PS-HR-C（除湿型放射冷暖房）

株式会社ファイン
 建築系CG素材のポータルサイト  DATA STATION

株式会社モリチュウ

株式会社れいめい

ロンシール工業株式会社

O   of

V    
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Outline  of

Visualizing Architectural Design Exhibition

会　　期 ： 2011年9月17日（土）～10月2日（日）

開館時間 ： 11:00～20:00（会期中無休）

会　　場 ：  POLA MUSEUM ANEX
   〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-7
  ポーラ銀座ビル3階

   TEL:03-3563-5501

東京展

会　　期 ： 2011年10月8日（土）～10月13日（木）

開館時間 ： 9:00～19:00（会期中無休）

会　　場 ： 株式会社内田洋行大阪支店
    大阪ユビキタス協創広場CANVAS
   〒540-0019　大阪市中央区和泉町2-2-2

    TEL:06-6920-2401

大阪展

会　　期 ： 2011年10月18日（火）～10月30日（日）

開館時間 ： 月曜休館
    火・水・木 10:00～18:00
    金   10:00～20:00
    土・日  10:00～17:00

会　　場 ： 名古屋都市センター11階
   Nagoya Urban Institute
   〒460-0023　名古屋市中区金山町1丁目1番1号
    TEL:052-678-2200

名古屋展
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PERSPECTIVE
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1980年

1981年

1982年

1987年

1989年

1990年

1991年

1992年

1993年

1995年

1996年

1997年

1999年

2000年

2001年

2003年

2005年

2007年

2010年

2011年

・7月創立総会／於：九段会館／創立会員50名 

・会員対象のシンポジウム、研究会がスタート

・一般公開セミナー「建築パース実技講座」等

・会員作品選抜展「パースペクティヴ '81」  

・刊行「ブローシャー '82」会員とその作品紹介

・近畿地方会員により関西支部を設置

・作品展「建築パース '82」東京と大阪で開催　（以後毎年開催）

・同展を名古屋、金沢、松山で巡回展開催  

・米国のパース協会、ASAP（現ASAI）と友好関係を締結

・会員のパース作品集を発行　以後、出版物監修等  

・パースの著作権問題を、長期研究課題として取り上げる

・シンポジウム、研究会、委員会活動が充実

・ASAP総会と展覧会参加ツアー、以後毎年実施

・韓国のパース協会、KOPR（1993年KAPA改）との交流が始まる

・名古屋、岐阜の会員を中心に、中部支部を設ける

・10周年記念事業、公募展『JARA大賞』他テーマ展

・シンポジウムを東京、大阪、名古屋にて開催  

・ビジョン研究会発足

・作品展併設事業として、公開セミナーを始める 

・「緑化革命」グリーンプライズ・コンペ

・北海道支部開設

・熊本県在住会員によって「第１回熊本県建築パース展」開催

・「透視図技能検定委員」に会員より５名を推薦  

・事務局を新宿に移転、拡張整備

・ＩＦＩ世界インテリアデザイン会議参加　「名古屋展」開催  

・作品展『建築パース '96展』において、北海道展を開催

・ＩＰＦ国際建築パースフォーラム開催 

・九州支部を開設

・ＪＡＲＡホームページを開設

・20周年記念事業『JARA大賞』公募展を東京、大阪、名古屋にて開催

・作品展、公募展の出展作品を収録したＣＤ-ＲＯＭを制作 

・事務局を渋谷区恵比寿に移転

・独自ドメインjara-net.comを取得  

・事務局を大阪に移転

・25周年記念事業JARA大賞『文化財建築を描く』を開催

・事務局を名古屋に移転

・30周年記念事業JARA大賞『美術館・博物館建築を描く』を開催

・事務局を東京に移転 

・UIA2011東京大会関連イベント　国際建築イラストレーション展

 『Visualizing Architectural Design Exhibition 』を7ヶ国の団体と共同で開催

JARA 31年のあゆみ
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PERSPECTIVE

第一回総会の様子を当時の広報誌より抜粋しました。
このころＪＡＲＡの略称は「Ａ＆Ｒ」で、正式なロゴマークができる直前だったようです。
コメントをいただいた方々の錚々たる顔ぶれに驚き、また読み込むほどに “温故知新 ”。

理 事 長 挨 拶
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来 賓 祝 辞 名誉会長挨拶

顧 問 挨 拶

協　会　の　発　展　を　期　待　す　る
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PERSPECTIVE

これまでの主な展覧会事業

■1990年   10周年記念事業   JARA大賞
 課　　題 法隆寺東院夢殿（奈良）
  仁科神明宮（長野）
  旧グラバー邸（長崎）　
 応募対象 一般・JARA会員（賞金総額100万円）
 審 査 員  宮脇檀（建築家）
  出江寛（建築家）
  半沢重信（文化庁・文化調査官）
  高須賀晋（建築家）
  黒川雅之（建築家）
  光藤俊夫（JARA会長・建築家）

■1990年    企画展   サムシングニュー展　
 テ ー マ  「私の理想の家」 C.W ニコル

■1993年    企画展   緑化革命 グリーンプライズコンペ
 テ ー マ  “輝け！近未来”「グリーンプラネットをめざして」
  花と緑と人間生活のかかわりをとらえ、21世紀に向けて
  潤いある豊かな社会の創造」をめざし空間を描き出す
 参加点数 50点
 共催協賛 財団法人都市緑化技術開発機構
 応募対象 JARA会員
 審査委員 坂本新太郎（財団法人都市緑化技術開発機構専務理事）
  平野侃三（東京農業大学農学部教授）
  輿水肇（明治大学農学部）　
  半田真理子（建設省土木研究所 緑化生態研究室室長）
  掘口剛（（株）ジャグラス 専務取締役）
  熊井千代治（（株）アルファ計画研究所 代表取締役）
  上野卓二（鹿島建設（株）ランドスケープデザイン部長）
  大塚守康（（株）ヘッズ 代表取締役）
  光藤俊夫（JARA会長・昭和女子大学教授）

■1996年   INTERNATIONAL PERSPECTIVE FORUM  （国際建築パースフォーラム）
 内　　容 AIP10（ American Society of Architectural Illustrators主催の
  建築イラストレーションコンペ作品展）にあわせ、
  CGムービーメッセージ・建築CG初級セミナー

■2000年   20周年記念事業   JARA大賞
 テ ー マ  『窓』
 応募対象 一般（賞金総額50万円）
 審 査 員  光藤俊夫（JARA会長）
  JARA会員審査員： 秋本修時  門脇信夫  中野俊章  長谷川和男
   寺川昌子  村井謙介  芳谷勝濔

■2005年   25周年記念事業   JARA大賞
 テ ー マ  『文化財建築を描く』
 課　　題 函館ハリストス正教会 ／北海道
  自由学園明日館 ／東京都
  日本ハリストス正教会教団復活大聖堂（ニコライ堂） ／東京都
  名古屋市政資料館(名古屋控訴院地裁)  ／愛知県
  豊橋ハリストス正教会 ／愛知県
  名古屋市役所本庁舎 ／愛知県
  トーマス邸（風見鶏の館） ／兵庫県
  大阪市中央公会堂（中之島公会堂） ／大阪府
  桂離宮 ／京都府
  熊本城 ／熊本県
 応募対象 一般・JARA会員（賞金総額 200万円）
 応募総数 182点
 審 査 員  林昌二（建築家）
  半澤重信（建築家）
  光藤俊夫（建築家・JARA会長）
  志賀徹也(オートデスク株式会社 代表取締役社長・米国オートデスク本社 副社長)
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■2010年   30周年記念事業ＪＡＲＡ大賞
 テーマ 『美術館・博物館建築を描く』
 審査員 出江寛【審査員長】 / 伊東豊雄 / 小倉 善明 / 菊竹 清訓 / 隈 研吾 /
  清水 裕之 / 内藤 廣 / 中井 進 / 丹羽 勝美 / 半澤 重信

 課　　題 【提供図面部門】 
  以下の11課題建築物より選択
  01:　山形県郷土館　文翔館
  02:　水海道風土博物館 「坂野家住宅」
  03:　東京国立近代美術館工芸館 (旧近衛師団司令部)
  04:　東京都庭園美術館
  05:　仁風閣 （じんぷうかく）
  06:　根津美術館
  07:　島根県立美術館
  08:　近江八幡市かわらミュージアム
  09:　島根県芸術文化センター
  10:　奈良国立文化財研究所飛鳥資料館
  11:　台中メトロポリタン・オペラハウス 
  【オリジナル部門】 
  「2050年の美術館・博物館」を独自に創造してパースを制作

 後　　援 文化庁
  公益財団法人 文化財建造物保存技術協会
  社団法人 日本建築家協会
  社団法人 日本建築学会
  社団法人 日本建築士会連合会
  社団法人 日本建築協会
  社団法人 日本建築美術工芸協会
 応募対象 一般・JARA会員
 賞 金 等  審査員賞以上には審査員による投票１票につき1万円
  審査員票を獲得した作品にはその作品に投票した審査員の選評
 応募総数 209点　（提供図面部門・オリジナル部門）

提供図面部門最優秀賞 オリジナル部門最優秀賞

大賞審査会風景
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PERSPECTIVE

　ここに綴る文面はこれまでに幾度となく語って来た
ように思うのですが、JARAが設立30年を迎えた今
日、改めて自身の生き方と重ね合わせて振り返ってみ
たものです。

　「起業30年説」なる捉え方があります。私たちの職
能や職域はそれぞれの時代のニーズに応えて勃興し、
やがて衰退して行くようです。
　しかし、継続のエネルギーがあれば「新しい何か」か
を掴むことができるものと思うのですが、JARAをは
じめ私たちはまさにその時を迎えているようで、新し
い技術革新を伴なって価値感すらドラスィックに変貌
するなかで“FOR THE NEXT SOMETHING NEW”
を求め続けることになるのでしょう。

　ＪＡＲＡは1980年に産声を上げ、社会の変遷と共
に繁栄を見ると同時に電子技術の進歩によって言わ
ば産業革命期を迎え、手工業的であった制作行為も多
くはコンピューターなくして成しえない業態になり、今

　

　

　

　

　

　

　

  

 

 

　31年の歳月はやはり永いですね、 JARA創立当時
を思い返すと、暑苦しく熱気に満ちた、若かった仲間の
顔が走馬灯のように浮かんで来ます。 しかし、創立当
時の49人の会員は殆ど退会し、会長と2～3人の会員
しか残っていません。 それぞれの事情で退会して行か
れたのですが、一人一人本当に素晴らしい人達でした。 

　いきなり寂しい話で申し訳ありませんが、私自身の
現況や世の中の動き等を見ると、無責任に、希望的な
話をする訳にもいきません。 52年間、アーキテクチュ
ラル・レンダリングの作品を創作してきました。 『時代
に遅れないように、感性と技術を磨いて行けば食いは
ぐれる事は無いだろう』と、 たかを括っていたのです
が、私にとってはCGと云う怪物が表れて、見通しは大
きく変わってしまいました。 そして今、全ての物創り
が、非常なスピードで進行しています。 CGの世界も、
グローバル化が進み先行き不透明な様です。 

　そもそも、日本でアーキテクチュラル・レンダリング
の職能が生まれて精々50～60年です。建物は、図面が
あればレンダリングが無くても建ちます、 しかし、人
間の行為は、目的が達せられれば、過程はどうでも良
いと云うものではありません。 
　一枚の優れたレンダリングの作品は、クライアント、
設計者、工事に関わる多くの人々に、もの創りの喜びと
夢を与えてきました。 私達は、建物の出来上がる過程
で、無くてはならない役割を担ってきたのです。 月は
作物を育てないが、人間にとって無くてはならないも
のであるように、夢を持って情緒豊かに生きる事こそ
人間の人間たる所以です。 

　スイスに縁のある画家、パウル・クレー(京都)とセガ
ンティーニ(滋賀)の展覧会が続けて開催されました。
時代を超えてゆるぎなく私達の心に響いてきます。作
者の確固たる信念が圧倒的な迫力で伝わってきます。 
私のレンダリングの作品がどこまでファイン・アートに
近づけたかは、のちの評価に委ねるとしても、私は絶え
ずその心意気で制作してきました。
 
　今、海外に発注されるレンダリングが増えているよ
うです。私の仕事も激減しています。いろいろ理由があ
るのでしょうが、日本の多くの物づくりの要求が感性
に対してではなく、技術に対してなされ、日本人でしか
持ち得ない感性を求めることが少なくなったことが底
に流れている要因であるように思われます。
 
　大佛次郎が「帰郷」ー1948年ーの中で、敗戦で一気
にアメリカ文化が流れ込んできて、行く先を見失った
日本人に「日本の伝統に裏付けられた日本人の感性を

取り戻せ」と警鐘を鳴らしています。現在の空洞化する
日本の産業やコンピューターに翻弄される物創り、そ
して原発で右往左往する政治を思うにつけ、大佛次郎
の警鐘は今も更に高く鳴り続けて
いるように思えます。 
　しかし、日本人の深く繊細な感性が見直される時が
必ず来ると思います。CGで作品を制作されている方
も、技術を磨くと共に日本人の感性をじっくりと磨い
て下さい。深みのある作品を生む力になると思います。
惰性で機械的にする仕事は駄目です。 
　仕事は、わくわくドキドキしながらせねば! 

レンダラーズトーク
建築パース展東京会場で毎回好評の「レンダラーズトーク」。
今回は数名の会員に声をかけ、お話をうかがいました。
いつものように、ざっくばらんに

ＪＡＲＡを立ち上げた方々にお話を伺いたく
なりました。創立メンバーで今も会員の刈谷さ
んに、聞いてみましょう！
31 年間を振り返って、今どんなことを感じて
いらっしゃいますか？

創立時も今も変わらず、東京はパースの激戦区
だったのではないでしょうか。
その変遷を、やはり創立メンバーだった大野さ
んがどのようにご覧になっているかお聞きし
てみます。

刈谷 拓爾　かりやたくじ
1960年 （株）日建設計入社
1965年 独立　レンダリングRIYA設立
現在、RIYA ART ASSOCIATES
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それぞれのきっかけ

　

　

　

    

　

やその只中にあって、それまでの職能を支えて来た知識
や技術も大きく変容を遂げているようです。つまり、建
築や土木等の工作物を透視図法によって絵画的に表現
する職域が確立し、拘わる技術の習得に腐心するなか
で、それぞれが自己を表出していたはずですが、それに
必要な知識や技術の多くは電子的な思考回路によって
ことごとく克服され、多くの人々に共有化されたことは
「隔世の感」の極みを見ているようです。

　パースとは、透視図に絵画的手法を付加た完成予想
図を意味しているようですが、制作者として社会に向き
合うためには何をおいても透視図法の習得が必須でし
た。
　しかし現在では、その根幹を成す図学はもとより、素
材や光源などを設定することによって多様に自動生成
することが可能になり、表現者（レンダラー）として求め
られる技術や感性は、これまでと大きく異なる資質が求
められるようになりました。

　これまでのパースは図学に裏打ちされた絵画でした
が、その後コンピューターの出現によってＣＧ表現が主
流となり、絵画的な表現から写真的表現に移行したよう
で、歴史に鑑みれば印象派の画家たちが写真機の登場
に脅威を感じたことによく似ているように思うのです。

　とは云え、レンダラーが描くべく完成予想図としての
使命は「写真のようにうに描く」ことも技法のひとつで
したが、透視図法は図学であると同時に写真光学の理
論にも近いものであり、データを数値化して演算するこ
とで、人の手を介すことなく図象を表現することが出来
るようになったことを思うと、逆に言えば透視図法が図
学的に正しかった事を証明することにもなったようで
す。
　このことは算盤の文化が計算機に移行したことに似
て、数の概念を身に着けることなく数値を自由に操って
答えを導き出せるようになったことに似ています。

　振り返れば私にとってこの職業は人生そのものだった
と承知するところですが、私のなかの価値観もまた勃興
から繁栄をとおして、今や時代錯誤にあることも充分理
解の範囲と受け止めているところです。
　歴史を振り返るまでもなく、何事においても「新しい
何か」に向かうことは、新しい問題を提議しそれに立ち
向かうことであり、その繰り返しが進歩なのだとすれ
ば、ＪＡＲＡもそれにそむくことなく、拘わる多くの人々
が新しい価値観を共有して「もうひとつの文化」を大切
に育てて行って欲しいと願うところです。

まずこの世界に入った経緯などをお願いします。

元々家具を中心としたプロダクトデザインをやってい
ました。2001から1年間イギリスでプロダクトデザインの仕
事をしました。その仕事を終え、まだ帰国するつもりはな
かったので、さあ次は何をして食っていこうという時、知人
が建築ＣＧ制作会社のバイトを紹介してくれたんです。建築
ＣＧは初めてだったんですが、そこがたまたまリチャード・ロ
ジャースのＣＧをやっている会社だったので、今考えると始
めから面白いプロジェクトに参画出来たのはラッキーでし
た。イギリス時代にはロンドンオリンピック会場等もＣＧ制
作しました。その後この仕事で独立したいと思い、2008年
に帰国して今に至ります。日本では槙事務所の仕事などや
りました。今は静止画だけでなくアニメーションも作ってま
す。  

僕は建築設計をやりたかったんですけど頭が足りな
くて美大を選んだんです。造形大学のデザイン科は範囲が
広かったので建築以外の勉強も沢山できました。そこでCG
にも出会いました。学生時代は今の会社に設計のバイトに
来ていたんですよ。当時はまだ建築設計をしたかったので
卒業したら一級建築士の試験を受けよう！と思ったら、自分
の大学では受験資格が足りない事が分かって『え～～
～！』って。（笑）それで卒業して今の会社で今度はＣＧを
やってみないかということになり、そのままバイトで1年経
過して契約社員を経て正社員になりました。当時はまだ
パースといえば手描きを外部にお願いする事の方が多い環
境で、ＣＧは社内で描いていましたが大したレベルじゃあり
ませんでした。今は2名体制でなんとかやってます…。 

私は技術屋の父の影響でもの造りの仕事がしたかっ
たので、建築をやろうと思って工業高校に行きました。途中
あこがれていた航空機パイロットの道に浮気したけど、結
局大学も建築を選びました。でも卒業時はオイルショック
後のひどい就職難で、どうにか小さな設計事務所に入った
が1年で辞めたりして…。別の設計事務所に移り大手ゼネコ
ンに出向して図面ひいてましたよ。でもいろいろ社会の仕
組みが見えてくると、今のルートではいけないとわかってき
た。どう生きていくか考えた時に、好きだった絵を生かせる
パースをやろうと。設計事務所の仕事を続けながら夜学校
に通ってパースを習い制作事務所に再就職、そして2年半で
独立したのです。パース1枚が大卒初任給くらいの時代で
す。それから今までほとんど1人でやってきました。デジタル
作業はPhotoshopは同年代の中でも結構早い時期から
やっていますよ。ペンタブで使っているんですが、なかなか
ペンタブ使いのレンダラーは増えませんねえ。 

　  

 

 
 

　

 
 

 

 
 

 

　

 

 
　

 
 

 

　

 

 
　

 
　

 
　

 
　  

自分の職能の歴史に触れ、次は「現状」「展望」に
ついて会員 4 名でレンダラーズトーク（座談
会）をしてみました。多種多様な考えの一部で
はありますが、ご紹介いたします。

 　
 
 　
  

大野 昉　おおのはじめ
1943年東京生まれ
1965年 株式会社 オズ・アトリエ設立
現在に至る 
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みなさんいろいろなんですね！私なんかなんとなく
美大に行って、なんとなく絵を描く仕事がいいなーと就
職科に駆け込んで、タイミングよく鹿島建設パース室の
社員募集がある年でスルスル～っと。いわゆるバブル世
代です。当時私の職場には流れ作業はなくて、早い時期
からプロ意識を持つことを教えられました。それだけに
自分の才能の無さに涙にくれた時期もありますが、そん
な時期があったからこそ今堂々としていられるんだと思
います。今は鹿島のパース室がアルモ設計というグルー
プ会社に異動したので私もそこに。半インハウス的な環
境と言えます。グループ外の仕事もできるので、フリーラ
ンス的な緊張感もあります。そういえば、このメンバーで
は唯一、手描きと3ＤＣＧの経験者になります。今は3ＤＣ
Ｇができる人がたくさんいるので、できる人の少なくなっ
た手描きと2ＤＣＧの仕事に戻りました。  

最近手描きの需要がまた増えてきていますよね。仕
事がほとんど無くなった時期も過去ありましたけど、やっ
ぱり必要だということでしょう。ただ修正のことを考慮し
てPhotoshopでレイヤーを多用してます。純粋に手描き
だけという仕事は、実はとても少ないです。

みなさん、仕事の特徴もそれぞれ違うと思います
が、   クライアントとの関係はどうですか？ 渡辺さんは
イギリスと比べると違う点は？
 

イギリスでは住宅はほとんど新築できないので必
然的に大型物件の仕事ばかり。確認申請が厳しいので申
請書類にフォトモンタージュが入ることがよくありまし
た。アメリカや中国、中東といった世界中の超大型プロ
ジェクトも日常的にやっていました。絵の表現自体は日本
とそれほど大きな差はないと感じていますが、お付き合
いのあった著名建築家はほぼ100％ＣＧでやっていたと
思います。あと、イギリスでは責任の所在がはっきりして
いてクライアントの決断は早かったです。日本の場合は
担当者レベルで話をしてもあとでひっくり返ることが
多々あります。それは設計手法というよりは企業文化の
問題ではありますが。

よく設計者に、デザインについて意見を求められ
る事があります。設計者はマンションを多くても年に数
件しか設計出来ないけど、僕はＣＧで誰よりも多くのマン
ションを建てているわけです。大袈裟に言ってしまえば
社内で設計されたマンションのデザインが全て頭の中に
入っているんです。だからただパースを描いているのでは
なく少しでもデザインという仕事に携わっているという
感覚はあります。設計をしたかった自分としては恵まれた
環境にいると思いますよ。まぁ多少のデザイン検討のモ
デリング位は設計者でやって欲しいって思うときも多々
ありますけどね（笑）。 

とりまく現状

私の場合は、その場で簡単にスケッチして「こっち
から見てもそっちから見てもどっちから見ても絵になり
ませんねぇ」とか言っちゃいます。（笑）
   

設計者が最初からまるでイメージできてなくて、起
こしたパースを見て「へ～こう見えるんだ～」なんて言わ
れると、何か違うと思うんですよ。ただし、シミュレーショ
ンができるのはＣＧの長所でもあるので、最近は積極的
にデザインの過程に取り込むことを推奨しています。ＢＩ
Ｍの流れもありますからそれは自然な流れと言えるので
はないでしょうか。もちろんその対価はちゃんと説明し
て頂かなくてはなりません。

結局は想像力の欠如を感じます。昔は設計者が自
らパースを描いていたけれど、今の若い設計者の中には
自分で図面書いてるのに立体としてイメージできてない
人が多いように感じます。40代半ばより上の人は打ち合
わせでスケッチが描ける人がほとんどだと思いますけど
ね。設計者だけでなく、同じことがＣＧ制作者にも言える
のではないでしょうか。大学や専門学校の関係者に訊く
と，カリキュラムの中に手を動かす類の授業は、今はほと
んど無いと言ってました。
 

ＣＧも想像力がないとレタッチはできない。絵も
イメージしているから絵の具を紙に塗れるんでしょう？Ｃ
Ｇも同じです。ところで僕は、できればレタッチ無しでい
けるくらいのレンダリングを目指してるんですが、実際は
レタッチが作業の半分以上というタイプなんです。渡辺
さんは？

僕もできればレタッチ無しで…というレンダリン
グを目指しています。難しいですが。ライティングにして
も、想像できていてそれに近いものが一発でレンダリン
グできればレタッチも少なくできる。イメージができる
のも、その通りにパラメータ設定できるのもスキルだと
思うんです。ＣＧだと手当たり次第作業を始められるけ
ど、うちの所員には頭の中でイメージを完成させてから
始めるようにと常に言っています。

池田さんはいつも忙しそうなんですが、人員を増
やさないんですか？ もし増やすならどこで探します？い
い人材はどこにいるのでしょう？

人は増やしたいんですけどね。このご時世なかな
か難しいです。探すならまず出身校とか、建築の専門学
校ですかね。そして絵心がある方がいいですね。あとは絶
対音感的な絶対モデリング感をもってる人がいいです
ね。例えば電車の窓から見える建物が全てワイヤーフ
レームで見えて頭の中でモデリングできちゃう人。要は
頭の中が三次元な人ですかね。育てる自信はありますよ。
やる気さえあれば。  

 

 

人材育成と可能性

宮崎岳彦  （パース歴31年）
アトリエ・アルム（フリーランス）
一級建築士
芝浦工業大学建築学科卒
手描き, Photoshop（ペンタブ使用）

渡辺健児  （パース歴10年）
COMPUTER VISUALISATION主宰
日本大学芸術学部美術学科卒
formZ, 3ds Max, Photoshop
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絵心やセンスのある人材というのは見つけにくい
ですよね。表現力を教育されているのは美術系だったり
しますが、そういう人は建築プレゼン以外の方面にいき
ますし。一方今は即戦力が求められるので、建築の基礎
知識もあってほしい。そういう意味では建築出身の人が
望ましいと思うんですが、建築科に進学している人は基
本的に建築を設計したいわけですから、いずれにしても
建築ビジュアライゼーションをやろうという人は見つけ
にくいでしょうね。

昔手描きのペン＆エアーブラシが流行った時代
に、パースレンダラーが激増したと思うのですが、あれは
分業ができるからＣＧに近いと言える気がします。当時
の弟子にあたる人たちは、ほとんどその後ＣＧに移行し
たと思います。だからＣＧレンダラーは案外40代後半が
多いのでは。20～30代前半のいわゆるデジタル世代は、
手描きからでなく純粋にＣＧから入ってきていると思い
ます。そういう人はけっこう多いとは思うのですが、それ
は入口が入りやすかったからでしょう。しかし建築の知
識があったり表現力が優れている良い人材は少ないので
はないかと思います。どうしたらこの業界に良い人材が
入ってくるかというと、つまるところ魅力的な仕事だと思
われるしかないのだと思います。では魅力とは何かとい
うと、仕事の面白さはもちろんですが、報酬の面での魅
力も大きなポイントだと思います。ところで上野さんは手
描きの後継者を育てようとは思わないの？

最近は育ててみたいと思うようになりました。でき
る人がいなくなるとその業種は廃れていきますから、自
分のためにも。手描きは一人前になるのに10年はかかる
ので腰を据えて育てられると良いのですが、現状はそん
なのんびり育てられないし、ＣＧもできないと社内の連
携に耐えられない。じゃ、どんな人がいいのか…偉そう
に言っちゃうと「頭が良くて勘のいい子」（笑）。手描き・Ｃ
Ｇに関わらず共通するのは、ある程度までは理屈なんで
す。絵的センス以前の問題は軽くクリアしてほしい。勘の
いい…というのは、相手が何を考え求めているかを理解
する力がこの仕事には必要で、そこにフィーをいただいて
いると言っても過言ではない。的外れな「綺麗なだけの
絵」だったらパースのプロに頼まなくてもいいわけです。

例えば中国のクリスタルＣＧは、教育システムがす
ごいというのは有名ですが、日本って言わば師匠がいて
弟子がいるというような徒弟制でしょう？それではもう
限界があるように感じることがあります。ものを伝えて
いく段階では徒弟制度のような関係性が出来るのは自
然だと思うのですが、待遇や保障の問題はその名の下に
おざなりになっており、業界全体のことを考えた場合良
い人材が入ってくるとは思えません。計画的に高度な教
育をし、大量な需要に対してもシフト制で時間の無駄な
く制作し、しかも安いという国があるんですから、日本の
建築ＣＧ業界は食われてしまうのではという危機感があ
ります。海外のコンペなんか見ていると、日本はもっと頑
張らないとまずいと思いますよ。比べてみると歴然と差
が見えるんですよね。 

ＣＧ業界の中でも建築ＣＧはとても未熟だと思い
ます。映画やゲームの業界ではすごく進んでいるのにど
うしてでしょう。もっと彼らの技術を取り入れて表現力を
上げなければと思いますね。

そういえばＣＧ専門学校を出た子がバイトに来た
時、建築のことはまるで分らないけれど、ムービーには必
須のローポリゴンモデリングのスキルに長けていたんで
すよ。意外なところでハッとすることはもっとあるでしょ
う。

若い人をどういうふうに育てたいと思いますか？

今や３Ｄのテクノロジーは建築設計のあらゆる段
階で使われています。全部を一人では出来ない。うちで働
く人は得意な部分を伸ばしていってほしいと思っていま
す。テクノロジーの習得という意味では若い人の方が早
いのでどんどん突っ走ってほしい。それらはどう統括し
て設計作業に活かしていくかを考えていけば活路は開け
る。一番大切なのはクライアントと協働してひとつのモ
ノをつくっていく喜びを知ること。そのためには確かな
技術もさることながら、コミュニケーション能力が重要
です。そこは経験させていくしかない。

僕は設計者の向こうにいるクライアントを意識し
て仕事をしているんですが、そういう視点を大事にした
いですね。マンションの広告だと、設計者と広告主のやろ
うとしていることが食い違うことがよくある。広告はとに
かく売るためにあるんですからね。自分が今何を目的と
したＣＧを作っているかは、自分が冷静に意識していな
いといけないと思うんです。そういう判断力のある人材
を育てたいですね。
 

ところで一つの傾向として、制作を数年やった後、
制作ディレクターやコーディネーターに転向するケース
がありますよね。営業と制作が分かれている何十人かの
制作会社では、制作の経験がない営業の方がこれを兼ね
ていたりする。ＣＧって1物件で求められる枚数が多いの
で、制作全体を調整する立場が必要になるのはよく解り
ますが、どのように見ていますか？

コンペのプレゼンで言えば「勝つ」という結果を求
めてのものですから、好みや自己満足の世界ではないと
自覚しないといけない。設計者っていうのはものすごく
勉強して、様々な人間の営みの柵の中でプレゼン戦略を
考えている訳ですから、ディレクションは自分の仕事だと
いう意識も強いでしょう。彼らが求めているのは制作能
力そのもののみという場合のほうが多いのかもしれま
せん。設計者の哲学を他者がディレクトするのは並大抵
のことではありませんよ。 

うちはアニメーションもやっていますが、良いディ
レクションが出来れば部分的にはこちらからの提案を受
け入れてもらえると感じています。しかし本当に良いディ
レクションができる人は少ないでしょうね。

  

 

  
 

   

池田裕紀  （パース歴9年）
㈱日建ハウジングシステム勤務
設計部 チーフデザイナー
東京造形大学造形学部デザイン学科
デザイン専攻Ⅱ類卒
MALTSCAD, 3ds Max, Photoshop

上野真理  （パース歴21年）
㈱アルモ設計（鹿島グループ）勤務
プレゼンテーション部 マイスター
建築透視図一級技能士
武蔵野美術大学造詣学部油絵学科卒
手描き, Photoshop, formZ

←本日の
オシャレグッズ
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目に見えない作業にお金を払う土壌があまりない
ので、ディレクション代を貰うのが難しいという面もあり
ますね。

一方で制約から解き放たれて「こんな表現もでき
るぞ」という習作でクライアントを触発したければそれ
も出来るってことですよね。ぜひいろんな方に、ＪＡＲＡ
に参加してそれぞれの価値観で作品展を活用していただ
きたいです。今時A1のパースたくさん並べられる展覧会
他にありませんからね。来年以降続けられるかどうかも、
若い世代の人達が共に行動してくれるか否かにかかって
います。

なるほど。どんどんこちらから提示して、やりたい
表現や仕事の仕方などができるようにクライアント側を
触発していかなければ、受け身ではじり貧ですね。それに
はやっぱり、たくさん建築を見たり映画を見たりして、感
性を磨いていかなければいけないと思います。そして今
までにない表現を積極的に発表していければ若い人への
アピールになるはず。ひいてはそれが業界の発展にもつ
ながるのでは。

そうですね！本日はどうもありがとうございまし
た。座談会をしなければ聞けなかったことがたくさん聞
けて、これからまた頑張る素をいただけました！つづき
は会場でお会いした時にでも…。

僕はとにかくもっとカッコいいパースを作りたいで
す。  なんといっても先輩がいない状態で独学でここま
でやってきたので、こう見えても自信がないんですよ。だ
からもっと映像系などの異業種との接触をし、優れた表
現力を吸収して、新しい表現をしてみたいんです。  

3Dのテクノロジーでいかに設計を支援出来るかは
いつも考えています。パース制作だけをやっている意識
はありません。しかし、パースでもアニメーションでも表
現力の探求は必須。
  

それには、こんな表現どうですかと提案できる作
例が必要になりますよね。だから習作して、ストックしな
きゃいけないんですね。そしてそれを発表して知ってもら
わないとね。とは言いながら、作品展に出したくてもクラ
イアントの許可がもらえないケースが増えてきました。

著作権の問題はどうなっているんでしょうか。 

かつてＪＡＲＡでは、著作権について専門家を交え
て研究会をやりましたが、今はもっと複雑になってきて
いるようで、手描きの頃は明らかだったものが、ＣＧはど
こからが著作物かという判断が難しいという見方もある
ようです。   

また権利があるから何をしても良いというわけで
もないですからね。今出しちゃいけないという事情があ
れば出せませんし。自分ではそこまでわかりませんから、
発表したい作品があれば、比較的新しくてもダメモトで
聞くようにしています。

これまで、これはまだ駄目だろうと、こちらで発表
をあきらめていたところがあります。これからは遠慮なく
聞くようにします！

パースコンテストで素晴らしい作品が並ぶのは見
ごたえありますが、私が興味あるのは「制約の多い実際
の仕事でどれだけの力を出せるか」です。仕事だと、設計
変更が多かっただの時間がなかっただのと、自分への言
い訳をしてしまいがちですが、コンペで各社のパースが
並べられた時にそんな言い訳は通じません。だから一年
に一度、人の作品と並べて出せるものがあるかを考える
ことに意義を感じます。ＪＡＲＡのパース展は自分なりに
「展示する目的」を持つことができるのが一つの特徴だ
と思っています。設計者の目からご意見をいただく機会
にもなります。

やりたい事をやる為に
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NEWS

宮後 浩（株）コラムデザインセンター『春の叙勲』を受賞！！

《以下産経新聞記事抜粋》
18日付で発令された平成23年春の叙勲の受章者に府内から144人が選ばれた。教育や保健衛生、社
会福祉、地方自治など、さまざまな分野で貢献した功績が認められた。瑞宝単光章　宮後浩さん（65）
　「完成予想図」裾野広げ建物や街並みなどの完成予想図「パース」を40年間、描き続けてきた。と同
時に27歳の時に日本の先駆けとなるパース講座（現「コラムデザインスクール」）を開講し、１万人以
上の後進を育ててきた。
　教育や社会福祉、警察、消防関係者などの受章が多い中、「技能検定功労という分野で受章でき、驚
きとともにうれしさを感じています」と笑顔を見せた。大阪生まれの大阪育ち。4人兄弟の末っ子で、幼
いころから絵を描くことが好きだった。上京し多摩美術大学に進学、インテリアデザインや建築を学ん
だ。建築・設計業に進んだ長兄の勧めもあり、昭和47年、建築デザインを専門とする「コラムデザイン
センター」を開設。翌年、パース講座を始める。「最初は１人で外注のパースを描いていたが、急に需
要が増え、パースの描ける社員が必要になりました。でも、即戦力となるような人材がいない。だから、
講座で育てようと…」
　関西国際空港や神戸空港のパースも担当したが、最も心に残っているのは、阪神大震災直後、建築
や都市計画の専門家ら7人とひざ詰めで5日間、神戸の復興計画を激論し、そのプランをパースに描き
あげたこと。そのパースの図面は兵庫県知事に届けられた。パースは、言葉にできないイメージを伝
える視覚へのプレゼンテーションという。「“一目でわかるパースの魅力”を、建築についてあまり詳しく
ない人にも伝えていければ」。会社なら定年の年齢を超えたが、まだまだ意欲は尽きない。　

それでは、宮後 浩さんにインタビューさせていただきましょう。

まずは、春の叙勲おめでとうございます。
ありがとうございます、私自身、叙勲とは縁がないものと思っていたので、驚いています。
私は叙勲というもの自体あまり詳しく知らないのですが、どういう功績でいただけるものなのですか？
私の場合「国、地方行政に於いて、永年にわたり建築透視図制作技能に関しての指導並びに検定に寄与した」
という事で、頂いたものですが、職業能力に関して、その功績が認められたということらしいです。
宮後さんはこれまでにも、60歳を過ぎてから、博士号を取得されたり、本業以外の篆刻で日展に入選された
りと、通常の人の何倍もの経験をされてるわけですが、そのあたりの、モチベーションはどこからでてくる
のでしょうか？
何か自分のできることで、より多くの人に喜んでもらえたら自分自身も嬉しくなる訳で、何をすれば喜んで
もらえるかな？そのためにはまず自分のスキルを上げることが必要だと感じています。ただ自己満足で終
わらない為には、それなりのレベルが必要になってくるし、その為には、認められる資格も必要かなっ
て・・・・

　　　この歳になると、自分にできること、できないことがはっきりわかってきて、やれることを、精一杯やってい
こうと。
業界の先駆的また人生のよき先輩として、我々、後輩になにかアドバイスをお願いします。
我々、プレゼンを業務にしているものは、どうすれば相手が喜んでくれるか、何を求めているかを知る必要が
あると思います、人は十人十色いろんな人がいろんな事を求めているわけですから、できるだけ、多くの人
と出会い自分の考えを押し付けるのではなく、いろんな考え方があるということを理解することでしょう
ね。相手の立場になって考えれば、その要求に対応する答えが、でてくるように思います。プレゼンテーショ
ン　イコール　コミュニケーション、これがすべてではないでしょうか。
貴重なアドバイス、ありがとうございました。

聞き手　関西支部　湯浅 禎也
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2011-2012年度ＪＡＲＡ組織

光藤俊夫

宮崎岳彦

猪口栄一

山田淳一郎

山田雅明

上野真理

大石敏雄

山田久仁夫

白川雅之

金田奈美

湯浅禎也

西川修

広畑直子

山本靖則・柿沼迪夫

山田雅明

白井秀夫・大熊功至

入会案内

編集後記

JARA 会員はパースペクティヴの概念に則り
建築物あるいは土木構築物を描き表現する
職能者で構成しております。個人では為し得
ない社会活動、情報交換活動を促進するた
め全国の会員で組織し、事業を展開しており
ます。

JARAでは随時会員を募集しております。CG
制作者、手描き制作者問いません。本職能の
発展に積極的な方の参加をお待ち申し上げ
ます。

●正会員資格
建築透視図 (※) の制作を職業としている個
人、及び、職業の一部で建築透視図を制作し
ている個人、但し建築透視図に準ずる土木
工事や構築物の透視図を制作しているレン
ダラーを含みます。会員は、本会の主構成員
として事業や活動に参加し、役員の選挙権と
被挙権を有します 。入会に際しては作品 5点
をもって理事会の審査を要します。
※･･･現在では、パース・イラストレーション・ビ

ジュアライゼーション等、様々な呼び方があります

が、手法を含め、それらを限定するものではありま

せん。

●入会申込みは JARAのWEBサイトから
http://www.jara-net.com/enrolment.html

じゃー、今年も図録担当を引き続きやりますか！と
は言ったものの今年のJARAは「国際建築イラスト
レーション展」(VISUALIZING ARCHITECTURAL 
DESIGN　EXHIBITION) を共同で開催することとな
り、図録の内容もいままでとは違い大変でした・・・
が、この図録をもうご覧になった方も感じるとは思
いますが、今回の図録はハードカバーの豪華本で出
版しても遜色のない内容です。
レンダラーの一人として校正をする途中で思わず見
入ってしまった作品ばかりでした。
そんな図録に自分の作品も掲載されているというこ
とは、やはりJARAの会員であることの喜びでしょ
う・・・・（脇田）

らいねんは絶対楽をするぞ！と思いつつ、協会のあ
れこれに首を突っ込んで早○年。最初はほんのお手
伝いのつもりが、現理事長の企みに見事にはまり、
理事にまでなってしまった。しかしまさに自分が仕事
にしている職能の団体なので、活動に参加している
ことで得るものは多い。というか、今の自分の半分は
ＪＡＲＡでできているくらいだ。ところで「苦労は買っ
てでもしろ」というが、買いすぎて売るほどある。ど
うぞ誰か買ってください。（上野）
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