建築クロニクル 2001-2009
21 世紀の 9 年間を，その年のニュースと代表作品から振り返る年表です．作品は，
『新建築』，『新建築住宅特集（以下 jt）
』より選定しています．23 の提言，対談と合
わせて 21 世紀を読み解くヒントとしてください．
（編）
《受賞作品》
■日本建築学会賞 ●新建築賞（旧吉岡賞） ★ JIA 大賞 ☆ JIA 新人賞
▲村野藤吾賞 ◆日本構造デザイン賞（旧松井源吾賞）
*（）の中は掲載年．記号の後に受賞年を表記．
撮影 新建築社写真部

2001
1月

ジョージ・W・ブッシュがアメリカ合衆国大統
領に就任
4 月 第 1 次小泉内閣発足
5 月 ウィキペディア日本語版が開設
6 月 附属池田小事件
9 月 アメリカ同時多発テロ事件（9.11）
10 月 アフガン侵攻
i Pod 発表
訃報 林雅子氏（72） 毛綱毅曠氏（59）

「ZIGHOUSE/ZAGHOUSE」
古谷誠章／ STUDIO NASCA（0103）

「せんだいメディアテーク」
伊東豊雄建築設計事務所（0103）■ 03

「東京国立博物館法隆寺宝物館」
谷口建築設計研究所（0105）■ 01

「屋根の家」
手塚貴晴＋手塚由比（jt0108）
● 02, ☆ 02

「札幌ドーム」
原広司＋アトリエファイ建築研究所
アトリエブンク（0107）

「メゾン エルメス」
レンゾ・ピアノ・ビルディング・
ワークショップ（0108）◆ 02

■02,☆01「地下鉄大江戸線 飯田橋駅」渡辺 誠／アーキテクツ オフィス（0101）
■02「W・HOUSE」渡辺明設計事務所（0102）
■04「光の学校 福島県立郡山養護学校」渡部和生／惟建築計画（0107）
●02「牛久のギャラリー」堀部安嗣建築設計事務所（0108）
☆03「西所沢の住宅」佐藤光彦建築設計事務所（jt0108）
◆02「岐阜県立森林文化アカデミー」北川原温建築都市研究所＋エース設備設計ほか（0108）
「平等院宝物館 鳳翔館」栗生明＋栗生総合計画事務所（0109）

「ハウス・アサマ」
塚本由晴＋貝島桃代／アトリエ・ワン（0103）

2002
「横浜赤レンガ倉庫 1 号館・2 号館（保存・改修）」
新居千秋都市建築設計（0206）

1月
2月
4月
5月
8月
10 月

ユーロの流通開始
ソルトレイクシティオリンピック開幕
完全学校週 5日制のゆとり教育スタート
2002 FIFAワールドカップ開幕（日韓共同開催）
住民基本台帳ネットワーク開始
小柴昌俊氏がノーベル物理学賞，田中耕一氏
がノーベル化学賞を受賞

訃報 内井昭蔵氏（69）

「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」
foa（0206）

「丸の内ビルディング」
三菱地所設計（0210）

「国立国会図書館関西館」
陶器二三雄建築研究所（0211）■04

▲04「群馬県立館林美術館」第一工房（0201）
「電通新社屋建設プロジェクト」
▲02「アルテピアッツァ美唄」安田侃（0201）
大林組，
◆03「郡上八幡総合スポーツセンター『月舟蓋』
」黒川哲郎＋デザインリーグ（0203）

Ateliers Jean Nouvel

（0212）

「サーぺンタイン・ギャラリー・パビリオン2002」
「ポーラ美術館」日建設計（0208）■ 04, ▲ 03 伊東豊雄建築設計事務所＋アラップ（0209）◆03

●03「エアー・ハウス」三分一博志建築設計事務所（jt0204）
「ブルージュ パビリオン」伊東豊雄建築設計事務所（0205）
■03「苓北町民ホール」阿部仁史＋小野田泰明＋阿部仁史アトリエ（0207）
「可児市文化創造センター ala」香山壽夫建築研究所（0209）
■03「ひらたタウンセンター」富永讓＋フォルムシステム設計研究所（0210）
☆03「ナチュラルエリップス」遠藤政樹＋池田昌弘／ EDH遠藤設計室＋MIAS（0210）
「ルイ・ヴィトン表参道ビル」青木淳建築計画事務所（0210）
「第8回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展 日本館展示」磯崎新＋岡崎乾二郎（0211）
●03「矩計の森」五十嵐淳建築設計（jt0212）

2003
3月

アメリカ・イギリスによるイラク侵攻作戦開始
中国で新型肺炎 SARSが流行
4 月 「六本木ヒルズ」グランドオープン
7 月 シックハウス対策の建築基準法改正
宮城県北部地震発生
10 月 東海道新幹線品川駅が開業
12 月 地上波デジタルテレビ放送開始（東京，大阪，名
古屋）
日本のモダニズム建築 100 選を発表（日本建築
学会・DOCOMOMO Japan）
訃報 芦原義信氏（85）

「六本木ヒルズ」森ビルほか（0306）

「東雲キャナルコート CODAN 1 街区・2 街区」
山本理顕設計工場，伊東豊雄建築設計事務所
ほか（0309）

「泉ガーデン」日建設計（0301）

「なんばパークス（1 期）
」
大林組，日建設計ほか（0312）

「スぺースブロックハノイモデル」
小嶋一浩＋東京理科大学小嶋研究室＋
東京大学生産技術研究所曲渕研究室（0309）

「プラダブティック青山店」

Herzog & de Meuron（0309）■05,◆04

● 04「BLOC」米田明／アーキテクトン 池田昌弘／ MIAS（jt0301）
◆ 04「二宮のアトリエ」根宏彦計画設計事務所（0302）
● 04「此花の長床」中村勇大アトリエ（jt0303）
「越後松之山『森の学校』キョロロ」
「汐留 B 街区」日本設計ほか（0304）
手塚建築研究所＋武蔵工業大学手塚研究室
「品川グランドコモンズ」日本設計，大林組，松田平田設計ほか（0306）
「4m×4mの家」
＋ MIAS（0308）
▲
「国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館」
栗生明＋栗生総合計画事務所ほか
（0308）
06
安藤忠雄建築研究所（jt0306）

2004
「梅林の家」
妹島和世建築設計事務所
（0403）★ 05

4月
8月
9月
10 月
12 月

営団地下鉄が民営化，東京メトロに
アテネオリンピック開幕
第 2 次小泉改造内閣発足
新潟県中越地震発生
スマトラ島沖地震が発生，津波も含め12カ国
で17 万人以上が死亡

「金沢 21 世紀美術館」妹島和世＋
西沢立衛／ SANAA（0411）■ 06

「積層の家」大谷弘明（jt0405）■ 05

「髙過庵」藤森照信（0409）

「丸の内オアゾ」
「竹中工務店東京本店新社屋」
三菱地所設計ほか（0411） 竹中工務店（0412）

「建外 SOHO」山本理顕設計工場，
C ＋ A，みかんぐみ（0407）

「地中美術館」
安藤忠雄建築研究所（0409）

☆ 04，◆ 05「中国木材 名古屋事業所」福島加津也＋冨永祥子建築設計事務所（0403）
● 05「0 ｜ 8」有馬裕之＋ Urban Fourth（jt0403）
「東雲キャナルコート 3 街区」隈研吾建築都市設計事務所ほか（0405）
● 05「MESH」千葉学建築計画事務所（0406）
☆ 04「伊達の援護寮」藤本壮介建築設計事務所（0409）
▲ 05「物質試行 47 金刀比羅宮プロジェクト」鈴木了二建築計画事務所（0409）
■ 06「北上市文化交流センター さくらホール」久米設計・高橋設計特定共同企業体（0410）
「ヴェネチア・ビエンナーレ第 9 回国際建築展」森川嘉一郎（0410）
☆ 05「砥用町林業総合センター」西沢大良建築設計事務所（0411）
◆ 05「勝山館跡ガイダンス施設」文化財保存計画協会＋広瀬研究室（0411）

建築21世紀

2005
「京都迎賓館」日建設計（0507）★06

2月

COP3（1997）で議決の京都議定書発効

中部国際空港セントレアが愛知県常滑市沖合
に開港
3 月 2005 年日本国際博覧会（愛知万博）
「愛・地球博」開幕
スマトラ島沖地震が再び発生
8 月 ハリケーン「カトリーナ」が米国フロリダ州に上陸
11 月 構造計算書偽造事件発覚（姉歯事件）

「TOD'S 表参道ビル」
伊東豊雄建築設計事務所（0501）

「ニューヨーク近代美術館（MoMA）
」
谷口建築設計研究所（0509）

「富弘美術館」
aat+ヨコミゾマコト建築設計事務所
（0504）■ 06

☆05「調布のアパートメント」石黒由紀建築設計事務所（0502）
「中部国際空港／セントレア旅客ターミナルビル」
日建・梓・HOK・アラップ中部国際空港旅客ターミナルビル設計監理共同企業体（0503）
●06，☆06「阿佐谷南の家」小川広次建築設計事務所（jt0505）
「ぐんま国際アカデミー」小嶋一浩＋宇野亨＋赤松佳珠子／ CAn＋CAt（0507）
「公立はこだて未来大学研究棟」山本理顕設計工場（0509）
「島根県芸術文化センター」内藤廣建築設計事務所（0510）
●06「ドリフト」SUPER-OS（0512）

日本国際博覧会 愛・地球博
「グローバル・ループ」
菊竹清訓建築設計事務所
環境システム研究設計共同体（0505）

訃報 近江栄氏（79） 丹下健三氏（91） 清家清氏（86）

「茅野市民館」古谷誠章／ NASCA
＋茅野市設計事務所協会（0511）■07

「T house」
藤本壮介建築設計事務所（0505）

2010年とその先

2006
1月
2月

ライブドア事件
トリノ冬季オリンピック開幕
世界の推計人口が65 億人突破
6 月 広島平和記念資料館・世界平和記念聖堂が重
要文化財に
9 月 安倍晋三内閣発足
10 月 建築家の社会的役割を問う集団訴訟開始，山
本理顕氏らが邑楽町を提訴
12 月 サッダーム・フセイン元イラク大統領の死刑執行
訃報 篠原一男氏（81）

「森山邸」西沢立衛建築設計事務所（0602）

「千葉市立美浜打瀬小学校」
小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt（0606）

「情緒障害児短期治療施設 生活棟」
藤本壮介建築設計事務所（0609）★07

「瞑想の森 市営斎場」
伊東豊雄建築設計事務所（0607）

「ハウス＆アトリエ・ワン」アトリエ・ワン（0605）

「日本橋三井タワー」シーザー・ペリ アンド アソシエーツ ジャパン，日本設計（0601）
「MIKIMOTO Ginza2」伊東豊雄建築設計事務所＋大成建設（0601）
◆ 08「しもきた克雪ドーム」原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所 , 大成建設（0601）
● 07「オモヤ・ハナレ」垣内光司／八百光設計部（jt0602）
「表参道ヒルズ」安藤忠雄建築研究所・森ビル設計共同企業体（0605）
◆ 06「東京工業大学緑が丘 1 号館レトロフィット」東京工業大学安田幸一研究室＋竹内徹研究室（0607）
「トレド美術館ガラスパビリオン」妹島和世＋西沢立衛／ SANAA（0610）
「原野の回廊」五十嵐淳建築設計（jt0610）
「青森県立美術館」
「第 10 回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展」藤森照信＋大嶋信道（0611）
青木淳建築計画事務所（0609）
● 07「2004」中山英之 名和研二（0612）
「ラゾーナ川崎プラザ」山下設計＋リカルド･ボフィル，清水建設（0612）

「ストロングビルディング」竹中工務店（0604）

2007
「多摩美術大学付属図書館」
伊東豊雄建築設計事務所（0707）

1月
3月
4月
6月
9月

ブルガリア・ルーマニアがヨーロッパ連合加盟，
EU 加盟国は27カ国に
「東京ミッドタウン」グランドオープン
バージニア工科大学銃乱射事件
改正建築基準法施行
福田康夫内閣発足
スマトラ島沖地震

訃報 太田博太郎氏
（94） 黒川紀章氏
（74）

「ふじようちえん」佐藤可士和，手塚貴晴
「清水建設技術研究所 安全安震館」
＋手塚由比／手塚建築研究所（0705）■ 08 高橋青光一／ SFS ･ 21 ＋清水建設（0703）
「アパートメント I」
乾久美子建築設計事務所
（0708）● 08

「東京ミッドタウン」
日建設計ほか（0705）

「TORANOMON TOWERS」
KAJIMA DESIGN（0704）
「ニコラス・G・ハイエック センター」
坂茂建築設計（0710）■ 09

■09「日本盲導犬総合センター」千葉学建築計画事務所（0701）
☆07「桝屋本店」平田晃久（0701）
●08「桜台の住宅」長谷川豪建築設計事務所（jt0701）
「HouseA」西沢立衛建築設計事務所（0703）
☆07「ES house-01」矢田朝士／ ATELIER-ASH（jt0703）
◆07「東京建設コンサルタント本社ビル」清水建設（0704）
■08「武蔵工業大学新建築学科棟＃4」岩㟢堅一・武蔵工業大学岩㟢研究室（0706）
★08，▲08「KEYFOREST871228 キース・へリング美術館」北川原温建築都市研究所（0707）
「横須賀美術館」山本理顕設計工場（0707）
☆08「神保町シアタービル」日建設計（0709）
「日産先進技術開発センター」日本設計（0710）

「国立新美術館」
黒川紀章・日本設計共同体（0701）

2008
5月
6月
8月

中国四川省でマグニチュード8.0 の地震発生
東京メトロ「副都心線」開業
北京オリンピック開幕
高さ492m，101 階建ての超高層ビル「上海環
球金融中心」完成
9 月 リーマン・ブラザーズ経営破綻
麻生太郎内閣発足
11 月 ムンバイ同時テロ事件
改正建築士法施行
訃報 鬼頭梓氏（83）

2009
1月
2月
3月
6月

バラク・オバマ氏，アメリカ合衆国大統領に就任
建設中の中国・北京の CCTV 付属ビルで火災
東京中央郵便局の建て替えで合意
新型インフルエンザの世界的大流行
邑楽町コンペ・建築家集団訴訟和解
7 月 新建築 .netオープン
9 月 鳩山由紀夫内閣発足
10 月 2016 年オリンピック，東京などをおさえリオデ
ジャネイロが開催地に決定
訃報 木村俊彦氏（82） 井上宇市氏（91） 上遠野徹氏（85）

「神奈川工科大学 KAIT 工房」
石上純也建築設計事務所 （0803）■ 09, ◆ 08

「犬島アートプロジェクト『精錬所』
」 「メディジン市ベレン公園図書館」
三分一博志建築設計事務所（0805）
内藤廣＋中井祐＋川添善行
＋東京大学景観研究室（0806）
「駿府教会」
西沢大良建築設計事務所（0811）

「ニューミュージアム」
妹島和世＋西沢立衛／ SANAA（0801）
「福生市庁舎」山本理顕設計工場（0807）

「プンタ・デラ・ドガーナ再生計画」
安藤忠雄建築研究所（0912）

「三里屯 VILLAGE」
隈研吾建築都市設計事務所，
松原弘典，迫慶一郎ほか（0903）

「東急東横線渋谷駅」
安藤忠雄建築研究所＋東京急行電鉄
ほか（0809）

「代々木ゼミナール本部校 代ゼミタワー オベリスク」
大成建設設計本部（0809）◆09

「四角いふうせん」石上純也建築設計事務所（0801）
「深圳文化中心」磯崎新アトリエ（0804）
◆08「日向市駅」篠原修，内藤廣建築設計事務所ほか（0805）
「十和田市現代美術館」西沢立衛建築設計事務所（0805）
●09「Hi-ROOMS明大前A ／線路際の長屋」若松均建築設計事務所（0808）
▲09「実験装置/masia 2008」入江正之＋早稲田大学入江正之研究室（0809）
●09「カタガラスの家」武井誠＋鍋島千恵／ TNA（0811）
「第11回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展 日本館展示」石上純也建築設計事務所（0811）

「岩見沢複合駅舎（岩見沢駅・岩見沢市
「木材会館」日建設計（0909）
有明交流プラザ・岩見沢市有明連絡歩道）
」
西村浩／ワークヴィジョンズ（0909）

「根津美術館」
隈研吾建築都市設計事務所（0911）

「上海環球金融中心」
森ビル（0901）
「丸の内パークビルディング／
三菱一号館」三菱地所設計（0910）

「SUMIKA パビリオン」
伊東豊雄建築設計事務所
（0901）

◆ 09「芦北町 地域資源活用総合交流促進施設」高橋晶子＋高橋寛／ワークステーション（0904）
「東工大蔵前会館 TOKYO TECH FRONT」
坂本一成研究室＋日建設計
（0906）
「天地のいえ」髙㟢正治都市建築設計事務所（0907）
「広島市民球場 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」仙田満＋環境デザイン研究所（0908）
「サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン 2009」妹島和世＋西沢立衛／ SANAA（0909）
「ネットの森」手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所（0910）

