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◎雑誌 

 

◆月刊建築情報誌 at 

（1989年 3月～1996年 6月，以降はインターネット上に移行） 

 

 

◎書籍 

 

◆OAオフィスの設計 

（1985年 5月） 

W・パラグラム，R・E・ストニス著，沖塩荘一郎監修 

 

◆デザイン シミュレーション 

（1987年 12月）  

アーネスト・バーデン著，山口重之監訳 

 

◆ファシリティマネジメントの手引 

（1988年 5月）  

ジェフリー・Ｍ・ハマー著 

 

◆ファシリティマネジメント空間・経営戦略の新手法 

（1990年 3月）  

ジェフリー・Ｍ・ハマー著，沖塩荘一郎・山口重之監訳 

 

◆トータルワークプレイス― 

ファシリティマネジメントと弾力的な組織 

（1992年 7月）  

フランクリン・Ｆ・ベッカー著，加藤彰一訳 

 

◆ルイス・カーン――建築の世界―― 

（1992年 10月）  

ロサンゼルス現代美術館編，東京大学工学部建
築学科香山研究室監訳 

 

◆ランドスケープへ 

（1992年 11月）  

建築デザイン会議実行委員会編 

 

◆建築ＣＡＤ／ＣＧ活用ノウハウ 

（1993年 7月）  

建築ＣＡＤ・ＣＧ活用研究グループ編著 

 

◆建築家フランク・ロイド・ライト 

（1995年 5月）  

ニューヨーク近代美術館編，京都大学工学部建築学
科内井研究室監訳 

 

◆未来への構築 

（1995年 10月）  

伊藤俊治・北山恒・渡辺誠監修 

 

◆風呂＆SAUNA 

（1997年 10月）  

風呂＆SAUNA展実行委員会監修 

 

 

 

◆「新しい都市環境＝現代英国建築とその 

  ヨーロッパにおけるコンテクスト」 

（1998年 1月） 

ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ編 

 

 

 

◆「建築の 20世紀――終わりから始まりへ」 

（1998年 7月）  

ロサンゼルス現代美術館編，鈴木博之監訳， 

東京大学大学院建築史研究室翻訳 

 

 

 

◆「アルヴァー・アールト 1898-1976」 

（1998年 12月）  

ニューヨーク近代美術館編 

 

 

 

◆「リビング・ブリッジ｜居住橋―― 

ひと住まい、集う橋」 

（1999年 1月）  

ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ編， 

伊東孝監修 

 

 

 

◆「安藤忠雄建築展 2003： 

再生――環境と建築」 

（2003年 4月）  

安藤忠雄他著 

 

 

 

◆「ニューヨーク近代美術館（MoMA） 

巡回建築展：谷口吉生のミュージアム」 

（2005年 5月）  

テレンス・ライリー著, 鈴木博之論文寄稿 

 

 

 

◆「FORMULA ONE™ The Great Design Race」 

（2008年 4月）  

 

 

ほか 
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◎ＣＤＲＯＭ 

◎ビデオ 

◎ＤＶＤ 

 

◆インターネット上での情報提供サービス 

 

◆オンラインマガジン"Architecture-Today"の発行 

 

◆CD-ROMの制作・発行 

1.「リチャード・マイヤー」 

2.「マリオ・ボッダ」 

3.「未来への構築」 

4.「デジタル・アーキテクトの挑戦」 

 

◆現代建築家ビデオシリーズⅠ（1989年 3月）  

 1.「変貌するアメリカ建築」 

 2.「ミース・ファン・デル・ローエ」 

 3.「ジェームズ・スターリング」 

 4.「フランク・ゲーリー」 

 5.「リチャード・マイヤー」 

 

◆現代建築家ビデオシリーズⅡ（1990年 1月）  

 6.「日本のアヴァンギャルド」 

 7.「脱構築主義の建築」 

 8.「Ｏ.Ｍ.ウンガース」 

 9.「ラルフ・アースキン」 

10.「ロバート・ベンチューリ＆デニス・スコット・ブラウン」 

11.「安藤忠雄」 

 

◆現代建築家ビデオシリーズⅢ 

12.「磯崎新（1）」（1991年 5月）  

13.「磯崎新（2）」（1991年 5月）  

14.「フランク・ロイド・ライト」（1991年 12月）  

15.「フィリップ・ジョンソン」（1992年 5月）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆現代建築家ビデオシリーズⅣ 

16.「ルイス・カーン」（1992年 10月）  

17.「ル・コルビュジエ（1）」（1992年 11月）  

18.「ル・コルビュジエ（2）」（1992年 11月）  

19.「ル・コルビュジエ（3）」（1992年 11月）  

20.「シャルロット・ペリアン」（1993年 9月） 

 

◆現代建築家ビデオシリーズⅤ 

21.「黒川紀章」（1994年 5月） 

22.「ニュー･モダニスト（1）６人のヨーロッパの建築家」（1994年 5月） 

23.「ニュー･モダニスト（2）９人のアメリカの建築家」（1994年 5月） 

24.「バウハウス」（1995年 2月） 

 

◆現代建築家ビデオシリーズⅥ 

25.「アルヴァー・アールト」（1996年 6月） 

26.「ノーマン・フォスター」（1996年 6月） 

27.「ピーター・アイゼンマン」（1996年 6月） 

28.「ルイス・カーン―沈黙と光―」（1996年 6月） 

29.「カルロ・スカルパ」（1998年 4月） 

30.「フランク･ロイド･ライトのグッゲンハイム美術館」（1998年 4月） 

 

◆現代建築家ビデオシリーズⅦ（1999年 4月） 

31.「レンゾ・ピアノ」 

32.「スティーブン・ホール」 

 

◆現代建築家ビデオ/DVDシリーズⅧ（2005年 4月） 

33.「ダニエル・リベスキンド：２１世紀への招待」 

34.「ジャン・ヌーベル：思考の美学」 

35.「サンティアゴ・カラトラバ：神はサイコロを振らない」 

36.「I. M. ペイ：ファースト パーソン シンギュラー」 

37.「ケビン・ローチ」 

38.「フランク・ゲーリー：ビルバオ グッゲンハイム美術館」 

 

 

 

 

   

制作: Michael Blackwood Productions / Arts Council of 
England / Camera 3 Productions / Media Art Services / 
Archy Productions / Digital Classics Distributions / BBC 
co-production in association with NOS TV3 / Oy 
YleisradioAb Svenska TV-enheten in association with 
WNYC and BBC WALLES / Hauere Lawrence 
Productions for BBC and Digital Classics Distribution / 
Astella Pictures Production for LWT 
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◎展覧会 

 

◆現代英国建築展 

英国を代表する建築家 16人の作品をドローイング，建築模型で紹介。 

開催期間: 1987年 9月～11月 

開催地: 東京，大阪，福岡，名古屋，札幌，富山 

主催: デルファイ研究所，A/E/C SYSTEMS JAPAN組織委員会 

後援: 日本建築家協会，ブリティッシュ・カウンシル 

 

◆Ｓ.Ｏ.Ｍ展 ――スカイスクレーパー・アンド・アーバンデザイン―― 

世界の建築をリードしてきた米国最大の設計事務所の作品紹介。 

開催期間: 1988年 9月～11月 

開催地: 東京，大阪 

主催: デルファイ研究所，A/E/C SYSTEMS JAPAN組織委員会 

共催: S.O.M 

後援: アメリカン・センター，日本建築学会 

 

◆レンゾ・ピアノ展 ――環境としての建築，自然と技術との共存―― 

ポンピドゥ・センター，関西国際空港など環境としての建築を目指すイタリアを代表する建築家の 28作品を
紹介。 

開催期間: 1989年 9月～1990年 2月 

開催地: 東京，大阪，名古屋，札幌 

主催: デルファイ研究所，レンゾ・ピアノ展実行委員会 

共催: A/E/C SYSTEMS JAPAN組織委員会（オープニング展）， 

 西武美術館（関西展），都市デザインセミナー運営会議（名古屋展）， 

 東高現代美術館（東京展），レンゾ・ピアノ北海道展実行委員会（北海道展） 

後援: 朝日新聞社，イタリア大使館，日本建築家協会，日本建築学会，フランス大使館 

協力: 関西国際空港株式会社， 

 レンゾ・ピアノ・ビルディング・ワークショップ・ジェノヴァ， 

 レンゾ・ピアノ・ビルディング・ワークショップ・ジャパン 

 

◆フランク・ロイド・ライト ――生きている建築―― 展 

フランク・ロイド・ライトが生涯を通じて提案した“有機的建築”の実例として，写真，ドローイング，
模型，家具，オーナメントなどの主要 60作品および「ユーソニアンハウス」をフルスケールで紹介。 

開催期間: 1990年 10月～1991年 4月 

開催地: 東京，大阪 

主催: デルファイ研究所，フランク・ロイド・ライト展実行委員会， 

 フランク・ロイド・ライト財団，スコッツデール・カルチュラル・カウンシル 

共催: 東京芸術劇場開館記念事業実行委員会（東京都教育委員会） 

後援: 朝日新聞社，アメリカ大使館，日本建築家協会，日本建築学会 

 

◆ルイス・カーン ――建築の世界――  展覧会及び併設事業 

20世紀後半の巨匠ルイス・カーンのはじめての大規模な国際巡回展。53のプロジェクトをドローイング，
スケッチ，模型，写真，映像その他記録文書 380点余りを 6部構成で展示。各巡回展会場のインスタレーシ
ョンは建築家磯崎新氏が担当。 

開催期間: 1992年 9月～11月 

開催地: 高崎，東京 

主催: デルファイ研究所［併設事業］，群馬県立近代美術館，ルイス・カーン日本展実行委員会 

後援: アメリカ大使館，花王芸術文化財団，日本建築家協会，高崎市，日本建築学会 
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◆ミース・ファン・デル・ローエ：ウィル・オブ・エポック展 

近代建築の巨匠ミース・ファン・デル・ローエの建築理念と手法を９つのコンセプト・テーマに分けて展
観。米国時代のプロジェクトを中心にドローイング，スケッチ，模型，写真，映像等で構成。開催期間:

 1994年 3月～5月 

開催地: 東京 

主催: デルファイ研究所，ギャルリー・タイセイ 

 

◆シーザー･ペリ展：アーキテクチュア オブ レスポンス――建築と都市の対話をめざして―― 

都市との調和をめざす建築に取り組むシーザー･ペリの創造のプロセスを，代表的プロジェクトの様々な段
階の模型，モックアップ，スケッチ，ドローイング，写真，映像等で紹介。 

開催期間: 1995年 1月～3月 

開催地: 東京 

主催: デルファイ研究所，フジタ ヴァンテ，シーザー・ペリ展実行委員会 

後援: アメリカ大使館，日本建築家協会，日本建築学会 

 

◆アルヴァー・アールト展 イズムを超えて 

近代建築の均一的な機能や合理性の追求だけではなく，風土や伝統，環境と調和した有機的な建築を生み
出した巨匠として知られるアルヴァー・アールトの作品を展観。模型，ドローイング，写真，家具，照明
器具，木製レリーフ，ディテール，映像等を通してその幅広い活動を紹介。 

開催期間: 1995年 4月～5月 

開催地: 東京 

主催: デルファイ研究所，アルヴァー・アールト展実行委員会，フィンランド建築博物館 

後援: アルヴァー・アールト財団，フィンランド大使館，日本建築家協会，日本建築学会， 

 建築業協会，東京デザインセンター 

 

◆ROOTS 超アジア建築展 風土・記憶・混在 

現代アジアに多様な価値観の共存と葛藤から生まれる創造のエネルギーに注目し，新しいアジアの建築を
模型，写真類，映像等を通して紹介。またその建築が生まれた歴史的・文化的背景を写真，彫刻，仮面，
映像等で紹介。 

開催期間: 1996年 1月～3月 

開催地: 東京 

主催: デルファイ研究所，ROOTS展実行委員会，フジタ ヴァンテ 

後援: 日本建築家協会 

 

◆バルセロナ･モデルニスモの装飾と建築展――建築家ドメネク･イ･モンタネールの世界―― 

19 世紀末バルセロナで発展したモデルニスモ建築を，その中心的な人物ドメネク･イ･モンタネールの作品
を通して紹介。ドローイング，写真を中心として，加えて，陶製タイル･モザイク，鍛鉄などの立体で構成。 

開催期間: 1997年 6月～7月 

開催地: 東京 

主催: デルファイ研究所，ドメネク･イ･モンタネール展実行委員会，フジタ ヴァンテ 

後援: スペイン大使館，カタルーニャ州政府文化部，カネット･デ･マール市，レウス市， 

 ドメネク･イ･モンタネール美術館，日本建築家協会，日本･カタルーニャ友好親善協会 

助成 芸術文化振興基金 

 

◆風呂&SAUNA――沐浴の原点と未来――展 

独自の沐浴文化を発展させてきた日本の風呂とフィンランドのサウナ。古代の岩風呂から現代のサウナま
での変遷を踏まえ，両国の沐浴文化を比較検証する。写真，映像などを中心に紹介。 

開催期間: 1997年 9月～10月，1998年 5月～9月 

開催地: 東京，ユヴァスキュラ（フィンランド） 

主催: デルファイ研究所，風呂&SAUNA展実行委員会 

後援: 外務省，フィンランド大使館，日本フィンランド協会，日本サウナ協会， 

 日本建築美術工芸協会，フィンランドサウナ協会，全国公衆浴場業環境衛生同業組合連合会 
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◆新しい都市環境＝現代英国建築とそのヨーロッパにおけるコンテクスト 

都市環境デザインに新たな基準を確立しつつある現代英国の新世代建築家の最新プロジェクトを，模型や
写真，映像等で紹介。都市と環境への深い関心を示すむそれらの作品を英国以外のヨーロッパの都市にお
ける類似事例とを比較検証。 

開催期間: 1998年 1月～6月 

開催地: 東京，広島 

主催: デルファイ研究所，英国建築・都市環境展実行委員会， 

 ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ,ロンドン，日本経済新聞社（東京展） 

 広島市現代美術館，英国建築・都市環境展実行委員会，ロイヤル・アカデミー・オブ・ 

 アーツ,ロンドン，日本経済新聞社，中国新聞社，中国放送（広島展） 

後援: 外務省，英国大使館，ブリティッシュ・カウンシル，ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ 

 日本名誉委員会，日本建築学会，日本建築家協会（東京展） 

 外務省，英国大使館，広島県，広島県教育委員会，ブリティッシュ・カウンシル，ロイヤル・ 

 アカデミー・オブ・アーツ日本名誉委員会，日本建築学会，日本建築家協会（広島展） 

助成: グレイトブリテン･ササカワ財団 

企業メセナ協議会認定 

 

◆建築の 20世紀展――終わりから始まりへ  展覧会及び併設事業 

２０世紀において多彩な展開を見せた建築・都市分野の重要なプロジェクトや作品を，模型，図面・ドロ
ーイング，写真，映像，再現モックアップ等の膨大な展示資料で紹介。社会事象と密接な関係を持ちなが
ら共に変動した建築･都市を複眼的な視点をもって見直し，新たな時代に向けた展開を示唆。 

開催期間: 1998年 7月～9月 

開催地: 東京 

主催: デルファイ研究所［シンポジウム］， 

 東京都現代美術館，ロサンゼルス現代美術館，日本経済新聞社 

後援: アメリカ大使館，日本建築家協会，日本建築学会 

 

◆アルヴァー・アールト 1898-1976 20世紀モダニズムの人間主義 

20 世紀を代表する建築家・デザイナーであるアルヴァー・アールトの生誕 100 年を記念してニューヨーク
近代美術館が企画した過去最大の回顧展の日本展。空間再現をはじめ，模型，ドローイング，写真，家具，
照明器具，映像等の展示作品を通してその業績を捉え直す。 

開催期間: 1998年 12月～1999年 2月 

開催地: 東京 

主催: セゾン美術館，日本経済新聞社，ニューヨーク近代美術館，アルヴァー・アールト展実行委員会 

企画協力 デルファイ研究所 

後援: 日本建築学会，日本建築家協会，フィンランド大使館 

 

◆リビング・ブリッジ｜居住橋――ひと住まい、集う都市の橋 

中世から現代に至るまで、交通以外のさまざまな機能をもった代表的な居住橋を通じて、その歴史を通観
し、橋を利用した将来の都市の活性化に貢献する可能性について検証。 

当時の橋や都市の様子が描かれた絵画やドローイングが転写されたパノラマのなかに、流水タンクの列を
中心に配し、その上に居住橋の精巧な模型が並ぶ展示空間を構成。 

開催期間: 1999年 1月～8月 

開催地: 北九州，大阪，郡山 

主催: リビング・ブリッジ日本展実行委員会，ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ, ロンドン 

 （北九州展） 

 サントリーミュージアム［天保山］，日本経済新聞社，リビング・ブリッジ日本展実行委員会， 

 ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ, ロンドン（大阪展） 

 郡山市立美術館，リビング・ブリッジ日本展実行委員会，ロイヤル・アカデミー・オブ・ 

 アーツ, ロンドン（郡山展） 

企画構成: デルファイ研究所 

後援: 建設省，英国大使館，ブリティッシュ・カウンシル，ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ 

 日本名誉委員会，日本建築学会，日本建築家協会，土木学会，日本都市計画学会 

助成: グレイトブリテン・ササカワ財団 



Exhibitions -- 展覧会 

 

 

 

◆Tadao Ando - Orte der Kontemplation 

日本・ドイツの文化交流事業"Japan in Deutschland 999-2000"（ドイツにおける日本年）の中心的な行事として
ドイツ・ベルリンにて開催。日本を代表する建築家、安藤忠雄氏の作品を模型、ドローイング等で紹介し、
講演会も開催。 

開催期間: 1999年 9月～11月 

開催地: ドイツ・ベルリン 

主催: ドイツにおける日本年実行委員会 

企画構成 デルファイ研究所 

 

◆ The Architecture of Fumihiko Maki: Modernity and the Construction of Scenery 

国内海外で活躍する日本近代建築を代表する建築家、槇文彦氏の近作を紹介する、英国、ドイツ、デンマ
ーク、フランスを巡る国際巡回展。90年代の 10プロジェクトについて、模型、グラプィックパネル、映像
等で構成。 

開催期間: 2001年 5月～2002年 4月 

開催地: 英国・ロンドン、ドイツ・ベルリン、デンマーク・コペンハーゲン、フランス・パリ 

主催: 槇文彦巡回建築展実行委員会 

企画構成 デルファイ研究所 

 

◆現代デンマーク／デザイン展：デニッシュウェーブ+ ――環境／建築／インテリア 

1990 年代から現代まで、デンマークのすぐれた建築／インテリアデザイン、およびプロダクトデザインを
紹介。現代デンマークの建築／都市／生活にみられる創造性を、グラプィックパネル、模型、家具、プロ
ダクトなどを通して展示。 

開催期間: 2001年 11月～2002年 3月 

開催地: 東京，安城，横浜 

主催: （東京展）デルファイ研究所，日本インテリアプランナー協会協議会，デンマーク建築センター
 （安城展）デルファイ研究所，財団法人安城都市農業振興協会，デンマーク建築センター 

 （横浜展）株式会社横浜みなとみらい２１，デンマーク建築センター 

協力: 都市基盤整備公団 

企画構成: デルファイ研究所 

後援: デンマーク大使館 

 

◆コロニーハウス：世界の建築家 17名がデザインする極小居住スペース 

国際的に著名な各国の建築家が、デンマークに伝統的な市民菜園に付属する小屋「コロニーハウス」をテ
ーマに、自由にデザインし建設が進められているプロジェクト"KOLONIHAVEN"を、模型・ドローイングで紹
介。また、巨匠たちの「コロニーハウス」の内部空間を、日本人建築家・インテリアプランナー/デザイナ
ーか提案する「コロニーハウス・インテリア」も併せて展示。 

開催期間: 2002年 10月 

開催地: 東京 

主催: デルファイ研究所，A/E/C SYSTEMS JAPAN組織委員会，日本インテリアプランナー協会協議会，
 デンマーク建築センター 

後援: デンマーク大使館 

 

◆生命の建築：ガウディとジュジョール 

今世紀初頭スペインを舞台に活躍した、ふたりの建築家に注目した展覧会。写真・模型・ドローイングで
紹介。 

開催期間: 2002年 12月～2003年 1月 

開催地: 横浜 

主催: デルファイ研究所，ガウディとジュジョール展実行委員会，横浜市芸術文化振興財団 

後援: 横浜市，スペイン大使館，日本スペイン協会，日本建築学会，日本建築家協会 

 

 

 

 

 



Exhibitions -- 展覧会 

 

 

 

◆ 安藤忠雄建築展 2003 再生－環境と建築 

日本を代表する建築家・安藤忠雄氏の世界各地に展開する近作 10プロジェクトについて、スケッチ、ドロ
ーイング､模型、映像等で紹介。再生をキーワードに建築と環境との関係を提示。 

開催期間: 2003年 4月～2003年 7月 

開催地: 東京，神戸 

主催: （東京展）東日本鉄道文化財団，東日本旅客鉄道，朝日新聞社，安藤忠雄建築展 2003実行委員会 

 （神戸展）兵庫県立美術館，朝日新聞社，安藤忠雄建築展 2003実行委員会 

後援: （神戸展）兵庫県，兵庫県教育委員会，神戸市，神戸市教育委員会 

企画構成 デルファイ研究所 

 

◆ニューヨーク近代美術館巡回展「谷口吉生のミュージアム」展 

一貫してモダニズムを追及してきた建築家・谷口吉生の建築作品を理解するうえで重要な手がかりとなる
ミュージアム（美術館・博物館）のデザインを通して、非凡な谷口の業績を初めて批評的に考察。ドロー
イング､模型、映像等を紹介。 

開催期間: 2005年 4月～2005年 12月 

開催地: 東京，丸亀，豊田 

主催: （東京展） 財団法人東京オペラシティ文化財団，東京新聞，日本経済新聞社， 

 ニューヨーク近代美術館，谷口吉生展実行委員会 

 （丸亀展） 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館，財団法人ミモカ美術振興財団，四国新聞社， 

 KSB瀬戸内海放送，西日本放送，日本経済新聞社， 

 ニューヨーク近代美術館，谷口吉生展実行委員会 

 （豊田展） 豊田市美術館，中日新聞，日本経済新聞社， 

 ニューヨーク近代美術館，谷口吉生展実行委員会 

後援: アメリカ大使館、日本建築学会、日本建築家協会、日本建築士会連合会、建築業協会 

企画構成 デルファイ研究所 

 

 

 

◆F1 疾走するデザイン FORMULA ONE™ The Great Design Race展 

モータースポーツの最高峰 F1 が発展するプロセスにおいてデザインが果たしてきた役割を、1950 年から
2000年代まで各時代を代表する F1カーを通して紹介。F1カーを構成するさまざまなパーツや、レースやエ
ンジン開発、走行時の映像なども展示。 

開催期間: 2008年 4月～2008年 6月 

開催地: 東京 

主催: （東京展） デルファイ研究所，東京オペラシティ文化財団，読売新聞社， 

   フォーミュラ・ワン展実行委員会 

後援: 日本自動車連盟，国際デザイン交流協会，フジテレビジョン，ブリティッシュ・カウンシル 

企画構成 デルファイ研究所 

 

 

 

[谷口吉郎・谷口吉生]展―金沢が育んだ二人の建築家 

  ニュ－ヨーク近代美術館など、端正な建築を作り出す建築家谷口吉生と実父吉郎の代表作を紹介。 

  混沌とした現代建築の新たな地平を示す展覧会。 

  開催期間   2014年 11月～12月 

  開催地    金沢 

  主催     金沢市、谷口建築展実行委員会 

  企画     アグローブ（現デルファイ研究所） 

 

 

 

 

 



Symposiums -- Conferences -- Tradeshows -- シンポジウム -- 会議 -- 展示会 

 

◎講演会 

◎シンポジウム 

◎コンファレンス 

 

◆「建築と技術における哲学」 

（1987年 9月 東京） 

セドリック・プライス［建築家／英国］ 

磯崎 新［建築家］ 

 

◆「環境としての建築」 

（1988年 9月 東京） 

レンゾ・ピアノ［建築家／イタリア］ 

 

◆「テクノロジーとクラフツマンシップ」 

（1989年 2月 東京） 

ピーター・ライス［構造家／英国］  槇文彦［建築家］ 

 

◆「現代建築の発想」 

（1989年 9月 東京） 

ジャン・ヌーべル［建築家／フランス］ 

 

◆海外建築誌編集長による講演会 

（1989年 11月 東京） 

ヴィットリオ・M・ランプニャーニ［イタリア DOMUS］ 

ピーター・ダービィ［英国 THE ARCHITECTURE REVIEW］ 

ジョン・M・ディクソン［米国 PROGRESSIVE ARCHITECTURE］ 

ジャン・M・ホワイエ［フランス TECHNIQUES & ARCHITECTURE］ 

 

◆「ヒューマン・アーキテクチャー」 

（1990年 2月 東京） 

チャールズ・Ｗ・ムーア［建築家／米国］ 

 

◆「都市の視点」 

（1990年 4月 東京） 

シーザー・ペリ［建築家／米国］ 

 

◆「建築のビルダビリティ」 

（1990年 5月 東京） 

ラファエル・ヴィニオリ［建築家／米国］ 

 

◆安藤忠雄展記念講演会  コーディネーション 

（1999年 9月 ドイツ・ベルリン） 

安藤忠雄［建築家］ 

 

◆槇文彦展記念講演会  コーディネーション 

（2001年 5月～2001年 12月 英国・ロンドン、ドイツ・ベルリン、 

デンマーク・コペンハーゲン） 

槇 文彦［建築家］ 

 

◆「建築に夢をみた」  コーディネーション 

（2003年 10月 東京） 

安藤忠雄［建築家］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ルイス・カーン展開催記念シンポジウム 

（1992年 10月 東京） 

パネラー:   デニス・S・ブラウン［都市計画・建築家／米国］ 

 ロバート・ヴェンチューリ［建築家／米国］ 

 磯崎 新［建築家／日本］ 

 槇 文彦［建築家／日本］ 

司   会:   香山壽夫［建築家／日本］ 

 

◆ミース・ファン・デル・ローエ展開催記念シンポジウム 

（1994年 3月 東京） 

パネラー: 植田 実［建築評論家／日本］ 

 岡部憲明［建築家／日本］ 

 高山正実［建築家／日本］ 

 

◆シーザー・ペリ展開催記念シンポジウム 

（1995年 1月 東京） 

パネラー: シーザー･ペリ［建築家／米国］ 

 槇 文彦［建築家／日本］ 

司  会: 小林克弘［建築家／日本］ 

 

◆アルヴァー・アールト展開催記念シンポジウム 

（1995年 4月 東京） 

講  師: 芦原義信［建築家／日本］ 

パネラー: 山本理顕［建築家／日本］ 

 内藤 廣［建築家／日本］ 

  木村丈夫［建築家／日本］ 

司  会:  伊藤大介［建築家／日本］ 

 

◆ROOTS展開催記念シンポジウム 

（1996年 1月 東京） 

パネラー:  張清嶽［建築家／台湾］ 

 カラン・グローバー［建築家／インド］ 

 ジミー・リム［建築家／マレーシア］ 

 長島孝一［建築家／日本］ 

 中村 勉［都市計画・建築家／日本］ 

司  会:  加藤友義［建築家／日本］ 

 

◆新しい都市環境展開催記念シンポジウム 

（1998年 1月 東京） 

パネラー:  安藤忠雄［建築家／日本］ 

 鈴木博之［建築史家／日本］ 

 テリー・ファレル［建築家／英国］ 

 ロバート・マックスウェル［建築史家／英国］ 

司  会:  ピーター・マレー［建築評論家／英国］ 
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◆建築の 20世紀展開催記念シンポジウム 

（1998年 7月 東京） 

パネラー:  荒川修作［アーティスト・建築家／日本］ 

 入江経一［建築家／日本］ 

 小嶋一浩［建築家／日本］ 

 ジャン＝ルイ・コーエン［建築史家／フランス］ 

 エリザベス A.T.スミス［建築評論家／米国］ 

司  会:  植田 実［建築評論家／日本］ 

 

◆北九州市制 35周年記念まちづくり第 68回シンポジウム 

（1998年 6月 北九州） 

パネラー:  渡辺文雄［俳優・エッセイスト］ 

 團 紀彦［建築家］ 

 キャサリン・フィンドレイ［建築家］ 

司  会:  伊東 孝［日本大学教授］ 

 

◆北九州市制 35周年記念まちづくり第 70回シンポジウム 

（1999年 1月 北九州） 

講  師:  槇 文彦［建築家］ 

対  談:  マリ・クリスティーヌ［異文化コミュニケーター］ 

 宮本隆治［アナウンサー］ 

 

◆ecobuild2004, IPEC21-2004, A/E/C SYSTEMS JAPAN2004 

シンポジウム「ひと･環境･デザイン 日本の住居と環境」 

（2004年 10月 東京） 

パネラー:  荒川修作［コーデノロジスト］ 

 隈 研吾［建築家］ 

 藤森照信［建築家／建築史家／東京大学生産技術研究所教授］ 

司  会:  丸山洋志［建築家］ 

 

 

 

◆国際オフィス環境４ヶ国会議 

（1987年 6月） 

 

◆第１回建築デザイン会議 IN KUROBE 

（1987年 11月） 

ゲスト: リチャード・ロジャース 

 

◆第２回建築デザイン会議 IN KUROBE 

（1988年 11月） 

ゲスト: アジア建築家会議ＡＲＣＡＳＩＡ参加７ヶ国代表 

ゲストスピーカー: 江本佳隆，シー・ユー・チェン，林 信夫， 

生井英考，中沢新一，南條史生，中筋 修，早川邦彦，植田 実 

 

◆第３回建築デザイン会議 IN KOYASAN 

（1989年 10月） 

ゲスト: 海外建築誌編集長 

ゲストスピーカー: 伊藤俊治，植島啓司，川島 透，庄野泰子， 

建畠 晢，室井 尚，山内晴雄 

 

 

 

 

 

 

 

◆第４回建築デザイン会議 IN KUROBE ＊ 

（1990年 11月） 

ゲスト: 樋口裕康，エリック・オーエン・モス 

ゲストスピーカー: 坂本一成，岡崎乾二郎，立川直樹， 

宮本隆司，渡辺邦夫，八束はじめ，太田省吾 

 

◆第５回建築デザイン会議 ON THE SEA ＊ 

（1991年 10月） 

ゲスト: ヴィム・ヴェンダース 

 

◆第６回建築デザイン会議 IN KUMAMOTO ＊ 

（1992年 11月） 

 

◆第７回建築デザイン会議 IN TOKYO ＊ 

（1993年 10月） 

ゲスト: 安藤忠雄，磯崎 新，伊東豊雄，原 広司，槇 文彦 

 

◆第８回建築デザイン会議 IN KYOTO 

（1994年 10月） 

 

◆第９回建築デザイン会議 IN YOKOHAMA 

（1995年 10月） 

＊会議参加者による併設展開催 

 

◆東濃研究学園都市大説明会 

～世界のマテリアルパークをめざして   コーディネーション 

（2004年 8月 東京） 

 

 

 

 

 

◎ビジネススクール 

 

◆第１回 M.I.T.ファシリティマネジメントスクール 

（1989年 6月～7月） 

 

◆第２回 M.I.T.ファシリティマネジメントスクール  

（1990年 6月～7月） 

 

◆第３回 M.I.T.ファシリティマネジメントスクール  

（1991年 6月～7月） 

 

◆第４回 M.I.T.ファシリティマネジメントスクール  

（1992年 7月） 

 

◆第５回 M.I.T.ファシリティマネジメントスクール  

（1993年 7月） 

 

主催： マサチューセッツ工科大学［M.I.T.］， 

 デルファイ研究所， 

 日本ファシリティマネジメント協会 

会場：  マサチューセッツ工科大学［米国ボストン］ 

 

 



Symposiums -- Conferences -- Tradeshows -- シンポジウム -- 会議 -- 展示会 

 

 

◎展示会 

 

◆A/Eショーケース 

開催期間: 1985年 9月 

開催地: 東京 

主催: 日本建築学会 

企画構成: デルファイ研究所 

 

 

 

◆都市づくり先進情報技術展 IT CITY PLATFORM in GIFU 

情報技術（IT）を活用した都市づくりに関する新技術展。 

 

第１回都市づくり先進情報技術展 IT CITY PLATFORM in GIFU  （2000年 3月） 

第２回都市づくり先進情報技術展 IT CITY PLATFORM in GIFU  （2001年 3月） 

 

開催地:  岐阜メモリアルセンター，未来会館，長良川国際会議場 

主催:  岐阜県 

共催:  デルファイ研究所 

後援:  警察庁，国土庁，運輸省，郵政省，建設省，自治省，中部通商産業局 

協賛:  （社）岐阜情報産業協会，（社）岐阜県建設業協会，（社）岐阜県建築工業会，（社）岐阜県測
量設計業協会，（社）岐阜県建築士会，（社）岐阜県建築士事務所協会，（財）岐阜県建設技術
センター，岐阜県都市計画協会，（財）ソフトピアジャパン，（株）ＶＲテクノセンター，ＶＲ
テクノジャパン振興会，全国地域情報化懇談会，岐阜県地域情報化産業懇話会，国土空間デー
タ基盤推進協議会，道路・交通・車両インテリジェント化推進協議会，（社）日本経営協会，
全国地域情報産業団体連合会，（社）新交通管理システム協会，（財）日本建設情報総合センタ
ー，（財）都市みらい推進機構 

 

 

 

◆建築新技術展／国際セミナー A/E/C  SYSTEMS  JAPAN 

日本最大の建築・都市分野向け新技術及びコンピュータ技術総合展。 

 

第１回建築新技術展／国際セミナー A/E/C SYSTEMS JAPAN '86 

 ～ 

第１９回建築新技術展／国際セミナー A/E/C SYSTEMS JAPAN 2004 毎年秋（9月・10月）に開催。 

 

開催地:  東京・池袋サンシャインシティ ［1986～1996，1999～2001年］ 

 東京ビッグサイト ［1997・98・2003・04年］ 

主催:  A/E/C SYSTEMS JAPAN組織委員会，デルファイ研究所 

後援:  国土交通省，経済産業省，文部科学省， 

 アメリカ大使館商務部，日本建築学会，土木学会［2004年］ 

協賛:  建築業振興基金，建設コンサルタンツ協会，建設業協会，建築行政情報化センター，建築設
備技術協会，国土空間データ基盤推進協議会，社会経済生産性本部，全国建設業協会，日本
橋梁建設協会，日本建材産業協会，日本建設機械化協会，日本建設情報総合センター，日本
建築家協会，日本建築協会，日本建築構造技術者協会，日本建築士会連合会，日本建築士事
務所協会連合会，日本建築センター，日本都市計画学会，日本土木工業協会，日本ファシリ
ティマネジメント推進協会，ニューオフィス推進協議会［2004年］ 
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◆すまい・建築・都市の環境展 

エコビルド ECOBUILD 

住まいづくりから街づくりまでを対象に環境分野の新技術総合展・セミナーと優れた環境建築の表彰。 
 

第１回エコビルド ECOBUILD 2000 

 ～ 

第７回エコビルド ECOBUILD 2008 毎年秋期（9～11月）に開催。 

 

開催地:  東京・池袋サンシャインシティ ［2000，2001年］ 

 東京ビッグサイト ［2002～2007年］ 

主催:  エコビルド実行委員会，デルファイ研究所 ［2000，2001年］ 

 エコビルド実行委員会，NPO法人グリーンシティ推進機構 ［2003年］ 

 エコビルド実行委員会，SB05Tokyo日本組織委員会，（財）建築環境・省エネルギー機構 ［2004，
2005年］ 

 エコビルド実行委員会，（財）建築環境・省エネルギー機構 ［2007年］ 

共催:  デルファイ研究所 

後援:  国土交通省，経済産業省，環境省，林野庁，東京都，（独）都市再生機構，住宅金融公庫，
（独）建築研究所，（社）空気調和・衛生工学会，（社）都市住宅学会，（社）土木学会，（社）
日本建築学会，（社）日本造園学会，（社）日本都市計画学会，（社）建築業協会，（社）日本
建築家協会，（社）日本建築士会連合会，（社）日本建築士事務所協会連合会［2006年］ 

協賛： 板硝子協会，硝子繊維協会，（財）建材試験センター，（財）建築技術教育普及センター，建
築・住宅国際機構，（社）建築・設備維持保全推進協会，（社）住宅生産団体連合会，（財）
住宅保証機構，(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター，（社）新都市ハウジング協会，
（社）全国市街地再開発協会，（社）全国木材組合連合会，電気事業連合会，（社）日本ガス
協会，（社）日本建材・住宅設備産業協会，（財）日本建築センター，（社）日本住宅建設産
業協会，（社）日本ツーバイフォー建築協会，（社）日本鉄鋼連盟，(社)日本ビルヂング協会
連合会，（社）日本木造住宅産業協会，（社）不動産協会，（社）プレハブ建築協会，（財）ベ
ターリビング，（社）リビングアメニティ協会，ロックウール工業会［2007年］ 

 

 

エコビルド賞 ECOBUILD AWARDS 

 

｢地球環境・建築憲章｣の趣旨に沿って取組みがなされた建築、都市計画、これに類する実施
されたプロジェクトを対象に募集し、「すまい・建築・都市の環境展 ecobuild（エコビルド）」
内にて公開審査を行い、エコビルド賞を選出、顕彰する。 

 

第１回エコビルド賞    （2002年） 

 ～ 

第７回エコビルド賞    （2008年） 毎年エコビルド展にて開催。 

 

主催:  エコビルド実行委員会，デルファイ研究所 ［2002年］ 

 エコビルド実行委員会，［2003～2008年］ 
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◆インテリアのプロと企業をつなぐ国際展示会とセミナー 

IPEC:INTERIOR PRO EX CO 

 

２１世紀の生活環境をリードする質の高いインテリア市場を構築することを目的として開催される国
際展示会。 

 

第３回 IPEC21-2003 

 ～ 

第８回 IPEC21-2008   毎年秋期（10～11月）に開催。 

 

開催地:  東京ビッグサイト 

主催:  JIPA有限責任中間法人日本インテリアプランナー協会 

共催: デルファイ研究所 

特別協賛： （社）日本インテリアデザイナー協会，（社）日本商環境設計家協会， 

（社）インテリア産業協会 

後援： 国土交通省，経済産業省，住宅金融公庫，都市再生機構，日本貿易振興機構，（財）建築技
術教育普及センター，（財）建築環境・省エネルギー機構，（財）ベターリビング，（財）住
宅リフォーム・紛争処理支援センター，（財）日本住宅・木材技術センター，（社）日本建築
学会，日本インテリア学会，（財）日本建築センター  ［2006年］ 

協賛: （社）日本建築家協会，（社）日本建築士会連合会，（社）日本建築士事務所協会連合会，（社）
公共建築協会，（社）日本建築美術工芸協会，（社）日本ファシリティマネジメント推進協会，
（社）リビングアメニティ協会，（社）文教施設協会，（社）国際家具産業振興会，（社）日
本オフィス家具協会，（社）日本ディスプレイデザイン協会，（社）住宅生産団体連合会，
（社）東京建築士会，（社）ニューオフィス推進協議会，日本壁装協会，日本木材青壮年団
体連合会，（株）東京デザインセンター，（株）リビング・デザインセンター，（社）国際観
光施設協会，（社）日本インテリアファブリックス協会，（社）商業施設士技術者・団体連合
会  ［2007年］ 

 

デザイナーズ・ショーケース DESIGNERS SHOWCASE 

インテリアを中心にさまざまな分野のデザイナーの空間デザインやアイデアを、インテリア
関連企業とのコラボレーションにより実体化し、IPEC21にて展示・発表するプレゼンテーシ
ョン・プログラム。 

国際家具展 Salon du Meuble de Paris 特別出展（2004, 2005, 2006年フランス・パリ） 

 

◎トークイベント・交流会 

 

◆@round リアルトークシリーズ 

 「－ 世界で働く！ 失敗もまた楽し －」 

これから海外で働きたいと考えている人々を支援するためのトークイベント。欧州編、米国編、アジア 

編の 3回にわたり各地の設計事務所や現場で実務の経験がある方々をゲストに迎え現地で自ら体験した 

リアルな職場の事、失敗、挫折、日常的な出来事を話すシリーズ。 

主催：一般社団法人国際建築活動支援フォーラム 

   株式会社アグローブ（現 株式会社デルファイ研究所） 

協力：キャベッジネット 

 

◆Japan – Singapore Architecture Forum 2016 Hanoi 
 日本‐シンガポール建築フォーラム２０１６  

「Cross Collaboration」 
若手建築家、ゼネコン建築部を中心に日本の「建築力」をアピールし、地元シンガポールの建築家、 

不動産、デベロッパー関連企業との交互協力「Cross Collaboration」を目指し、将来的なパートナーを見つ 

けるためのフォーラムと展示会。ASEAN諸国を 3年間で 6都市巡廻する。 

主催：公益社団法人日本建築家協会 

   一般財団法人国際建築活動支援フォーラム 

   株式会社デルファイ研究所 

日時：展示 2016年 3月 12日‐3月 25日 １Fロビー 

   フォーラム 2016年 3月 18日 ５F function hall 

会場：シンガポール Urban Redevelopment Authority（都市再開発局-URA）  
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◆Japan-Vietnam Architecture Forum 2016 Hanoi & 2017 Ho Chi Minh City 
日本・ベトナム建築フォーラム２０１６ハノイ ＆ ２０１７ホーチミン 

シンガポールイベントに引き続きベトナムで 2都市、ハノイ、ホーチミンを巡廻。 

2016ハノイ- - 共催：ベトナム建設省 

日時：2016年 9月 27日、28日 会場：メリアハノイホテル  

ゲストスピーカー：児島一浩(Cat)、 Vo Trong Nghia (VTN architects) 

2017ホーチミン- - 共催：ホーチミン建築家協会 

日時：2017年 2月 20日、21日 会場：GEM Center 

ゲストスピーカー：伊東豊雄、Vo Trong Nghia (VTNA)、Nguyen Hoang Manh (MIA)  

 

◆Japan-Indonesia Architecture Forum 2017 Jakarta 

主催：JSB； 主管：デルファイ研究所； 共催：インドネシア建築家協会 

日時：2017年 11月 9日、10日  会場：フェアモント・ジャカルタ ホテル 

ゲストスピーカー：伊東豊雄、平田晃久 

 

◆Japan-Vietnam Architecture Forum 2018 Ho Chi Minh City 

主催：JSB； 主管：デルファイ研究所； 共催：ホーチミン建築家協会 

日時：2018年 1月 23日、24日  会場：レックス・サイゴン ホテル 

ゲストスピーカー：槇文彦、小林博人 

 

◎事務局機能 

建築・デザイン、建設に携わるさまざまなイベントや団体・組織の事務局機能を担当。 

 

◆特定非営利活動法人 グリーンシティ推進機構 

www.delphi.co.jp/npogreen/ 

自身のまわりの環境や人々への思いやり、そして自然環境、地球環境も思いやる、共同性に溢れた豊か
な生活を実現できる街づくりを、ハードとソフトの両面から目指す組織。住まい手である一般市民、建
築・建設業に関わる人々、環境保護に取り組む人々との、情報交流ならびに、技術の普及・向上を図る、
タウンミーティング、シンポジウム、セミナー、展示会を、企画・開催。 

2001年 12月法人認証（東京都） 

 

◆Forum Japan for Architecture and Urban Environment 

旧WORLD CITY FORUM／ワールドシティフォーラム 

Forum Japan for Architecture and Urban Environment（呼称：FORUM JAPAN フォーラムジャパン）は、
UIA2011TOKYO（国際建築家連合 2011年東京大会）日本組織委員会の部会のひとつで、日本の建築を世界
にアピールし、国内外の建築関係者間の交流を促進する組織。  

 

 

◆第２４回国際建築家連合２０１１東京大会 企画・運営参画 

世界１１５ヵ国５１００人の建築家が集まる世界大会の企画・運営支援 

開催期間    2011年 9月～10月の 7日間 

開催地      東京  

主催        ＵＩＡ国際建築家連合 ＵＩＡ２０１１東京大会組織委員会 

会場        東京国際フォーラム他都内各地 

 

国際会議 
◆アジア都市サミット 
  テーマ   アジアの持続可能な未来都市 
  日時    2011年 9月 27日 
  会場    東京 日本橋三井ホール 
  主催    国際建築家連盟東京大会日本組織委員会 
  共催    朝日新聞社 
  企画・プロデュース  金子悦輝 
  パネリスト  黄 艶（北京市都市計画委員会主任） 
         金 考珠（ソウル市住宅本部長） 
         モハマド・マリキ・ビン・オスマン（シンガポール国家開発省政務官） 
         村山 寛司（東京都副知事） 
  司会     横山 禎徳（社会システムデザイナー） 

 

 
    
       
    
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◆世界建築雑誌編集長会議 
   テーマ  世界の建築ジャーナリズムの未来 
   日時   2011年 9月 29日 
   会場   日本橋三井ホール 
   主催   国際建築家連盟日本組織委員会 
   企画・プロデュース 金子悦輝 
   パネリスト ドムス編集長（伊） 
          アーキテクチュア レビュー編集長（英） 
          アーキテクチュアル レコード編集長（米） 

   日経アーキテクチュアー編集長（日） 
   司会   古市徹雄（千葉工業大学教授） 

 

 

◆訪日視察団企画・アレンジメント 

   世界屋上緑化訪日調査団（中国） 

   時期   2013年 7月 

   団体   世界頂上緑化協会 

   訪問先  東京都、公益財団法人都市緑化機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


