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わが国で建築革命がはじまって以来、長い歳月が流れた。わが国の

建築家、建設者はこれまで、偉大な領袖
キム

金
イル

日
ソン

成同志の遠大な建築構想に

したがって、党の建築創作方針を貫徹するため高い忠誠心と創作的知恵

を遺憾なく発揮することによって、新しく独創的で革命的な朝鮮式のチ

ュチェの建築をりっぱに創造して祖国の様相を一新し、チュチェ朝鮮の

偉容を全世界に誇示した。これはわが党の建築創作方針がもたらした貴

重な結実であり、党と領袖にかぎりなく忠実な建築家、建設者が達成し

た誇らしい成果である。

わが国の建築家、建設者が世界ではじめて革命的な朝鮮式のチュチ

ェの建築を創造した結果、朝鮮は社会主義・共産主義建築創造の発祥地

となり、モデルとなった。

建築革命を起こし、朝鮮式の建築を創造する過程でチュチェの建築

理論が全一的に体系化され、建築と社会、建築と人間の相互関係がもっ

とも科学的に、全面的に解明され、労働者階級の党が建築創造において

一貫して堅持すべき建築の創作理論と形成理論および指導方法が確立さ

れた。

チュチェの建築理論は、チュチェ時代の要請と人民大衆の志向と要

求をりっぱに具現する社会主義的・共産主義的建築を創造するためのも

っとも科学的で革命的な建築学説であり、偉大な建築綱領である。

われわれは、チュチェ時代の要請と人民大衆の志向と要求を実現す

るための建築革命の過程で豊かに発展し、社会主義的・共産主義的建築

創造の実践を通してその科学性と正当性が立証されたチュチェの建築理

論をりっぱに具現することによって、新しく独創的かつ革命的な朝鮮式

の建築を創造し、その生命力を十分に発揮しなければならない。
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Ⅰ　建築と社会

１　建築は社会・歴史の創造物である

建築は、人間の生活と活動に必要な精神的・物質的条件を保障する

手段である。

建築は人間の生活と切り離すことのできない関係にある。人間は住

みよい住宅があってむつまじい家庭生活を営み、工場があって機械を製

作し、織物を織り、劇場や映画館、公園や遊園地があって文化的な生活

を享受することができる。

建築は人間の創造的労働によってもたらされた創造物のなかで、人

間生活ともっとも密接な関係にある。建築物がなくては、初歩的な物質

生活条件を保障することも、生活を維持することもできない。

人間があるために建築があり、建築があるために人間の生活がいっ

そううるおうのである。建築が人間の生活と密接に結びついているため、

人類は古くから建築物を人間生活の 3大必須要素の一つとして規定し、

その創造と発展に大きな関心を払ってきた。

建築は社会・歴史の産物である。

建築は社会の発生とともに発生し、社会の発展とともに発展してきた。

建築は人間の生活上の要求と志向を反映し、人間の物質・精神生活

をみたすことを重要な使命とする。人間の自主意識と創造的能力がきわ

めて微弱であった原始共同体社会では、不利な自然現象と猛獣の襲来か

ら自身を守り、神と祖先につかえることが物質的・精神的要求となって
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いた。原始共同体社会では、このような社会的要請を反映して、
たて

竪
あな

穴住

居やドルメン、メンヒルが「創造」されたのである。社会が発展し、人

間の自主意識と創造的能力が向上するにつれて、原始人はしだいに生活

空間を自分の要求に即して目的意識的にととのえようと努め、建築創造

において一定の美的要求を提起し、それを実現するために努力した。こ

うして建築に芸術性がそえられるようになった。建築創造の過程は人間

の物質的富の創造過程と芸術的創作活動の過程であるため、厳密な意味

では建築の発生は建築物に芸術性がそえられたときからであるといえる。

人類社会が原始共同体社会から奴隷制社会へ、奴隷制社会から封建

社会へ、封建社会から資本主義社会へと発展するにつれ、人間の自主意

識と創造的能力は向上し、物質生活の要求が多様になり、それに応じて

建築も発展するようになった。生産力と生産関係、科学技術と文化の発

展は、建築の発展をさらに促した。工場をはじめ社会の物質的富を生産

するさまざまな生産用建築物が建設、拡張され、多様な生活上の要求を

充足させるための各種の公共建築物が建設され、村落と都市がしだいに

大規模に発展するようになった。木造建築から鉄筋コンクリート建築へ、

平屋建築から多層建築へ、単純な類型や構造から複雑な類型や構造への

建築の発展は、生産力と科学技術、文化の発展と切り離しては考えられ

ない。しかし生産力と科学技術、文化の発展も人民大衆によってなされ

るのである。建築発展の決定的要因は、社会発展の基本原動力である人

民大衆である。

建築は人民大衆の創造的知恵と労働力、芸術的活動によって創造さ

れる。そのため、建築にはその時期の人間の物質的要求と生活習慣、感

情、情緒、美的趣味などの人間生活が総合的に反映される。

社会的関係のなかで発生、発展する建築は、当代社会の支配的な思

想と社会関係を反映し、それによって一貫されている。
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搾取社会では、搾取階級の反動的な思想・意識が社会の支配的な思

想となり、それは建築の健全な発展を妨げる。封建的な経済的土台の崩

壊と産業資本主義の経済的土台の確立、建築の商品化によって、建築の

発展史には反動的なブルジョア建築思想が発生し、建築分野にさまざま

な建築風潮と流派があらわれるようになった。資本主義社会の反動的な

支配階級の思想と社会関係によって、封建社会の産物である宮殿、寺院、

城郭のごとき非生産建築は押しやられ、利潤追求を目的とする大規模の

生産用建築と市場、銀行、デパートといった各種商業建築が大々的に建

設されるようになった。

資本主義社会では勤労人民大衆の創造的労働によって物質的土台と

科学技術は発達したが、社会の支配思想と政治的・道徳的理念はさらに

反動化し、それによって支配される建築芸術はいっそう反人民的で退廃

的なものに転落した。

資本主義社会は建築の健全な発展を抑制する作用を及ぼした。人民

大衆が政治的、経済的に従属させられている社会では、社会の経済的土

台が発達してもその社会の支配思想はそれに相応した先進思想に発展す

るのでなく、さらに反動化し、人民大衆はその反動思想と文化に束縛さ

れる。資本主義社会では建築創造の物質的手段がすべてごく少数の財閥

の手中にあり、建築はかれらの享楽と利潤追求に全的に奉仕しており、

建築家と建設者は、ただ生きるために金銭の奴隷になって仕方なく働く

ので、人民大衆のための建築など考えることすらできない。

人民大衆が自然と社会の主人となった社会主義社会では、労働者階

級の革命思想が建築創造の指導指針となり、建築にりっぱに反映される。

われわれの時代の労働者階級のもっとも偉大な革命思想はチュチェ

思想である。チュチェ思想は、人間があらゆるものの主人であり、すべ

てを決定するという哲学的原理にもとづく人間中心の思想である。社会
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主義的建築は、チュチェ思想を指導指針として創造され発展する。社会

主義社会では人民大衆の利益の見地から建築にのぞみ、人民大衆の活動

を基本にして建築の発展にのぞむ観念と立場にもとづいて建築創造が進

められる。チュチェ思想を思想的・理論的基礎にして発生、発展し、チ

ュチェ時代の要請を反映している社会主義的・共産主義的建築は、勤労

人民大衆に奉仕するもっとも革命的な建築である。

建築は階級性をおびる。建築の階級性は、それがどの階級の利益を

反映し、どの階級に奉仕するかによって規定される。階級社会では階級

性を離れた超階級的な建築はありえず、また存在したこともない。

搾取社会では搾取階級が社会を支配し人民大衆を抑圧し、豪奢な生

活を営む社会的地位と特典を国家権力によって保障されるため、建築も

搾取階級に奉仕する。封建時代の建築物は、当代の支配階級であった封

建地主などの搾取階級の生活方式を反映しており、資本主義社会の建築

物は、資本家の反人民的で退廃的な物質的・精神的生活を反映していた。

資本主義社会での産業の工業化と機械化は、中世に限られた範囲内

で存在していた労働対象にたいする人間の美的関係を完全に死滅させ、

農民のあいだに残っていた建築の人民的要素をも破滅させた。人民的で

先進的な建築の発展ははなはだしく抑制され、搾取階級の要求と感情、

趣味にかなった退廃的で反動的なブルジョア的建築が羽振りをきかせる

ようになった。独占資本主義時代にいたって経済的土台と科学技術はさ

らに発展したが、建築の思想性・芸術性はかえっていっそう反動化、退

廃化した。

建築と社会発展との矛盾を克服し、真の人民の建築を創造するため

には、搾取社会を根本的にくつがえさなければならない。そういう意味

で、建築史は社会・歴史の一部分であり、勤労人民大衆は建築史の主体

であると同時に建築発展の原動力であるといえる。
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人民大衆は建築史発展の主体ではあるが、搾取社会では主人として

のしかるべき地位を占めることができず、主人としての役割を果たすこ

ともできない。勤労人民大衆が建築芸術の主人としての地位を占め、主

人としての役割を果たすためには、国家権力と生産手段を掌握し、自己

の要求と志向にかなった建築を創造できる社会主義制度を樹立しなけれ

ばならない。

社会主義社会において建築創造は人民大衆自らの事業となり、かれ

らの創意と底知れない力によって建築が創造され、急速に発展する。こ

れは、社会主義的建築の発展過程が自然と社会における勤労人民大衆の

地位を強め、その役割を 大限に強める過程であることを示している。

搾取社会では人民大衆が自己の建築をもつことができず、またもて

るわけもない。もちろん、搾取社会でもすべての建築物が人民大衆の創

造的労働と知恵、技術によって創造されるのは事実であるが、全的に人

民大衆の要求と志向に即して創造されるのではない。搾取社会では人民

大衆が建築物を所有することも、享有することもできない。

建築物の創造には莫大な物質的富と資金を要するので、搾取社会で

は個々の建築家が心から人民のための建築を創造しようとしてもそれは

不可能である。かりに、人民のための建築創造に必要な物質的富と資金

があるとしても、搾取階級はそれが建築の創造に利用されるのを放置し

ない。搾取社会で創造される建築の先進的で人民的な性格は、人民大衆

がその生活上の要求に即して巧緻な建築術と限られた資材で建てた素朴

な住宅や、かれらの創造的労働と知恵、技術の反映によってなされる先

進的で人民的な要素くらいにしか見いだすことができない。搾取社会の

建築に先進的で人民的な性格が反映される理由はまさにここにある。

搾取社会は徹頭徹尾、反人民的な社会であるため、その反映である

建築も反人民的な性格をおびる。



9

こんにち、資本主義社会のブルジョア建築家は「ヒューマニスティ

ックな建築」「ヒューマン建築」を唱えているが、それは人民大衆を欺

き、ブルジョア的建築の反動性と反人民的な本性をおおいかくすための

詭弁にすぎない。

社会主義革命の勝利と社会主義制度の樹立は、人類の建築発展にお

いて真の人民的建築の新時代を開いた。

本来の意味からして社会主義は人民大衆中心の社会である。人民大

衆があらゆるものの主人であり、すべてが人民大衆に奉仕する社会主義

社会において、建築は人民大衆の要求と志向を具現する。

社会主義的建築は、人民大衆への労働条件、生活条件、休息条件の

十分な保障を基本的使命とする。

建築創造における労働者階級性と人民性の具現は、社会主義的建築

の階級的性格とその本質を規定する基本的徴表である。

奴隷制社会から資本主義社会にいたるすべての搾取社会は、それ相

応の反動的で反人民的な建築を生んだが、人民大衆が歴史の自主的な主

体となっている社会主義社会は、もっとも革命的で人民的な建築の創造

を可能にした。これは、社会・歴史の創造物としての建築発展の必然的

帰結である。

建築は国の様相を総合的に、直観的に表現する。建築を見ればその

国の政治、経済、文化の発展状況を知ることができる。

社会・政治制度は国の建築創造方向とその階級的性格を規定し、建

築はその社会の階級的本質を表現する。

搾取社会で搾取階級が都心部や景勝地に権力機関の建物を建て、歓

楽街を設け、豪邸を建て、ビルディング街を建設するのは、権勢と威厳

を誇り、人民大衆を威圧しておびえさせ、自分たちに従順にしたがわせ

るためである。搾取社会の都市建設方式は、反動的で反人民的な政治制
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度の産物である。

社会主義社会は搾取社会とは違って、都心部や景勝地に劇場、映画館、

デパート、住宅を配置し、公園をつくって、都心部がにぎわい、人民の

喜びと幸せがみちあふれるようにする。われわれがこれまで高品位の金

鉱が大量に埋蔵されている
ミョ

妙
ヒャン

香山を開発せず休養地として整備したのは、

金の価値を知らないからでもなければ、他の国に比べて暮らしが豊かで

あるからでもなく、人民により幸せな生活条件と文化的な休養条件を保

障するためであった。このような措置は、社会主義制度の本性に完全に

合致するもので、社会主義制度の優越性を如実に示すものである。

国の経済的威力と科学技術および文化の発展は、建築創造の成果を

保証し、建築を通じて示される。

経済と科学技術、文化は建築規模の膨大さ、その質と経済性、芸術

性を規定する。威力ある経済は建築創造を大がかりに推進できる前提と

なり、高度の科学技術は建築創造における工業化、現代化、科学化、合

理化を実現し、近代的で経済的な建築を創造できるようにする。文化の

発展は人間の思想・意識を高め、美的感情を豊かにし、建築にたいする

高度の美的要求を提起し、新しい建築の創造を可能にする。

朝鮮の建築史は、建築の発展において経済と文化の発展が果たす役

割の重要性をいっそう明らかに証明している。

こんにち、世界的にわが国のように建設が盛んな国はなく、建築が

速やかに発展している国もない。わが国では毎年、一つの対象に数千、

数万トンの鋼材を要する大規模の建築物にしても数多く建設している。

われわれは、朝鮮式に建築を創造して人民の世紀的願望と理想をりっぱ

に実現しつつある。われわれはこれまで、チュチェ思想の旗を高くかか

げて経済建設と文化建設を力強く推進し、社会主義の自立的民族経済の

強固な土台を築き、科学と技術、文化を主体的立場で発展させたため、
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膨大な建設をおこない、チュチェ建築の大花園を開くことができたので

ある。比べようもない規模で進められる建設、世界的境地に達したチュ

チェ建築は、わが国の社会主義の自立的民族経済の威力と主体的な民族

文化発展の全容を誇示している。

建築は国の政治、経済、文化の全容を直観的に、総合的に示すので、

どの時代、どの社会においても例外なく建築創造に大きな意義を与え、

力を注ぐのである。

人類が創造した建築物は、物質的生産物であると同時に精神的生産

物でもある。人間の精神的活動なしに創造される建築はなく、物質的材

料を使わずになされる建築もない。建築創造は人間の精神的活動からは

じまり、肉体的活動と物質的材料によって完成される。

精神的活動は建築創造の前提であり、肉体的活動と物質的材料はそ

の保証である。

建築は人間の創造的労働によってもたらされた社会の物質的および

精神文化的財産である。

建築は社会の物質的および精神文化的財産として、物質的・実用的役

割と認識的・教育的役割を果たす。建築は概して実用芸術ともいわれる。

実用性と思想性・芸術性は、建築の本質的属性である。

実用性は人間の物質的要求にかかわる属性であり、思想性・芸術性

は人間の思想的・美学的要求にかかわる属性である。

思想性・芸術性がともなうところに、科学技術としての建築が他の

科学技術と区別される特徴があり、反対に、実用性がともなうところに、

芸術としての建築が他の芸術と区別される特徴がある。

実用性と思想性・芸術性は、建築の本質的属性であり、相互に有機

的に統一されている。

実用性と思想性・芸術性とのつながりを正しく理解できないと、建
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築創作においてブルジョア的誤りを犯すことになる。建築は人間の物質

生活条件をととのえ、生活上の実用性を保障することが重要な使命だか

らといって、それを絶対化し、芸術性・思想性を無視すると、機能主義

的誤謬を犯すことになる。機能主義は、家屋を純然たる住むための機械、

利潤追求の手段とみなすブルジョア的建築思想の潮流である。これとは

反対に、芸術的側面のみを強調し生活上の実用性を軽視すれば、芸術至

上主義的誤謬を犯すことになる。芸術至上主義は建築の実用性を無視し、

人目を引くコマーシャルじみた建築をつくるブルジョア形式主義の建築

潮流である。機能主義と芸術至上主義はともに社会主義的建築の発展を

妨げ、ブルジョア的建築の反動化、退廃化過程を促す。

思想性・芸術性と実用性を有機的な統一のなかで関連づけて解決し

てこそ、建築はその使命と役割を円滑に果たし、社会の発展に積極的に

奉仕することができる。

建築は物質的・実用的機能と思想的・芸術的機能によって、社会の

発展に能動的かつ積極的な作用を及ぼす。

社会主義的建築は高度の実用性、気高く美しい思想性・芸術性によ

って、人々に社会主義制度の優越性と不敗の威力を認識させ、民族的誇

りと自負を与え、かれらを党と領袖にかぎりなく忠実で社会主義祖国を

熱烈に愛するよう教育することによって、共産主義の思想的要塞の占領

に寄与すると同時に、拡大再生産の急テンポを保障し、人民の物質・文

化生活をたえず向上させることによって、共産主義の物質的要塞の占領

にも寄与する。

建築は実用芸術であり、一般芸術と区別される一連の特徴をもって

いる。

建築芸術では、一般芸術と違って点、線、面、空間、立体などの物

質的表現手段が利用され、思想性・芸術性のみでなく、実用性、堅固性、



13

経済性が統一的に考慮される。建築芸術の現実反映の特徴は、一般芸術

のように人間の具体的な内面世界と人間性格の反映を対象とするのでは

なく、物質的および精神的生活の要求を充足させるための生活活動空間

とその形態を創造し、それに盛られる思想的・美学的および芸術的要素

の役割と科学技術的成果を通じて、人々にたいする認識的・教育的機能

を果たすところにある。

建築芸術は現実生活の反映において一般芸術と異なる特性をもつば

かりでなく、質の評価においても一定の特性をもつ。建築芸術はその質

が視覚によって評価される一般造形芸術とは違って、一定の期間を経過

し、実践的経験を通じて総合的に評価される。建築物と村落、都市の建

築の質は、視覚だけでは評価できず、生活活動空間で一定の期間、生活

してみなければ総合的に評価することはできない。

これまで、多くの人は建築芸術を視覚的に感じる「造形芸術」「空間

芸術」と考えるのみで、時間的に内容を把握する「時間芸術」とはみな

さなかった。建築の造形芸術的側面を評価しながら実用的側面を軽視す

るのは形式主義的で芸術至上主義的な観点である。われわれは、建築創

造物や建築形成設計の評価において、外形の造形芸術性だけでなく、平

面計画、構造解決、経済性を統一的に見るべきである。

建築創造は自然との関係においても、一般芸術と区別される一連の

特性をもっている。建築創造は自然の姿を改造し、人間の生活に及ぼす

影響を克服する事業であり、広い範囲で自然を変革する事業である。

建築の創造過程はまた、絵画や彫刻とは異なる特性をもっている。

絵画や彫刻は画家、彫刻家が作品を直接構想して描いたり制作したりす

るので、気に入らなければやりなおせるが、建築物の場合は事情が違う。

建築物は建築家が構想し設計すれば、建設者が多くの物質的手段を動員

して現物として実現し、いったん実現されれば代を継いで人々に利用さ
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れる。

建築家は建築物を一つ設計するにしても、それが万年大計として末

長く保存されるよう、良質のものにすることに第一の関心を払う。

建築物は各種科学技術の力と構造、暖房、換気、上下水道、電気、

建築設備部門の専門家と建設者の集団的知恵によって完成される。その

ため、建築芸術は一般芸術とは違ってさまざまな制約がある。建築創造

においては芸術的側面とともに実用的側面、経済的側面を科学技術的に

見積もったうえで統一的に解決しなければならず、建材、施工、各種の

技術設備条件、経営段階で提起される諸条件を考慮し、時代の要請と経

済発展水準など国の発展を総合的に見積もらなければならない。

建築家、建設者は、チュチェ建築の本質と特性、そして革命と建設

におけるその地位と役割を深く認識し、建築創造を党の要求する方向で

力強く推進しなければならない。

２　社会主義的・共産主義的建築は領袖の

革命偉業に寄与する

社会主義的・共産主義的建築は、自然と社会の主人である人民大衆

の志向と要求の徹底した実現を重要な使命とする労働者階級の革命的な

建築である。

社会主義・共産主義社会において建築にたいする人民大衆の志向と

要求は、かれらの自主的で創造的な活動を物質的に完璧に保障できるよ

うに創造することにある。

社会主義社会における建築創造は、自然を改造し変革する偉大な事

業であり、国の富強発展と、人民の物質・文化生活を保障する万年大計

の誇らしい事業である。
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建築創造によって橋梁、港湾、発電所、閘門、干拓地、工場が建設

され、都市と村落に近代的な公共建築や住宅が建てられる。建築創造に

よって国土の面貌は一新され、社会主義の自立的民族経済の土台がより

強固に築かれ、人民の物質・文化生活がさらに向上し、都市と農村が共

産主義的面貌をととのえるようになる。

労働者階級の党は、革命の勝利をかちとり新社会の建設をはじめる

当初から、建築創造に重要な意義を付与し、大きな力を注ぐ。

政権を掌握した労働者階級が新社会建設の壮大な建築創造を成功裏

に推進するためには、必ず人民大衆の利益を擁護し代表する労働者階級

の党の指導を受けなければならない。労働者階級の党の指導は、本質上、

領袖の指導である。

労働者階級の領袖は党と革命、労働者階級と人民の利益を代表し、

その実現をめざすたたかいを勝利に導く革命の指導者である。

労働者階級の革命偉業が卓越した領袖の指導を得て成功裏に遂行さ

れるように、国の万年大計の事業である建築創造も労働者階級の領袖の

指導によってのみ紆余曲折を経ず正しく進められ、りっぱな成果を達成

することができる。

労働者階級の領袖は、建築にたいする人民大衆の志向と要求を全面

的に反映し、総合、体系化して、革命的な建築思想を創始する。

労働者階級の領袖によって創始された建築思想は、人民大衆にたい

するもっとも正しい見解と観念にもとづく建築思想であり、社会主義・

共産主義建設の全期間にわたって建築家が堅持すべき指導指針であり、

建築創造を成功へと導く強力な理論的・実践的武器である。

労働者階級の建築思想は、革命と建設の指導思想にもとづき、それ

をりっぱに具現してのみ、社会主義・共産主義偉業に積極的に寄与する

革命的な建築思想となる。したがって、労働者階級の革命的な建築思想
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は、ただ革命と建設の指導思想を創始した領袖によってのみ提示される。

領袖は建築創造の指導指針である革命的な建築思想にもとづき、そ

の実現において堅持すべき根本原則と要求、総体的方向と方途を提示す

る。労働者階級の領袖が示す壮大な建築構想は、建築にたいする人民大

衆の志向と要求を反映し、共産主義の物質的基礎を築き、社会主義・共

産主義社会の要求に即して人民の物質・文化生活を保障し、都市と農村

を共産主義の理想郷にする壮大な設計図であり、作戦図である。

領袖は非凡な組織的手腕をもって人民大衆を万年大計の壮大な建築

創造へと奮い立たせ、巧みな作戦と指揮によって国の様相を変革する困

難かつ複雑な闘争を勝利に導く。

もちろん、建築創造の直接の担当者は建築家、建設者であり、人民

大衆である。しかし、個々の建築家は、いかにひいでた知恵と才能、深

い科学知識を身につけているとしても、人民大衆の志向と要求に即して

国土の様相を改造、変革し、国の富強、発展をはかり、人民の物質・文

化生活を向上させる建築創造のような万年大計の事業を全般的、総合的

に構想し、設計することができないことはもちろん、人民大衆をその実

現へと奮い立たせることもできない。個々の建築家は、領袖の示した建

築創造の総体的方向にしたがって、領袖の構想を実現する技術者であり、

創作家である。

建築創造において領袖の構想と意図を絶対化するのは、創作の基本

原則であり、成功の秘訣である。

領袖の意図と構想どおり創造された建築物は、人民大衆の志向と要

求に合うだけでなく、創造物としての価値が高い。

われわれが分派分子の残滓をとどめていた
ピョン

平
ヤン

壌市の環状線通りをす

っかりとりこわし、そこに近代的な共産主義的理想街の
チャン

蒼
グァン

光通りを建

設したのはその好例の一つである。
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歴史的経験が示しているように、建築家は領袖の構想と思想を創作

の指針としてこそ、りっぱな建築物を創造することができる。建築家は

鉛筆を手にする前に、領袖の構想と意図を深く研究し把握しなければな

らない。

建築家、建設者が領袖の指導に忠実にしたがい、領袖の構想と意図

をりっぱに貫けば、建築創造において事大主義、教条主義をはじめあら

ゆるブルジョア形式主義を克服し、人民大衆の志向と要求を建築にりっ

ぱに具現することができる。これは、われわれがこれまでの建築創造過

程で得た貴重な経験であり、歴史的教訓である。

金日成同志は、すでに抗日革命闘争の時期に、解放された祖国に楽

園を築く構想を練り、主体的な建築思想を創始し、解放後、各段階の革

命闘争と建設事業を指導する過程でそれを深化、発展させた。

主体的な建築思想と理論は、チュチェの哲学的世界観を大本として

いる人間中心の建築思想であり、建築にたいする人民大衆の自主的で創

造的な生活上の要求を全面的に実現させる建築学説である。

主体的な建築思想の創始によって、史上はじめて社会主義的・共産

主義的建築創造の理論的・実践的武器がもたらされ、人類建築史におい

て人民大衆中心のチュチェの建築創造への転換がもたらされた。

戦後、ゼロからはじめなければならなかった困難な時期、基本建設

部門に潜入した事大主義者、教条主義者、反党・反革命分派分子らは、

国の経済状態と、人民の志向と要求は一顧だにせず、自分たちの誤った

主張に固執して外国の設計をそのまま取り入れさせた。その結果、一時

わが国では朝鮮人民固有の民族的な生活習慣と生活感情に合わないぺチ

カをつけた住宅が建設され、ヨーロッパの建築様式を模倣した建築物が

あらわれるようになった。

金日成同志は党中央委員会 1957 年 10 月総会で、反党・反革命分派分
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子の策動を暴露、粉砕し、建設部門で主体性を確立することを強調した。

金日成同志は、建築分野で主体性を確立し、すべての建築物を朝鮮

の実情と人民の生活習慣、生活感情に合い、便利でこざっぱりとし、美

しく堅固に設計し建築するよう建築家を賢明に導いた。また、大工場建

物の生産空間の構成から生活空間の構成にいたるまで、建物の柱、欄干、

壁、そして色素をはじめすべての構造構成要素と細部要素にいたるまで

こまごまと関心を払い、それを人民の生活習慣と生活感情、現代的美感

に合わせて解決するよう具体的に指導した。

われわれは、建築創造にたいする金日成同志の賢明な指導によって、

戦後、帝国主義者が 100 年かかっても立ち直れないだろうといった都

市と村落を 10 年足らずの短期間に以前よりはるかにりっぱに建設して

朝鮮人の気概を示し、いまは数百年の建設史を誇る国ですらうらやむほ

どの人民の楽園を築きあげた。そして、先進工業国でも建設には半世紀、

または数世紀もかかるという世界屈指の
ソ

西
ヘ

海閘門をわずか 5 年のあい

だに完工して、歴史に類例のない奇跡を生んだ。

金日成同志の賢明な指導によって、史上はじめての真の新しい人民

的建築史が創造され、共産主義的理想街、共産主義的理想郷、共産主義

的住宅が誕生するようになった。今後、わが国のすべての村落と都市は、

この共産主義的理想街、理想郷をモデルにしてさらにりっぱに、近代的

に建設されるであろう。そのときになれば、建築にたいする人民の志向

と要求は完全に実現されることになる。

わが国の建築史は、労働者階級の領袖によってのみ社会主義的・共

産主義的建築の全容が明らかにされ、建築への人民の志向と要求を完全

無欠に実現できる基本方途が示され、領袖の指導によってのみそれがり

っぱに実現されることを示している。このように、社会主義的・共産主

義的建築は、領袖の構想とその指導によって創造されるのである。
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社会主義的・共産主義的建築は、労働者階級の領袖の偉業を擁護し、

その偉業の遂行において領袖の功績を末長く伝えることを崇高な使命と

する、もっとも革命的な建築である。社会主義的・共産主義的建築の崇

高な使命には、労働者階級の領袖を高く戴こうとする人民大衆の切々た

る願いが反映される。

労働者階級の卓越した領袖は、人民に真の生と幸せを与え、幸福な

現在と希望にみちた未来をもたらす。

人民大衆は生活を通じてこれを真理として体得し、したがって領袖

への人民大衆の信頼と尊敬、欽慕はもっとも熱烈かつ絶対的なものとし

て、かれらの心に深く植えつけられるのである。

労働者階級の領袖を高く戴こうとするのは、人民大衆の気高い思想・

感情であり、切々たる願いである。

領袖のふところで真の生と幸せを享受している人民にとって、これ

にまさる思想・感情、これにまさる念願はない。そのため、人民大衆は

領袖とその偉業をりっぱに擁護し、領袖の功績を代を継いで輝かすこと

を革命と建設の死活の要求とし、すべてをつくしてたたかうのである。

労働者階級の建築は、領袖への人民大衆の気高い思想・感情と絶対的

な念願を十分反映してこそ、自己の使命を円滑に遂行することができる。

労働者階級の建築では、領袖の偉大さを称える記念碑的建造物をも

っとも重要な構成部分とし、領袖を高く戴こうとする人民大衆の気高い

思想・感情と絶対的な念願の実現を建築創作の出発点とし、根本的要求

とする。

人民大衆のこのような思想・感情と念願を建築に正しく反映してこ

そ、領袖の安泰と万年長寿のための生活空間を創造することができ、領

袖の功績を称える対象をりっぱにととのえ、高いレベルで創造すること

ができる。
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領袖の功績を称える記念碑的建造物を高いレベルで創造するのは、

領袖の偉大さを世に輝かし、後世に長く伝える物質的条件をととのえる

ことになる。

領袖の功績とその偉大さを後世に伝えるためのもっとも直観的で恒

久的な手段は、記念碑的建造物である。記念碑的建造物は人間とともに

永遠に存在し、社会の発展と世代の交代にかかわりなく人々の思想・意

識に能動的な作用を及ぼす。記念碑的建造物は、人民大衆に労働者階級

の領袖の偉大さを深く体得させ、領袖の偉業を代を継いで擁護し、あく

まで完成するよう教育する。

われわれはこれまで、チュチェ思想塔、凱旋門、
ポ

普
チョン
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ボ

堡戦闘勝利記

念塔、
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在山記念碑、
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淵記念碑をはじめ、金日成同志の不滅の革命

業績を称える建造物と大記念碑を数多く建立した。これらの大記念碑は、

金日成同志が歩んできた栄えあるたたかいの道のりと、朝鮮革命を指導

する過程で築きあげた不滅の闘争業績を大叙事詩的画幅で示して、人々

をチュチェ型の共産主義的革命家に育てるのに大いに寄与している。

社会主義的・共産主義的建築は、個々の英雄、豪傑ではなく、労働

者階級の領袖を戴き、その功績と偉大さを後世に永遠に輝かすことに積

極的に奉仕する。

労働者階級の建築を領袖の革命偉業に奉仕する建築とみなさないの

は、建築にたいする修正主義的な見解と観点である。建築を領袖の革命

偉業に奉仕する建築とみなさなければ、建築創作において領袖の構想を

実現させるために努力しなくなり、領袖の指導を否定して個々の建築家

の主張と定見を絶対化するようになる。こうなれば、人民大衆の志向と

要求、念願を建築に正しく反映できなくなり、建築が奇形化し、反動的

で反人民的なものになる。 近、資本主義が復活し、革命が試練を経て

いる一部の国の建築実態がこれを雄弁に物語っている。それらの国では、



21

かつての労働者階級の領袖の功績を称えて建立した記念碑をうちこわす

事態まで生じており、資本主義諸国ではやっているブルジョア形式主義

的建築物が各地に姿をあらわしている。

われわれは、わが国の建築創造経験と外国の建築史が示している教

訓を踏まえて、金日成同志の構想と指導をりっぱに実現し、金日成同志

をさらに高く戴き、その偉大さと不滅の功績を称える建造物と大記念碑

をよりりっぱに建てるため、鋭意努力すべきである。

　　　　　

３　チュチェ建築は人民大衆中心の建築である

チュチェ建築は、不滅のチュチェ思想を具現した人民大衆中心の建

築である。チュチェ建築は、人民大衆が自然と社会の主人として登場し、

自己の運命を自主的に、創造的に切り開いていくわれわれの時代、チュ

チェ時代を反映しているもっとも革命的で人民的な建築である。

社会・歴史の創造物である建築は、当該社会の支配的な思想を具現

し、その社会に生きる人々の理念を反映する。建築は物質的材料によっ

てなされるので、建築創造で技術工学を無視してはならないのはもちろ

んだが、より重要かつ第一義的な問題は、建築物に革命的な思想と理念

が具現されるようにすることである。建築創造において、構造、施工、

暖房、換気、音響、照明などの問題は技術工学上の問題であるが、思想

と理念は建築の思想的・理論的土台に関する問題であると同時に、創作

の目的と目標、創作の原則と基本的要求、創作方向を規定する根本問題

であり、実践の基準に関する問題である。搾取社会の建築が反人民的で

あるのは、建築をなす構造体そのものが反人民的であるためでなく、建

築が支配階級の反動的な思想と理念に根ざしているからである。結局、

建築は純然たる技術工学上の問題に限られるのではなく、思想と理念に
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関する問題に帰着する。

チュチェ建築は、建築にチュチェ思想を具現することをその使命と

している。

チュチェ思想はチュチェ建築の礎である。

チュチェ思想はチュチェ建築創造の出発点、基準となり、指針とな

る。チュチェ思想で一貫している建築がすなわちチュチェ建築である。

いいかえれば、チュチェ建築は、チュチェ思想が建築分野に具現された

建築である。

チュチェ建築ではつねに人民大衆が中心にすえられる。そもそも建

築は人間によって発生し、その要求によって創造され、人間のために存

在する。建築創作においては、つねに人間が中心にすえられる。

建築創作における人間の問題は、建築の階級的性格を判別する基準

となる。建築創作で人間を中心にすえる場合にも、どのような人間を中

心にすえるのか、勤労人民大衆なのか搾取階級なのかによって、社会主

義的建築か、ブルジョア的建築かが区別されるのである。

建築の運命を左右するのは人間と社会である。建築と人間、建築と

社会の相互関係を正しく解明しなければ、建築の階級的性格と本質、使

命、創造の総体的方向を明らかにすることはできない。人間によって社

会が成立し発展するため、つねに社会の中心に人間がすえられる。こう

いう意味で、建築に関する問題は人間によって規定されるといえる。

チュチェ建築では、建築の主人を人民大衆とみなす。社会主義・共

産主義社会では人民大衆が建築の創造者、享受者となる。人民大衆はそ

の社会的地位と役割からして、建築を創造すべき義務をにない、享受す

る権利を有する。もちろん、いかなる社会においても建築の創造者は人

民大衆である。しかし搾取社会では、建築創造が人民大衆にとって栄誉

ある義務となるのではなく、資本のくびきとなり、人民の物質・文化生



23

活の保障手段ではなく、搾取と略奪の手段となる。したがって、搾取社

会では人民大衆が建築の創造者にはなるが、享受者にはなれない。搾取

社会において人民大衆は建築になんの利害もないため、建築創造そのも

のが苦役になり、雇用労働になり、したがって創意性と積極性を発揮し

ない。

社会主義社会では人民大衆が社会の主人、建築の主人として建築に

直接的かつ死活的な利害をもつ。社会主義社会で人民大衆は主人として

の役割を果たし、社会の物質的富をより多く創造し、裕福で文化的で幸

せな生活を営むために建築創造に自発的に参加するのみでなく、あらゆ

る創造的積極性と革命的熱意を発揮し、自己の志向と要求を建築にりっ

ぱに反映する。

チュチェ建築、社会主義的建築がブルジョア的建築とは比べようも

なくすぐれており、また旧社会では見られなかった驚異的な速さで発展

するのは、まさに人民大衆が建築の享受者としての強い責任感をもって

建築創造に積極的に参加するからである。人民大衆が建築創造に積極的

に参加するのは、創造者としての任務であると同時に、享受者としての

義務でもある。

チュチェ建築は、建築にたいする人民大衆の要求と志向を完全無欠

に実現するので、社会主義的・共産主義的建築のモデルとなる。

人民大衆の志向と要求は、自主的で創造的な生活が存分に享受でき

る社会主義・共産主義社会を建設することである。人民大衆のこの志向

と要求はチュチェ建築の理念であって、それはチュチェ建築の使命と目

的、創造の総体的方向を規定する。

チュチェ建築は、人民大衆の自主性の完全な実現をめざす歴史的偉

業である全社会のチュチェ思想化偉業の遂行に寄与することを使命とす

る。わが党が全社会のチュチェ思想化を党の 高綱領として提起してい
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る現在、この崇高な偉業をぬきにしたわれわれの時代の建築のいかなる

使命も他にありえない。チュチェ建築は全社会のチュチェ思想化偉業の

遂行に寄与することを 大の使命としてこそ、建築にたいする人民大衆

の物質生活の要求と思想的・美学的要求を 高レベルで充足させ、かれ

らの自主的で創造的な生活を全面的に保障することに積極的に奉仕し、

社会生活の各分野をチュチェ思想の要求どおり改造するうえで、その社

会的機能と役割を果たすことができる。

チュチェ建築は人民大衆自身が創造し、かれら自身が享受する建築

であるため、人民大衆の志向と要求がつねに絶対的な位置におかれる。

われわれが莫大な資金をかけて建設した
チョン

清
ジン

津市の住宅地区を
ナム

南
チョン

清
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に移したことや、解放後、鋼材が非常に不足していた困難な状況のもと

でも、原鉄炉を跡形もなく爆破させたことなどは、それらのものが人民

に不便を与え、人民の生命を脅かす要因であったからである。人民の志

向と要求に背を向け、かれらの生活を不便なものにしたり、生産活動に

支障をきたす建築は、人民大衆中心の建築、チュチェ建築ではない。

チュチェ建築の特徴は、時代の要請と人民の志向と要求にかなった

内容と形式の完璧な統一にある。

人民大衆の志向と要求は建築の内容と形式を特徴づけ、内容と形式

によって実現される。建築の内容と形式が人民の志向と要求に合うもの

であるときにのみ本物となる。

建築の内容は質的要素の結合によってなり、形式は質的要素を一つ

にまとめて統一させる平面容積空間構成の造りと仕組み、形状と外形に

よって表現される。建築の内容は、その建築物の創造目的と使命、性格

にかかわる問題であり、形式はそれをどんな構造と形態で実現するかと

いう具体的な方法と表現手段と関連する問題である。建築様式の創造過

程は、建築の内容を具現する過程であり、それはすなわち建築の形成過
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程であり建設過程である。

チュチェ建築の内容は社会主義的なものであり、形式は民族的なも

のである。

建築における社会主義的内容は、人民大衆の志向と要求に合致する

ものである。つまり、建築の質的属性である便利さ、こぎれいさ、美し

さ、堅固さを人民大衆の志向と要求にふさわしく構成し解決したものが

建築の社会主義的内容となる。

便利さはチュチェ建築の内容のもっとも重要な構成要素であり、質

的属性である。建築の第一の機能は実用性であり、その基本的徴表は便

利さである。換言すれば、便利さは実用性を規定し、実用性は建築の機

能を特徴づける。

便利さの欠けた建築物は実用性が乏しく、実用性の乏しい建築物は

見かけだおしにひとしい。実用性の乏しい建築物はまさに資本主義社会

で流行しているブルジョア形式主義の建築物である。人民大衆は建築空

間が生活と活動および休息に便利につくられ、衛生条件が十分にととの

った建築物、自主的で創造的な生活を十分に保障できる建築物を求める。

人民大衆のこのような要求を創作の根本目的として提起し、それをりっ

ぱに実現した建築がチュチェ建築である。

便利さにたいする人民大衆の要求は、チュチェ建築を人民大衆中心

の建築にならしめる前提である。

便利さは社会的・歴史的産物であり、したがってそれは社会的性格

をおびる。社会が発達し人民の生活が豊かになるほど、便利さにたいす

る社会的要求、人民大衆の要求はさらに高まる。

わが国で廃虚のなかから復興建設をはじめた戦後の時期には、穴ぐ

らのような住宅が人々の住まいとなっていたので、一間の住宅でも満足

したものだが、生活が比べようもなく向上した現在ではバス、トイレ、



26

応接間もあり、ガス化、セントラル・ヒーティング化の実現した 3 間、

4 間の住宅を求めている。生活が苦しかった戦後の時期には文化的な休

息など考えることすらできなかったが、こんにちにいたってはこのすば

らしい世でどうすればさらにはりあいのある楽しい暮らしが営めるかを

考え、文化的な休息条件を求めている。われわれがいま、戦後に建てた

住宅を改造したりとりこわして新築し、年々膨大な建設をくりひろげて

近代的な住宅、劇場、映画館、体育館、公園などの文化休養施設やレス

トラン、商店などのサービス施設を大々的に建設しているのは、高まる

人民大衆の要求をより円滑に充足させるためである。

便利さにたいする人民大衆の要求は、社会の発展とともに高まり、

それを解決していく過程で便利さの内容はいっそう豊富になり、それに

よって建築の発展もとげられる。日を追って高まる便利さにたいする人

民大衆の要求は、建築分野にさらに高い創作目標を示し、建築発展の前

提をつくり、建築の発展を促す。

チュチェ建築は、建築にたいする人民大衆の要求を創作の目標とし、

それを円滑に解決し、その過程で発展するため、人民大衆中心の建築と

なる。

チュチェ建築はまた、主体的な美学思想を具現して、人民大衆の思

想的・美学的要求を充足させる。

建築は実用芸術であるため、便利さとともに美しさをぬきにして考

えることはできない。美しさはチュチェ建築の重要な内容的構成要素の

一つであり、質的属性である。便利さが建築の実用的機能を特徴づける

のにたいし、美しさは思想的・芸術的機能を特徴づける。

建築における美しさは、自然と社会を改造する人々の創造的活動の

過程でつくられる。自然と社会を改造し変革する過程で創造される建築

物には、人々の生活上の要求と思想的・情緒的理想が具現されている。
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人々は自ら創造した建築空間で生活し活動しながら、そこに具現されて

いる美的性質を知覚し、感じとる。

主体的美学思想は、人民大衆の志向と要求を美しさの唯一の評価基

準とする。

人民大衆はこの世のすべての美しい物質的・文化的富の創造者であ

り、享受者である。美しいもののうちどんなものがもっとも美しいもの

であるかを見きわめられるのは人民大衆である。建築家や建設者がよい

とし、美しいと評価するのはあくまでも主観である。建築の実用性のみ

でなく、思想性・芸術性についての人民大衆の評価が、もっとも公正か

つ客観的な評価である。人民大衆がよいといい、美しいというものがよ

いものであり、美しいものである。美についてもっともよく知っている

のは人民大衆であるため、かれらの志向する美しさこそ美しさのうちで

ももっとも高尚な美しさとなる。

チュチェ建築の示す人民大衆の志向に合致する美しさは、自主性の

実現をめざすかれらの思想・感情と美的情緒、趣味を反映する。自主性

の実現をめざすわれわれの時代の人間の高度の精神世界を示すところに、

チュチェ建築の美しさがもっとも高尚な美しさとなる根拠がある。

われわれが革命の首都平壌を見てまわるたびに、平壌が世界でいち

ばん美しい都市だと感じるのは、建築物の多様な形態や芸術的な調和か

ら受ける感じであるとばかりはいえない。形態美と造形美は、あくまで

も建築の外的形式が描きだす美しさである。建築の形態美と調和美を美

しさのすべてとみなすのは、建築美に関するブルジョア的な見解と観点

である。建築芸術の真の美しさは、外的形式ではなく内容にある。

われわれは平壌市の壮大華麗な姿を通じて、金日成同志をいつまで

も高く仰ぎ、この世の果てまでしたがおうという朝鮮人民の気高い忠誠

心と高い思想・精神世界を感じ、金日成同志の賢明な指導のもとにあら
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ゆる難関と障害を克服して成功裏に前進してきた人民の不屈の闘志と革

命的気概を感じとることができる。われわれは人民の喜びあふれる公園

や遊園地、劇場、住宅を見るたびに、人民のために一生をささげている

金日成同志のあたたかい愛情を胸熱く感じる。

チュチェ建築の美しさは、自主性を生命とする人間の崇高な思想・

感情と結びついた美しさであり、自主性を志向する人間の高い理想と結

びついた美しさである。それゆえ、チュチェ建築の美しさは、美しさの

うちでももっとも気高く神々しい美しさとなるのである。

チュチェ建築は、建築の形態美、造形美をも重視する。造形美は建

築の形象化水準を評価する重要な尺度である。

建築の造形美は建築内容の反映として形式の美しさであり、それは

人間の意識に反映された美的イメージである。

美的認識は、一般的に人間の世界観と階級的立場、文化知識水準、

美的理想、民族的感情と情緒によって異なる。建築そのものの造形は人

間の気高く美しい思想・感情を反映しなければならず、現代美感にも合

致し、自民族の好みと情緒にも合うものでなければならない。

建築における造形美の認識的特徴は、それが実用性との有機的な統

一のもとに感じとられることにある。ある建築物の造形が見栄えのする

ものであっても、使用に不便で不安定な感じがするとすれば、決して美

しさを感じとることはできない。

チュチェ建築において人間の美的認識は、自らの誠実な労働と創造

的知恵の結果によって、自主的で創造的な生活にたいする志向と要求が

実現されたところからくる喜びと楽しみが結びついたものである。これ

は、建築に体現された美的性質をさらに美しく、リアルなものとして感

じとらせる。

建築の造形美は人間の知覚に作用して情緒的な感情を呼び起こし、
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このような情緒的および感性的契機を通して人間を思想的・美学的に、

文化的・情操的に教育する。建築創作において、造形芸術性の向上につ

いて強調する理由もここにある。

建築の造形芸術性は、その認識的・教育的機能において重要な位置

を占める。

ブルジョア的建築の抽象的で変態的な造形美は、人民大衆の自主的

な思想・意識を麻痺させ、世紀末的で退廃的なブルジョア思想で汚染さ

せる。

しかし、チュチェ建築の真実で生き生きとした造形美は、人民大衆

の美的志向に完全に合致するものであって、かれらに社会主義制度の優

越性、民族的誇りと自負を感じとらせ、党と領袖、祖国と人民にたいす

る忠実性で教育するのに寄与する。

チュチェ建築は万年大計の堅固な建築として、人民大衆に安全な建

築空間、生活空間をもたらす。

チュチェ建築を万年大計のものとして創造するのは、党と領袖の賢

明な指導のもとにつくられたすぐれた建築創造物を子々孫々伝える崇高

な事業である。

堅固さは建築の物理的寿命を保証する実際的条件である。構造的に

堅固でない建築物は万年大計にはならず、人民の生命と財産を恒常的に

脅かし、社会的不安をかもし、さらには社会主義制度の優越性をそこね

る。そのため、堅固さはチュチェ建築の重要な内容的構成要素となり、

質的属性となる。

建築は人間の生活のために創造された物質的生産物であり、人間と

その生活のための物質的手段であるため、実用性と思想性・芸術性だけ

ではその機能を円滑に果たすことができない。なぜなら、人間の活動と

生活は、建築物によってつくられる建築空間でおこなわれるからである。
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チュチェ建築の社会主義的内容である便利さ、こぎれいさ、美しさ、

堅固さは、人民大衆の自主的で創造的な生活の全面的な保障に寄与する。

チュチェ建築の形式は民族的である。建築における民族的形式は、

自民族に喜ばれ、自民族の好みに合う建築形式である。

建築は一定の地域の住民が使用するために創造される。建築は自国

の地域および気候の特徴と自民族の生活感情、好みに合わせて創造され、

発展する。民族が形成された以後、民族性をぬきにした建築は存在しな

かった。

チュチェ建築が民族的形式をもたなければならないのは、革命と建

設が民族国家を単位にして進められる事情と関連している。

社会主義的内容と民族的形式は統一されている。建築家は、社会主

義的内容と民族的形式の結合が、人民大衆に奉仕する人民大衆中心の建

築、チュチェ建築創造の根本原則であることを明確に認識し、それを建

築にりっぱに具現すべきである。

Ⅱ　建築と創作

１　チュチェ建築は革命的領袖観で

貫かれなければならない

時代の要請と人民の志向をもりこんだ革命的な建築は、それにふさ

わしい革命的な創作原則を堅持してのみ創造される。革命的な創作原則

は、建築創作を成功に導くカギであり保証である。

建築を革命的領袖観で一貫させることは、チュチェ建築の創作にお
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いて堅持すべき根本原則である。

革命的領袖観は、チュチェ建築創作の大本である。チュチェ建築は、

人民大衆に社会主義・共産主義社会の要求に即した生活条件を保障しよ

うという領袖の構想と意図、領袖に忠義をつくそうとする人民大衆の念

願を実現し、領袖の偉大さと功績を輝かすことに大いに寄与する。建築

創作において領袖の構想と意図を実現することは、領袖の指導を実現す

ることを意味し、それは領袖にたいする立場と姿勢にかかわる問題であ

る。建築創作において領袖の構想と意図を実現する問題と、領袖に忠義

をつくし、その偉大さを高く称える問題は、ともに領袖観にかかわる問

題であり、領袖観で一貫させてこそ正しく解決される問題である。

革命的領袖観で一貫させることは、社会主義的・共産主義的建築、

チュチェ建築の生命線である。チュチェ建築は革命的領袖観で貫かれて

こそ、時代の要請と人民の志向どおりに創造され、労働者階級の革命的

な建築としての使命と役割を果たすことができる。われわれの時代に領

袖観で貫かれていない建築は人民大衆のための建築ではなく、時代の要

請と人民の志向に背を向けた反動的なブルジョア的建築である。建築を

革命的領袖観で一貫させるかどうかによって、それが労働者階級の建築

なのか、搾取階級の建築なのかが決まる。労働者階級の建築創作におい

ては、革命的領袖観で一貫させることを根本原則とし、それを堅持しな

ければならない。

革命的領袖観で貫かれた建築は、領袖の構想と意図がりっぱに具現

された建築、領袖を丁重に迎えられるように創造された建築、領袖の偉

大さを高く称えられるように創造された建築である。

革命的領袖観で貫かれた建築の創造において重要なのは、建築に関

する領袖の構想と意図を完璧に実現することである。

建築に関する領袖の構想と意図は、国の富強発展と人民の幸せな生
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活をもたらすことに寄与する社会主義的・共産主義的建築を創造するた

めの構想であり、意図である。建築に関する領袖の構想と意図には、時

代の要請と人民大衆の志向が完璧に集約されている。領袖の構想と意図

の実現は、人民大衆の志向と時代の要請のもっとも完璧な実現となる。

領袖の構想と意図は、チュチェ建築創造の指針であり、創作実践の基準

であるのみでなく、成果の保証でもある。したがって、チュチェ建築の

創造においては、領袖の構想と意図を絶対化し、寸分の狂いもなく実現

しなければならない。

革命の首都、平壌市の中心部に位置している人民大学習堂は、民族

的形式に社会主義的内容をりっぱにもりこんだ朝鮮人民の誇るべき記念

碑的大作である。金日成同志は、人民大学習堂の建築設計がはじまった

当初、建物の形式を朝鮮式にするよう教えた。そのとき、一部の幹部や

建築家は、人民大学習堂は首都の中心部の中心に置かれる建物であるか

ら、現代的に大きく建ててこそ中心部が生かされるとし、朝鮮式にでは

なく現代的に建設することを主張した。建築様式は多種多様であるが、

われわれはそれらを無視して金日成同志の教示どおり、人民大学習堂を

朝鮮式の建築様式で建設した。金日成同志の意図どおり朝鮮式の建築様

式で建設したため、人民大学習堂は世界的な大作となったのである。

建築に関する領袖の構想と意図を絶対化し、無条件そのとおり実現

することは、建築創造において領袖の唯一的指導を保障することであっ

て、建築の高い実用性と思想性・芸術性を保障し、チュチェ建築を開花

させる根本的保証であり、古く退廃的で反動的な建築思想と潮流を断固

排撃し、チュチェ建築の純潔を保つ根本条件である。

建築家は、領袖の構想と意図を創作実践に具現することを命令や義

務としてではなく、かぎりない喜び、光栄として受け入れるべきである。

それでこそ、建築家の胸が領袖への厚い忠誠心と創作的情熱に燃え、領
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袖の構想と意図をりっぱに実現することができるのである。

革命的領袖観で貫かれた建築の創造において重要なのは、忠誠をも

って領袖を戴こうという人民大衆の念願を実現することである。

領袖を丁重に迎えられる建築を創造するということは、領袖の安泰

と万年長寿を保てるように建築空間を構成するということである。これ

は、建築の実用的機能と関連して提起されるもっとも重要かつ第一義的

な問題であり、認識的・教育的機能と関連して提起される根本問題であ

る。建築は実用的機能を果たすため、人間は建築空間を生活と生産活動

に便利に構成することを求めるのである。建築空間の合理的な解決は、

健康と長寿の必須の要求であり前提である。

建築は領袖の革命活動を補佐する物質的手段の一つであるため、建

築空間を合理的に構成しなければ領袖を丁重に迎える環境をつくること

はできない。そのため、領袖を丁重に迎えるために、建築の空間構成と

構造空間の換気と暖房、照明と照度、音響など建築学的、建設工学的、

物理学的、衛生学的な要求の完璧な解決に第一義的な関心を払い、これ

に建築上の要求をすべて服従させなければならない。これは、領袖を恒

常的に迎える建物の空間構成においてだけでなく、暫時迎える建物の空

間構成においてもひとしく守るべきもっとも重要な原則である。
チョン

清
ｼﾞﾝ

津競技場は、金日成同志が訪れるかどうか判じがたい建築物であ

る。しかし、そういう建築物の建築上の要求解決においても、この原則

は厳守されなければならない。この競技場を設計するとき、スポーツ関

係者は長径を国際競技規定どおり設定すべきだとし、建築家はそうする

と幹部壇が位置する方にすでに体育館が設けられているから、そうはで

きないと主張した。それで、それが国際的に公認されないとしても、競

技場の長径を金日成同志の安泰と万年長寿を基本にして設定するよう指

示した。建築家は、いかにすれば金日成同志の安泰と万年長寿のために
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なるかという確固たる立場と観点に立ってすべてを考え、設計し、創作

してこそ、建築創作において金日成同志を丁重に迎えるという根本問題

をりっぱに解決することができる。

革命的領袖観で貫かれた建築の創造において重要なのは、領袖の偉

大さを高く称え、万代に輝かすことである。建築物は物質的材料によっ

てつくられる創造物であり、材料の耐久性、構造の堅固性によって万年

大計のものとなる。建築の芸術的形象は、領袖の偉大さを高く称えるた

めの思想的・精神的保証となり、材料の耐久性と構造の堅固性は領袖の

偉大さを万代に輝かすための物質的保証となる。

領袖の偉大さを高く称えるうえで基本となるのは、領袖の影像を明

るく丁重に建立することである。領袖の影像はつねに建築空間の中心に

おくべきである。

建築空間の構成においては、領袖の影像が空間要素全般を支配すべ

きであり、すべての建築構成要素は領袖の影像を浮き彫りにするのに服

従すべきである。そうしてこそ、人々に領袖の影像をつねに仰ぎ見させ、

領袖のふところで幸せを享受しているという強い誇りと自覚を与えるこ

とができる。

領袖の影像を戴く建築空間はできるだけ丁重かつ重みのあるものに

すべきである。領袖の影像をすえる建築空間に壁灯などの装置をあちこ

ちにあしらうと、空間が雑然とした感じで、人々の目が散って領袖の影

像に視線が集中しなくなる。これは、建築空間の構成において中心を明

確に生かすべき要求にも合わない。

領袖の偉大さを高く称えるうえで重要なのは、領袖の革命業績を万

代に輝かす大記念碑をりっぱに形成することである。

大記念碑は、労働者階級の領袖の革命事績に関する歴史文献の内容

を基本テーマとする建築創造物である。
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大記念碑の使命は、革命の道を切り開き勝利に導いた労働者階級の

領袖の革命偉業とその功績を称え、末長く伝えることにある。労働者階

級の領袖の革命事績を哲学的に深く形象化することは、大記念碑の比べ

ようもなく大きい思想的・精神的生命力の確固たる保証であり、他の記

念碑と区別される深奥な思想的・美学的特徴である。

建築物の性格と価値は、その内容にもりこまれている思想性によっ

て決まる。

不滅の革命的な大記念碑的建造物は、内容全般が領袖の偉大さで貫か

れ、高度の思想性・芸術性によって裏打ちされなければならない。これ

は、革命的な大記念碑的建造物の創作におけるもっとも重要な思想的・

美学的要求であり、まさにここに他の建築物と区別される特性がある。

大記念碑的建造物は、思想的内容が革命的で生き生きとし、リアル

でなければならないだけでなく、建築様式も内容と合ったものでなけれ

ばならない。不滅の革命的な大記念碑的建造物の創作においては、思想

的内容の深さと幅、その価値に合う建築様式を探求し、りっぱに創造す

ることがきわめて重要な問題として提起される。

記念碑が記念碑としての様相をりっぱにととのえるためには、固有

な造形的および構造的属性であるモニュメント性、壮大さ、荘厳さを完

全に具現しなければならない。この属性は大記念碑の思想的・芸術的価

値と品格を規定する基本的尺度であり、記念碑の高い思想的・芸術的形

象を保障する基本的条件である。

領袖の偉大さを称える大記念碑は、そこにもりこまれる思想的内容

が豊かで深奥であるため、壮大に形成しなければならない。

大記念碑の壮大さはなによりも、平凡なものを超越する絶対的大き

さと膨大な数の量的規模によって表現される。壮大さは、記念碑の造形

的属性のうちでも直観性が強く、心理的・情緒的感興をもっとも明確に、
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強く呼び起こす美的属性である。規模が膨大であってこそ、領袖の偉大

さを称える記念碑としての品格をととのえ、その思想的内容をりっぱに

反映することができ、人々に領袖の功績をさらに深く体得させることが

できる。

壮大さは、膨大かつ壮大な建築空間で記念碑の建築造形的特徴を深

く感じさせる美的属性である。そのため、大記念碑の規模を正確に設定

することは、建築形成上の重要な要求として提起される。

建築物の規模は、その様式創造において重要な意義をもつ。建築物

の思想的内容がいかに深く価値あるものであるとしても、その思想的内

容に適した規模をそなえなければ、その建築物はみすぼらしさをまぬが

れない。いかなる建築物であれ、その思想的内容にふさわしい壮大さと

荘厳さをあらわすには、規模がある程度、大きくなければならない。
サム

三
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淵記念碑やチュチェ思想塔をはじめ大記念碑的建造物は、その思想的

内容にふさわしく大規模に、壮大に建立され、金日成同志への朝鮮人民

の忠誠心と無限の力、自立的民族経済の威力と科学技術の発展レベルを

示している。規模が壮大さをあらわすからといって、なんの根拠もなく

建築物の内容とは不つりあいに規模を大きくすれば、かえってその質を

そこねる結果をまねくことになる。不滅の革命的な大記念碑的建造物の

創造においては、思想的内容に第一義的な注目を払い、それにふさわし

い規模と形式を探求すべきである。

大記念碑の規模は周辺の建築物より大きく定めるべきである。大記

念碑は、その思想的内容が偉大かつ豊かであるため、規模をそれにふさ

わしく定めなければ、大記念碑としての品格をそなえることができない。

大記念碑の規模は、その思想的内容にふさわしく、しかも周辺の空

間とも調和しなければならない。規模は芸術的調和を前提とし、芸術的

調和は規模設定の基準となる。領袖の偉大さを称える大記念碑は、その
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思想的内容からしても建築形成上からしても、まず規模が大作とならな

ければならない。

大記念碑はその思想的内容の深奥さと豊かさからして、建築空間の

形成上、つねに中心に置かれる。それでこそ、記念碑としての容姿が周

辺の建築物より目立ち、全般的な建築形成において主導的役割を果たす

ことができる。

大記念碑の壮大さはまた、記念碑建築空間の立体的解決によって表

現される。立体性は壮大さをあらわす基本的手段である。大記念碑の建

築空間を立体的に構成すれば記念碑正面の奥行きを深く構成することが

でき、またそれでこそ、その壮大さをきわだたせることができる。大記

念碑の奥行きの問題は、壮大さを表現する建築形成上の問題であるだけ

でなく、記念碑の思想・テーマの内容と形式をきわだたせることによっ

て、領袖の偉大さをより掘り下げて表現できるようにする根本問題とな

る。領袖の偉大さを称える大記念碑は、幅が広く、正面奥行きの軸が深

く形成されなければならない。

真の立体性は、すべての対象を中心テーマをきわだたせることに服

従、集中させ、バランスよく配置して、形成上の統一性を保障してこそ

つくりだされる。

領袖の偉大さを称える大記念碑は、領袖の指導業績を基本テーマと

するため、丁重かつ荘厳に形成されなければならない。丁重さと荘厳さ

は高尚、荘重にして偉大な感情を呼び起こす建築物の美的属性である。

大記念碑を荘厳に形成すれば、人々に情緒的感興と深い思索、心理的余

韻を与え、気高い思想・感情と尊厳を感じとらせる。

大記念碑を丁重かつ荘厳に形成するには、周辺の空間に重みをもた

せなければならない。そうすれば人々が大記念碑の前でおのずと姿勢を

正すようになる。大記念碑の周辺空間に重みをもたせるうえでとくに重
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要なのはその均衡を保つことである。均衡性は建築の形成を整頓し、静

的で静粛な感じを与える。均衡性はシンメトリックな構成手法によって

保たれる。シンメトリーは形態と重さの均衡の外的表現の形式と手段で

あり、丁重さの前提である。

大記念碑の周辺空間をシンメトリックに形成するのは、その空間を

重みのあるものにし、大記念碑に丁重さと荘厳さをもたせる重要な条件

となる。

不滅のチュチェ思想を称えて建立したチュチェ思想塔の周辺空間の

形成においては、シンメトリーを鉄則とし、背景には塔状アパートを、

両側の空間には亭を、前方空間の
テ

大
ドン

同江のまんなかには噴水をそれぞれ

シンメトリックに配した。チュチェ思想塔の壮大さと荘重さは、その周

辺空間のシンメトリックな処理によってさらに補充され、浮き彫りにさ

れている。

領袖の偉大さを称える大記念碑は、不滅の思想的内容をもりこんで

いるだけに、永久性を保たなければならない。

大記念碑は物質的材料によってつくられるので、物質的材料の耐久

性と構造の堅固性は大記念碑の永久性の決定的保証となる。大記念碑の

永久性を保障するという基本的要求に即して耐久材料や、さまざまな外

気の影響に禍されない技術を取り入れ、その構造を堅固にすることによ

って、大記念碑を万年大計として創造すべきである。

領袖の偉大さを称える大記念碑は概して、領袖の銅像、塔、彫刻群

像によって形成される。大記念碑の建築形成においては、これらの相互

関係を正しく解決することが大切である。大記念碑形成の中心テーマは

あくまでも領袖の銅像であり、塔と彫刻群像は領袖の銅像を擁護し、そ

の革命業績を幅広く、掘り下げて描きだす副テーマである。副テーマは

中心テーマをきわだたせバックアップする手段であり、大記念碑の必須
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の構成要素である。

大記念碑では領袖の銅像が中心テーマとなるため、その形成におい

ては銅像が浮き彫りになり、人々に壮大感を与えることが基本課題とな

る。銅像と塔の高さ、その位置が適確に設定されてこそ、この課題がり

っぱに解決される。塔が銅像に比べて高すぎるとか、銅像と塔があまり

近づきすぎると、銅像がきわだたず、人々に塔が高いという印象をさら

に強く与える。そうなると、領袖の銅像が中心テーマになるのでなく、

塔が中心テーマになってしまう。これは、大記念碑の形成における許し

がたい過ちである。領袖の銅像と塔は一つの統一体をなすべきであるが、

あくまでも銅像が中心テーマであるため、人々の関心を銅像に集めるよ

うにしなければならない。これは、大記念碑の建築形成において守るべ

きもっとも重要な原則である。

都市に領袖の銅像をりっぱに建立することは、都市形成において重

要問題となる。都市に領袖の銅像を建立することは、都市そのものが領

袖の構想と指導によって形成されたのであるから、領袖の不滅の功績を

高く称えるうえで重要な意義を有する。壮大かつ華麗な都市は、領袖の

指導業績を称える大叙事詩的画幅であり、不滅の大記念碑である。都市

に領袖の銅像を建立することは合法則的であり、必須の要求であると同

時に、革命的領袖観で貫かれた都市づくりの原則的要求である。

都市に領袖の銅像を建立するときは、人民がいかに領袖を欽慕し、

領袖を中心にいかにかたく統一団結しているかを造形的にりっぱに解決

することが重要である。領袖の銅像を都市に建立するときは、なにより

もその位置を正しく定め、その地帯をりっぱに形成すべきである。銅像

の位置と周辺の空間は、その壮大さを拡大し統一させる重要な要因であ

り、銅像形成の必須の構成部分となる。そのため、概して建築では位置

の選定を芸術ともいう。
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領袖の銅像は人民がつねに仰ぎ見られ、多く集まる都市中心部のも

っともすばらしい場所に建立し、銅像を都市建築空間の構成中心とする

構造構成体系を確立すべきである。これは、領袖の銅像に都市の建築空

間全般を調和させ、都市建築形成において領袖の銅像が主導的役割を果

たせるようにする根本条件となる。

領袖の銅像を人の多く集まる場所に建立するのがよいからといって、

大通りのそばに建立してはならない。街路はあくまでも人の通行を保障

する手段であるだけに、大勢の人が一定の時間とどまるように空間をつ

くったり、静かで荘厳な雰囲気をつくるのは、街路の使命や建築形成の

原則にも合わない。領袖の銅像を大通りのそばに配置すると、街路の形

成では重要な役割を果たせるが、都市の全般的建築形成では二次的で補

助的な役割しか果たせない。これは、都市に領袖の銅像を建立する目的

に合わないばかりか、領袖の偉大さを矮小化することになる。領袖の銅

像を建立する位置は、都市形成上の中心部でなければならず、静かで荘

厳な雰囲気をかもす広い空間がつくれる場所、地形上でも中心でありな

がら、もっとも高いところでなければならない。

領袖の銅像周辺の空間をりっぱに形成することは、銅像の建立にお

いてとくに重要な意義を有する。周辺の空間をぬきにしてはいかなる記

念碑の存在も考えられない。周辺空間は銅像の造形的構図を構成する基

礎、銅像の性格を表現する手段となり、銅像の造形的形象を完成する裏

付けとなる。したがって、銅像周辺空間の形成においては、領袖の指導

的風格の本質的特徴を表現することに基本をおくべきである。これは、

銅像周辺空間の構成において守るべき重要な原則である。

銅像周辺の空間には、労働者階級の領袖の不滅の革命業績を集大成

した革命博物館、革命事績館や劇場、映画館、文化会館、住宅などを配

置し、公園を設けて、それが思想教育と文化・情操教育の中心となるよ
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うに形成すべきである。それでこそ、人々に領袖の偉大さと指導業績を

深く体得させ、つねに領袖のふところで誇らしい生を営んでいるという

ことを切実に感じさせることができる。銅像周辺の空間をにぎわうよう

に形成するからといって、そこに商店や食堂などのサービス施設を配置

してはならない。遊園地も銅像の間近に設けてはならない。これは、銅

像の丁重さと荘厳さをそこねる要因となる。遊園地は銅像から一定の距

離をおいた場所に設けられてこそ、銅像周辺の空間の丁重さを保ち、人々

が高ぶった感情を静める時空的余裕をつくることができる。

革命の首都平壌市の中心部形成は、領袖の銅像をすばらしい場所に

気品をもたせて建立するうえで模範となる。平壌を革命的領袖観で貫か

れた人民の都市に整備するため、都心部のいちばん高い
マン

万
ス

寿
デ

台に金日成

同志の銅像を建立し、その周辺に金日成同志が切り開き導いた朝鮮革命

の栄光に輝く道程を示す大記念碑と朝鮮革命博物館を建てた。銅像周辺

の大記念碑は、造形的には金日成同志の銅像を擁護し、思想的・芸術的

には銅像と密接な統一をなし、金日成同志の不滅の革命業績を大叙事詩

的画幅で現出している。

万寿台に建立された金日成同志の銅像にさらに尊厳をそえ、銅像が

都心部のどこからも望めるように、万寿台と
ナム

南
サン

山丘の間に残っていた
ソ

西
ムン

門通りを取り払って大噴水公園と緑地に変え、銅像周辺の空間を開放し、

周囲環境にふさわしく近代的な万寿台芸術劇場を建てた。万寿台正面の

大同江の対岸、
ムン

紋
ス

繍地区には、万寿台記念碑の中心軸と一致させて大通

りをつくり、その両側に東平壌大劇場と青年中央会館、高層住宅を建設

させた。その結果、万寿台周辺の空間はいつも大勢の人でにぎわうよう

になり、つねに人民とともにあって国事を語り合う金日成同志の偉大な

指導風格にふさわしく中心部を整備することができた。

平壌市が一望のもとにおさまる万寿台に建立された金日成同志の銅
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像と、その銅像を仰いで歓呼するように豪壮に立ち並ぶ首都の街並みや

大記念碑的建造物は、金日成同志を戴いた人民の首都としての平壌の姿

そのものを示しており、金日成同志のまわりに一致団結した朝鮮人民の

不敗の統一団結と、金日成同志に永遠にしたがうという人民の一致した

願いをりっぱに形象化している。平壌のようにりっぱに整備された都市

はまたとないであろう。

革命的領袖観で貫かれた都市モデルの創造は、労働者階級の建築発

展において輝かしい里程標をうち立てた新たな転機となり、人類建築の

新時代を開いた歴史的出来事となる。

革命戦跡地と革命史跡地をりっぱに整備することは、労働者階級の

領袖の不滅の功績を称え、万代に輝かす誇らしくはりあいのある事業で

ある。

革命戦跡地と革命史跡地は、領袖の革命思想と革命業績がこもって

いるゆかりの地である。人類解放闘争史に記された領袖の功績を高く称

え、万代に伝えることは、領袖への労働者階級の革命的信義にもとづく

崇高な使命であり、自己の領袖への厚い忠誠心の表われである。

革命戦跡地と革命史跡地は、国と民族の万年の財宝であり、人民大

衆を領袖によって築かれた栄えある革命伝統で武装させ、領袖が切り開

いた労働者階級の革命偉業をあくまで完成するよう教育するうえで絶大

な感化力をもつ。

こんにち帝国主義者と反動勢力の反社会主義策動がかつてなく
あく

悪
らつ

辣

になっている複雑な情勢下においても、朝鮮人民がいささかも動揺する

ことなくチュチェの革命の旗、社会主義の旗を高くかかげて社会主義建

設を力強く進めているのは、これまでわれわれが、金日成同志の不滅の

革命業績がこもっている革命戦跡地と革命史跡地を革命伝統教育の拠点

としてりっぱに整備し、それを通じての思想教育を地道におこない、人
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民を政治的、思想的に武装させた結果であるといえる。革命はつづき、

世代はたえず代わる。それゆえ、革命戦跡地と革命史跡地をりっぱに整

備することは、労働者階級の党のもっとも重要な活動の一つとなる。

革命戦跡地と革命史跡地の整備において基本原則となるのは、領袖

の銅像をりっぱに建立することである。領袖の銅像は革命戦跡地と革命

史跡地の中心テーマであり、性格表現の基本手段である。領袖の銅像は

領袖の不滅の軌跡をとどめている革命戦跡地と革命史跡地の 上の位置

に建立すべきである。

領袖の銅像の位置選定においては、壮大さと芸術的調和を基本とし

てはならない。芸術的側面を基本にすれば、史跡地や戦跡地でない場所

に位置を定めるようなことになりかねない。そうなれば、人々に革命史

跡地にたいするゆがめられた認識を与えることになり、思想教育の使命

をも正しく果たすことができなくなる。これは、革命戦跡地と革命史跡

地の整備にあたって厳に警戒すべき原則的問題である。
ワン

王
ジェ

在
サン

山革命史跡

地を整備するとき、一部の建築家は、王在山の頂は狭くて、記念碑を幅

広く展開できず、教育の場も満足につくれないとし、隣の峰に建てよう

と提起した。隣の峰に金日成同志の銅像を建立するなら、参観者はその

峰を王在山と勘違いし、解説員が説明するのもむずかしくなり、大記念

碑が史跡地の 後の参観コースとなるので、金日成同志の銅像を王在山

の中腹に建立することにした。

記念碑を史跡地に接近させるのは、記念碑建設で守るべき基本原則

である。

大記念碑の前には、革命事績碑を建てなければならない。革命事績

碑は革命戦跡地と革命史跡地にこもっている領袖の不滅の革命事績を文

字で刻みこむ万年大計の歴史的記念碑である。革命事績碑は、解説員の

説明がなくても、人々に革命史跡地にこもっている領袖の指導業績を深
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く認識させ、大記念碑建設の目的を明確に示す。革命事績碑は革命戦跡

地と革命史跡地の案内役、解説役となるだけでなく、教育者的役割も果

たす。

革命戦跡地と革命史跡地の整備においては、元来の位置に原状保存

する原則を守るべきである。

革命戦跡地と革命史跡地を原状どおり保存できるように整備するこ

とは、領袖の偉大な指導風格を実感的に示すことであり、整備の根本目

的にも、歴史主義の原則にも合致する。革命戦跡地と革命史跡地は、偉

大な歴史的出来事が起こった当時の環境どおり素朴に、こぎれいに整備

しなければならない。

革命戦跡地と革命史跡地の整備においては、都市化、公園化を厳に

警戒すべきである。これは、原状保存の原則に反し、戦跡地と史跡地を

原状どおり示すことができなくなるだけでなく、領袖の指導の賢明さ、

高邁な徳性を全面的に体得できなくする。

原状保存の原則は、革命戦跡地と革命史跡地を革命伝統教育の学び

の場にし、領袖の偉大さと不滅の功績を末長く輝かす重要な保証である。

建築創造において領袖の後継者の構想をりっぱに実現することは、

建築を革命的領袖観で一貫させるうえでとくに重要な意義を有する。

建築創造は自然を改造し変革する壮大な事業であって、一、二年で

終わるものではなく、共産主義社会になってもつづけられる長期的な事

業である。建築創造に関する労働者階級の領袖の指導と構想は、領袖に

忠実な後継者によって継承され、全面的に実現される。

領袖の後継者は、共産主義楽園の建設に関する労働者階級の領袖の

遠大な構想と領袖の不滅の功績を擁護し、万代に輝かすことを
ひっ

畢
せい

生の課

題とする。領袖の後継者のこの崇高な課題を遂行するうえで建築創造の

果たす役割はきわめて大きい。そのため、領袖の後継者は建築創造に深
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い関心を向け、これを直接掌握し指導することになる。

建築創造分野において、領袖の後継者の指導と構想を実現すること

は、領袖の構想を擁護して実現し、労働者階級の建築を領袖の意図どお

りたえず開花、発展させる根本的保証となる。

建築家は建築創造での領袖の後継者の役割にたいする正しい見解と

観点をもち、その構想をりっぱに実現するため鋭意努力すべきである。

建築家が革命的領袖観で武装することは、革命的領袖観で貫かれた

建築を創造するための重要な保証である。

建築家は建築創造の直接の担当者である。

建築創造の成果は、建築家の技術・実務水準と創作技量にも関係す

るが、それを左右する基本要因は世界観である。いかに技術・実務水準

と創作技量の高い建築家であっても、革命的世界観が確立していなけれ

ば、人民の志向と要求にかなった建築を創造することはできない。党的

で労働者階級的で人民的な建築物は、ただ革命的世界観の確立した建築

家だけが創造できるのである。

建築には建築家の世界観がそのまま反映される。建築家の世界観は、

現実の認識から設計の作成とその実現にいたるまで、創作の全過程で能

動的に作用する。建築家が革命的世界観で武装することは、建築発展の

決定的保証である。建築家は革命的領袖観を確立し、領袖の構想を寸分

の狂いもなく実現し、建築の発展に大いに寄与すべきである。

　　　　　２　建築は朝鮮式に創造すべきである

社会的・歴史的産物としての建築は、社会的および階級的性格とと

もに民族的性格をおびる。超階級的な建築がないように、超民族的な建

築もない。建築が民族的性格をおびる以上、各国、各民族は、自国の具
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体的実情と民族的特性に合った建築を創造する。

われわれは、建築を朝鮮式に創造すべきである。

建築を朝鮮式に創造するというのは、建築創造において主体性を確

立するということである。つまり、わが国の実情と自然地理的条件およ

び気候条件、朝鮮人民の生活感情と習慣、好みに合う建築を創造すると

いうことである。

朝鮮式の建築はすなわちチュチェ建築である。自国の革命の利益と

自国人民の志向と要求にかなった建築を創造することは、チュチェ建築

の創作で堅持すべき重要な原則である。

建築は革命と建設の要求を反映し、革命と建設の要求は建築創造の

基礎となる。革命と建設は民族国家を単位にしておこなわれるため、国

ごとの革命任務や社会発展水準、それに社会的要求も異なるだけでなく、

一国内でも革命の段階によって提起される課題が異なる。

相異なる革命任務と社会発展水準は、建築創造分野に異なった要求

を提起する。工業の発達していない国では、自立的民族工業の土台を築

く工業建設に力を入れることが重要な要求となり、人民生活の豊かでな

い国では、軽工業や住宅、公共文化厚生施設の建設に関心を払うことが

重要な要求となる。個々の国では、革命と建設の要求にもとづいて、建

築創造の総体的方向と段階別の目標が示され、対象が定められ、創作の

原則と方途が明らかにされる。建築は自国の革命発展と建設の推進に積

極的に奉仕し、またその前提となる。

建築は自国の自然地理的条件を反映する。そもそも建築は、外気の

影響から人間の生命を守るために創造されてきた。それゆえ、外気の条

件は建築の形態と規模、構造を特徴づける重要な要因となる。自然地理

的環境は、建築の本質的属性である実用性と造形芸術性を条件づけ、規

制する。自然地理的条件が正確に反映されれば、建築の実用性と造形芸
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術性はさらに保証されるようになる。

それぞれの国と地域の自然地理的条件である気候条件、地質条件は

同一でない。多湿でむし暑い国もあれば、寒くて乾燥した国もあり、山

の多い国、平地の多い国もある。さまざまな自然地理的条件にぴったり

した唯一の建築などはありえない。雨や雪の多い国や寒くて風の強い国

などでは屋根を適切に形成し、壁の構造をそれに合わせて解決しなけれ

ば、実用性を保障することができず、山岳の多い地域では建築をそれと

よく調和させなければ、造形芸術性を高めることができない。建築物が

自国の自然地理的条件に合わせて創造されているかどうかは、建築が自

国流であるかどうかを規定する重要な徴表の一つとなる。

古くから朝鮮は、山紫水明の錦繍江山として広く知られてきた。わ

れわれは天下第一江山の朝鮮に、美しい建物を建て、りっぱな都市を建

設して、地上の楽園を築かなければならない。

建築は人民の生活習慣と生活感情、思想的・美学的要求と趣味を反

映する。人間が一定の社会的集団をなして暮らす過程で民族が形成され、

各民族はその固有な生活習慣と生活様式をもつようになる。生活習慣と

生活様式は、徹底して民族性と階級性をおび、人間の思想・意識の影響

を受ける。民族と階級によって生活習慣と生活様式は異なる。生活様式

は時代と社会制度の特徴を明瞭にあらわす。

建築は実用性を有するがゆえに、その国の民族と階級の生活習慣と

生活様式を反映する。労働者階級の建築は、すべての勤労者が国の主人

となってともに働き、むつまじく暮らす社会主義制度にもとづいた新し

い生活方式を反映し、ブルジョア的建築は他人を食いものにする弱肉強

食の法則と、他人はどうなろうと自分だけよい暮らしをすればよいとい

う極端な利己主義にもとづいた搾取社会のブルジョア的生活様式を反映

する。
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住宅のオンドル暖房方式は床に座る朝鮮人の習慣によって発生、発展

し、ペチカ暖房方式は椅子を使う西洋人の習慣によって発生、発展した。

建築創造は、自国にしっかり足をすえ、自国人民の力と知恵、技術

に依拠しておこない、人民大衆の生活を十分に考慮しなければならない。

チュチェ建築は、自民族と自国人民の生活習慣、生活感情、生活様

式を反映する。自国の革命と建設の要求、自民族と自国人民の生活感情

と美感、自国の具体的実情と自然地理的条件に即して創造された建築が

チュチェ建築である。

朝鮮式の建築を創造するためには、なによりも建築創造において民

族的形式に社会主義的内容をもらなければならない。形式が民族的で内

容が社会主義的なところに、チュチェ建築の重要な特徴がある。

建築の社会主義的内容は、すなわち建築にたいする勤労人民大衆の

要求である。労働者階級の建築は人民大衆のための建築であるため、建

築にたいする労働者階級の要求は人民大衆の要求として提起される。社

会主義的内容の構成要素はすべて、自国や自民族の特性に合ってこそ真

実のものとなる。建築にたいする勤労人民大衆の要求は、民族的特性を

基礎とする。社会主義的内容は民族性をおびるため、その実現方式と手

段としての形式も民族性をおびる。労働者階級の建築の形式と内容は、

ともに民族性をおびる。建築に民族的形式と社会主義的内容をもりこむ

ことは、自分の方式で建築を創造するという労働者階級の建築創造の原

則と要求に全的に合致し、それを成功裏に解決する重要な方途となる。

建築において民族的形式に社会主義的内容を完璧にもりこめば、自民族

と人民大衆に喜ばれる建築を創造し、建築を主体的に発展させることが

できる。

建築に社会主義的内容を具現するうえで重要なことは、なによりも

建築家が革命的な世界観で武装し、建築創造において人民的な立場を堅
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持することである。それは、建築の社会主義的内容をなす構成要素がす

べて建築家によって選択され、建築にもりこまれるからである。建築家

は主体的な建築思想と理論で武装し、高い科学技術知識と芸術的才能を

身につけてこそ、建築に社会主義的内容をりっぱに具現することができ

る。いかに客観的な現実生活の要求が革命的で多様であるとしても、建

築家の思想的立場が確固たるものでなく、政治的見識と準備程度が高く

なければ、建築に社会主義的内容を具現することはできなくなる。

建築に社会主義的内容を具現するうえで重要なことはまた、建築の

内容的構成要素の相互関係を適切に解決することである。建築の内容的

構成要素のうちどれ一つも完全に無視してはならず、絶対化してもなら

ない。建築の生活機能的合理性、構造的合理性、思想性・芸術性を建築

物の使命に即して生かしていかなければならない。

建築に社会主義的内容を具現するうえで、建築の内容的構成要素を

均等割りにしようとしてもいけない。建築対象の使命によって、記念塔

のごとき建造物は思想的内容を基本にして創造すべきである。

自国人民の生活習慣と生活上の要求に合い、かれらに 大限の便宜

がはかれるように建築空間を形成することは、建築に社会主義的内容を

具現するための基本的要求である。建築は人間の生活・活動空間を創造

し、合理的な生活機能的条件を保障することによって物質的実用性を高

め、人民にりっぱな生活条件をもたらすことを基本的目的とする。

建築空間を人間の生活と活動に便利にととのえ、空間を合理的に配

置し、その相互関係を正確に解決し、衛生的環境を十分に保障すること

は、建築空間の形成においてきわめて重要な問題として提起される。

建築空間の合理的な生活機能の解決は、人々に革命と建設により積

極的に寄与することのできる物質的条件を保障することになり、かれら

の生活に便利さをもたらすことになる。
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生活機能の問題を合理的に解決するには、人間の生活を具体的に研

究し、生活上の諸問題を総合的に考慮すべきである。いいかえれば、建

築空間の大きさを生活と活動に便利に定め、家具や設備の大きさも行動

の手順や動作にかなうように定め、人々の衛生的側面を考慮して公害防

止対策を立て、具体的な社会的条件や建設条件などさまざまな制約条件

を考慮し、生活機能空間を処理しなければならない。

生活機能の問題の正しい解決において重要なことは、建築家が豊か

な科学知識と高い技術を身につけることである。人間の動作とその曲線

を正確に見積もるには人体についての知識が必要であり、人間の心理的

特性を正確に反映するには、心理学の知識が必要である。部屋の大きさ

を定めるには規模計画論の知識が必要であり、建築空間の衛生的合理性

を解決するには、環境工学、生態学、気象学、照明学、音響学、熱工学、

換気学など各分野の科学知識を身につけ、それを実現させる技術手段に

ついて知らなければならない。建築家は各分野の科学技術知識と科学技

術の発展趨勢を知り、各種の技術手段を統一的に利用できる知識と能力

をもっていなければならない。

生活機能が単一で独立的である場合は、空間構成も単純で形態構成

も明確であるが、生活機能が複雑でからみ合っているときは、空間構成

や形態構成も複雑になる。

建築家は自民族の生活上の特性をよく知り、建築空間を便利で実用

的なものにすることに深い注意を払うべきである。

建築空間を人民に便利に構成するうえで重要なことは、人間の健康

増進と生活条件に即して衛生的に 上の生活環境をもたらすことである。

そのような建築空間をつくるには、建築空間に快適さをもたらさなけれ

ばならない。建築空間の快適さをもたらすためには、空間内に合理的な

温度と湿度、風速を保障し、いつも快い環境で働き生活できるようにす
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ることが大切である。

快適な衛生的環境をつくるうえで暑気と寒気の防止対策を講じ、そ

れに適した建設材料を適用する方法も重要であるが、有害な自然気候現

象から人間を保護する生活空間を創造し、環境を改造することにとどま

らず、近代的な建築設備を適用して、 上の生活環境を人工的につくる

ことがより重要である。近代的な建築設備が広範に適用されている状況

のもとで、合理的な人工気候環境に適した建築空間の規模の選定と質的

向上をめざす新しい建築空間創造法を探究すべきである。

生活機能的要求をりっぱに解決することは、建築空間で暮らす人間

の生活様式の形成に少なからぬ影響を与える。高尚かつ文化的で革命的

な社会主義的生活様式はそれに適した建築空間を求め、建築空間の合理

的解決は、社会主義的生活様式の確立に影響を与える。

建築空間の生活機能問題の解決においてはまた、人間が生活を質素

に、几帳面で文化的に、現代的に築いていく習慣をつけるように建築空

間をととのえることが大切である。

真に人民に奉仕する建築物を創造するには、生活機能的合理性を保

障すると同時に、芸術的に洗練させなければならない。すぐれた建築様

式は、生活機能的要求だけでなく、人間の美的要求も充足させる。建築

物は日常生活と密着していて人間の精神生活に影響を及ぼすため、建築

家は建築様式の創造において生活機能の解決にのみ偏らず、人々の美的

要求の充足にも相応の関心を向けるべきである。

建築物の生活機能は変化、発展する。社会主義社会では、日を追っ

て向上する人民の生活が、建築の生活機能の問題により新しく高い要求

を提起する。チュチェ建築の創造においては、向上する人民の生活上の

要求を敏感にとらえて充足させることができるように、建築の生活機能

の問題を解決しなければならない。既存の建築物は重力構造体と建築形
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態を変えることができないため、室内の構造を高まる生活機能的要求に

合わせて変え、科学技術の発展にもとづいて室内の装備と技術設備をた

えず入れ替えて室内の生活環境を現代的にととのえるべきである。

人間の思想と感情、志向と要求はつねに具体的かつ現実的であるた

め、建築も現実的かつ具体的であるべきである。住宅にバス・ルームを

設けておいてタオル掛けやせっけんを置く台を設置しなかったり、居間

を温水オンドルにしながら、暖かいところを好む老人と涼しいところを

好む若い人の心情を考慮せずに温水管を設置するなら、ささいなことの

ようであっても、それは人民に大きな不便をきたす。だからといって、

多くの人の枝葉末節にわたる要求まですべて解決することはできない。

一つの建築空間で多くの人が生活し活動するのであるから、個々の要求

をすべて解決することは不可能である。ドアの取っ手を一つとってみて

も、背丈の高い人は高めに、背丈の低い人は低めに付けることを求める。

そういう要求をすべて満足させるには、一つのドアに 10 の取っ手を付

けても足りないであろう。建築は人間の本質的で共通的な要求を反映し

なければならない。

建築は自国人民、自民族の美的感情と美的趣味にも合うものでなけ

ればならない。

建築芸術は、われわれの時代の人民大衆の美的指向と要求に合って

こそ価値あるものとなる。

人民大衆の美的指向と要求にかなった美を創造するためには、なに

よりも労働者階級の領袖に忠義をつくそうというわれわれの時代の人民

の崇高な精神世界と、党の指導にしたがい、社会主義・共産主義の 終

的勝利をめざして力強く前進する朝鮮人民の革命的気概、いかなる風が

吹き荒れようとも革命の旗を高くかかげてひるむことなく前進する必勝

の信念と不撓不屈の革命精神を反映しなければならない。
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社会主義的建築の美は、党と領袖、革命にたいする高い忠実性を第

一の要求として提起している美である。社会主義的建築の美は、もっと

も価値あり輝かしいものとなる。人民大衆は、党と領袖、革命にたいす

る忠実性をりっぱに反映している建築をもっとも美しくりっぱな建築と

みなしている。

人民大衆の美的指向と要求にかなった美を創造するためには、新し

く独創的で特色のある建築様式を探求しつくりだして、建築の造形芸術

性を革新しなければならない。新しく独創的で特色のある建築形態を創

造することは、陳腐で立ち後れたものを排し、つねに新しく先進的なも

のを好む人民大衆の美的指向の反映であり、新しい時代の人間の現代的

美感とますます豊かになる生活上の要求の反映である。

自民族の美的感情に合った新しく特色のある建築を創造するために

は、自然界の多様な形態と色彩、自然の造形的諸現象の美的性質を正確

に認識し、それを建築に創造的に適用しなければならない。自然界の形

態と自然の造形的諸形象は、人間に有益な存在に、人間の生活上の要求

と美的指向にかなった建築形態の創造に必要な豊かな素材の源となる。

自然界の形態と造形的諸形象の美的性質が人間の美的理想とかかわり、

かれらに知覚されるとき、美的要求に合うものと認められる。建築家は

自然界の形態と造形的形象を、自己の着想と構想の熟成に正しく利用し

なければならない。

人工的な形態も新しい建築形態の創造に積極的に活用しなければな

らない。人工的な形態は、客観的に存在しながら、人々に一定の美的・

情緒的影響を及ぼす。人工的な形態は、人間の創造的労働によって創造

されたものであり、それには人間の主観的意図と美的要求が反映されて

いる。建築形態の構成において自然界の形態と人工的な形態を利用する

からといって、生活機能と構造の合理性を考慮せず、そのとおり模倣し
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てはならない。自然界の形態をそのとおり模倣すれば、生活機能の不合

理性と建築形態の奇形性をもたらし、「自然主義的建築」と「有機体建

築」に陥る。建築家はチュチェ建築の創作原則と形成法にしっかり依拠

し、人民の美的指向と現代的美感に合う、新しく独創的で特色のある建

築を創造すべきである。

建築物は便利であるだけでなく、堅固でなければならない。堅固性

は建築物の寿命を保証する実際的条件であり、人間が安全な条件で生活

し活動できる物質的保証をもたらす。建築物の堅固性は、構造の合理的

な解決によってもたらされる。構造体は建築空間の形態を規定し、建築

空間は構造体によって存在する。構造体なくしては建築空間が存在せず、

建築形態も構成されない。構造体によって建築空間の形態が構成され、

長いあいだ安全に維持される。構造体は建築物の骨格を構成し、構造の

合理性はその骨格の寿命を保証する。

村落や都市の構造体は骨格の役割を果たし、村落と都市全般の様相

と風格を特徴づけるだけでなく、その寿命を保証する。村落と都市の構

造体は地域の分割と中心部の形成、街路網の造成と建築物の配置、公園、

遊園地の配置、園林の造成を包括する。

建築物の構造体は生活機能の合理性と密接なつながりがあり、相互

作用しながら発展する。建築物の構造体は建設材料によって多様に解決

され、たえず発展する新しい建設材料の適用によってより新しく発展す

る。はじめは木材、石材、土、石灰のような天然材を適用して建築物の

構造体が解決されたが、鉄材、セメント、コンクリート、板ガラスなど

の開発にともない、建築物の構造構成と建築形態は多様なものになった。

今日では立体トラス構造、シェル構造、線構造などの新しい構造体が開

発され、生活機能的要求に必要な大空間も柱なしに自由に形成できるよ

うになった。これは、これまでの図式化された建築形態から脱し、多様
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な建築形態が創造できる科学技術的な可能性がもたらされたことを意味

する。

建築物の構造形態は、構造力学的要求のみならず、人間の美学的要

求を充足できるように構成されなければならない。そうしなければ構造

主義的な傾向に陥ることになる。構造主義の反動的本質は、建築物の構

造がりっぱに解決されれば、自然に美しくなるとして、建築の思想性・

芸術性を除去しようとするところにある。

建築物の外形構成で重要なのは、構成体系と構造体系を明確に生か

すことである。そうしなければ現代性を保障することができないばかり

か、構造表現のリアリティーと論理性を失い、膨大な資材と労働力を浪

費する結果をまねく。建築家が建築形態を多様化するからといって、構

造の構成体系にまったく合わない外殻を用いることを厳に警戒しなけれ

ばならない。

建築物の構造解決で経済的効率を高めることが重要である。建設費

用総額のうち建築物の構造費は多くの比率を占めるので、構造の安全性

を保障するからといって必要以上の構造上の予備をつくるなどという資

材浪費を未然に防ぐことに留意すべきである。

建築家は堅固で安全で経済的であり、しかも建設速度を速められる

構造体の研究に大きな力を注ぐべきである。これと同時に、現代的な構

造の組み立てが可能な進んだ施工法を探しだし、丈夫で軽く、形態を思

いどおりに形成できる材料や耐火・防腐に有利な新しい構造材料をより

多く開発すべきである。

朝鮮式建築を創造するキーポイントは、わが国のものに精通するこ

とである。

わが国のものに精通することなしには、民族的プライドと革命的自

負をもって建築創造で革命的熱意と創造的積極性を十分に発揮すること
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も、建築創造におけるすべての問題を国の実情に即して解決し、人民の

要求にかなった建築を創造することもできない。わが国のものに精通す

るうえで基本となるのは、あくまでもわが党の政策である。わが党の政

策は建築創造の基準であり、尺度である。わが党の政策には、社会主義・

共産主義建設の総路線から社会主義経済建設の基本路線、工業政策、基

本建設政策、農業政策にいたるまですべてが包括されている。わが党の

政策には、革命と建設の要求と朝鮮人民の志向、わが国の具体的現実が

集中的に反映されている。建築は革命と建設に寄与することを基本使命

としているため、党政策に依拠してこそ建築創造の方向を正しく定め、

創作の原則と方途を正確に立てることができる。したがって、建築家は

党の政策に精通するために努力すべきである。党の政策に精通すること

は、建築創造を成功へと導く力の源である。党の政策に精通してこそ、

建築創造の過程でいかに困難で複雑な問題が提起されても、革命と建設

の要求に即して科学的に解決する正しい方途を見いだし、党の意図どお

り能動的に処理することができる。党の政策に精通すれば、建築創造を

いかなる偏向も犯すことなく進めることができるが、党政策にうとけれ

ば正否を見きわめることができず、点一つ、線一つ思いどおり描くこと

ができない。党の政策にうとい建築家は目の見えない「建築家」である。

そういう建築家は事大主義、教条主義、復古主義に走るようになる。

党の政策に精通することは、革命と建設の要求にそった建築を創造

するためにも、党の政策を擁護するためにも必要である。

戦争後、レンガ一枚まともなものがなかった困難な時期、建設部門

の責任ある地位に潜入していた反党・反革命分派分子は、朝鮮の具体的

な現実と人民の要求、民族的特性を無視して、わが国の実情に合わない

外国の設計基準と規定を教条主義的に取り入れ、建築創造にはかり知れ

ない弊害を及ぼした。当時、建築家たちが党政策に精通していたなら、
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反党・反革命分派分子の策動をそのつど粉砕し、莫大な資材と資金、労

働力を浪費するという重大な結果をまねくことはなかったであろう。

党政策に精通し、その要求を建築に反映するために努力するのは、

建築家の基本的な創作姿勢である。このような創作姿勢をもった建築家

は、いかに難しい対象をまかされても党の要求どおり創作する。建築家

はその部門の党政策を深く研究し、それにもとづいて建築創造にたずさ

わる気風を確立すべきである。

すべての建築家は、不滅のチュチェ思想とそれを具現したわが党の

路線と政策で武装し、金日成同志とわが党の主体的建築思想と理論を全

面的に、深く学習してそれを血とし肉とし、建築創造の唯一の指針とし

なければならない。

建築家が自国の歴史と地理、経済と文化、自国人民の生活習慣に精

通するのは、建築を自国の方式で創造するための必須の要求である。自

国の歴史と地理、経済と文化は民族的自負とプライドを生む基礎であり、

民族的自負とプライドは建築を自国の方式で開花させる下地である。自

分の国、自国のものがいちばんであるということを胸の底に刻みつけた

建築家は、他人のものに好奇の目を向けたり真似ようとはせず、もっぱ

ら自国人民に喜ばれる建築創造のためにたゆまず努力する。

建築は自国のものを基礎にして創造されなければならない。自国に

建てられなかった建築物を自国のものとはいえず、自力で自国に建てた

建築物を外国のものとはいえない。建築はあくまでも、自国に自国人民

の力と自国の経済力によって創造されなければならない。自国の地は建

築物が根を下ろす基礎であり、自国人民の力と経済力は、建築物を建て

る精神的・物質的手段である。自国の地理と経済発展の程度を把握して

こそ、国土計画、都市計画、農村建設計画を科学的に、現実的に作成す

ることができ、産業地区をバランスよく配置し、建築創造の方向と対象



58

を正確に定めることもできる。

自国の歴史や文化にも精通しなければならない。朝鮮人民は古くか

ら、勇敢で聡明で英知に富んでいた。朝鮮人民は、五千年の長い歳月、

侵略者との不屈の戦いを展開して祖国を守りとおし、熱烈な祖国愛と勇

敢性、不屈の気概を全世界に誇示した。また、古代から
さん

燦
ぜん

然たる民族文

化を創造し、科学と技術を発展させた。わが国の祖先は 7 世紀前半期

にすでに、世界に広く知れた天文台である
チョム

瞻
ソン

星
デ

台を建てて気象学や天

文学を発展させ、世界初の金属活字をつくって発展させた。建築術、冶

金術、製陶技術は三国時代から世界に名声を博していた。こんにち、わ

が国では党の賢明な指導のもとに、文学と芸術、スポーツ、建築をはじ

め、文化の各分野が急速な発展を遂げて燦然たる開花期を迎えている。

わが国の芸術は「世界 高峰の芸術」として名声を博し、わが国は「建

築の国」「創造の国」として名をとどろかせている。

わが国の建築家は、朝鮮民族第一主義の精神と自力更生の革命精神

を強く発揮し、全社会のチュチェ思想化偉業に積極的に寄与する朝鮮式

の建築をりっぱに創造し、われわれの時代をチュチェ建築の全盛期とし

て人類史に記録し、人類建築芸術の宝庫を豊かにすることに貢献しなけ

ればならない。

３　建築創造において党性、労働者階級性、

人民性を具現すべきである

社会主義的・共産主義的建築は、党と革命、労働者階級と人民に奉

仕する、党的で労働者階級的で人民的な建築である。党性、労働者階級

性、人民性は、社会主義的・共産主義的建築の本性と性格を規定する基

本的徴表であり、社会主義的建築と資本主義的建築を識別する試金石で
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あり、建築創造において一貫して堅持すべき根本原則である。建築に党

性、労働者階級性、人民性を具現するということは、党と労働者階級と

人民大衆の要求を反映し、党と労働者階級と人民大衆に奉仕する建築を

創造するということを意味する。党性、労働者階級性、人民性をぬきに

してはチュチェ建築について論ずることができない。建築創造において、

党性、労働者階級性、人民性の原則を堅持してこそ、人民大衆の自主的

で創造的な生活の保障に真に貢献する革命的で人民的な建築を創造する

ことができる。建築創造において党性、労働者階級性、人民性を具現す

ることは、社会主義的・共産主義的建築本来の要求である。

チュチェ建築において党性、労働者階級性、人民性は有機的に統一

されている。党性は建築にたいする労働者階級と人民大衆の要求を集中

的に、全面的に具現し、労働者階級性、人民性は、建築に党性をりっぱ

に具現するとき全面的に発揮される。党性、労働者階級性、人民性は、

人民大衆の自主的で創造的な生活に真に奉仕する建築を創造しようとい

う一つの目的で貫かれている。

党性、労働者階級性、人民性の原則は、社会主義・共産主義社会の

本性に即した革命的な建築を創造できるようにする根本的保証である。

党性、労働者階級性、人民性の原則は、建築創造分野において労働者階

級の党と領袖の指導を徹底させ、建築に関する領袖の構想と意図をりっ

ぱに実現することによって、建築が人民大衆の自主的で創造的な生活の

保障に真に寄与できるようにする。

社会主義・共産主義社会が建築創造分野に提起する重要な要求は、

建築に人民大衆の自主的で創造的な生活の要求を全面的に反映すること

である。この要求は建築創造において、党性、労働者階級性、人民性の

原則を堅持することによってのみ円滑に解決される。建築創造において、

党性、労働者階級性、人民性の原則を堅持してこそ、社会主義・共産主



60

義建設の全期間にわたって創造されるすべての建築を、自国人民に好ま

れ、自民族の生活感情に合い、自国の自然条件と気候条件に合うように

創造することができる。

チュチェ建築は党性をりっぱに具現している。党性はチュチェ建築

の生命である。党性をぬきにしては、チュチェ建築の革命的本質と階級

的性格、社会的機能と使命について考えることはできない。チュチェ建

築の党性は、建築創造分野において労働者階級の党と領袖の指導を徹底

させ、領袖の構想と意図を絶対化し、それを建築創造に無条件具現する

ことに表現され、建築を 高の水準で創造し、領袖の偉大さと不滅の革

命業績を万代に輝かせることで表現される。建築に関する労働者階級の

領袖の構想は、都市と農村を壮大で美しく、こぎれいで住みよい社会主

義・共産主義の楽園に築き、人民に裕福で文化的な生活条件をもたらす

壮大な青写真であり、建築創造にたいする領袖の指導は、この壮大な青

写真をりっぱに実現するための指導である。領袖の構想には建築にたい

する党と労働者階級と人民大衆の志向と要求が集大成されている。労働

者階級の領袖は、社会主義的・共産主義的建築創造のための思想と理論

を提示し、革命と建設の各段階ごとにその実現の方向と方途を具体的に

示し、建築家を主体的で革命的な建築創造へと賢明に導く。労働者階級

の領袖の指導に忠実にしたがってこそ、真に党と労働者階級と人民に奉

仕する、党的で労働者階級的で人民的な建築を創造することができる。

領袖への忠実性は、建築創造において領袖の指導と構想を実現する

ための根本的保証である。建築創造の成果は、領袖の指導にしたがう建

築家と建設者の努力によってもたらされる。労働者階級の領袖によって

創始された革命的な建築思想と理論を深く体得し、領袖の構想と意図を

寸分の狂いもなくりっぱに実現してこそ、社会主義的・共産主義的建築

の花園を美しく開花させ、壮大で美しく、こぎれいで住みよい都市と農
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村を建設することができる。

建築創造にたいする領袖の唯一的指導を実現すべきである。これは

チュチェ建築の運命とその成果を左右する根本的保証である。建築創造

にたいする領袖の唯一的指導は、建築創造分野に領袖の建築思想がみな

ぎるようにし、労働者階級の革命偉業、領袖の革命偉業に貢献する社会

主義的・共産主義的建築をりっぱに創造できるようにするだけでなく、

あらゆる反革命的な建築思想潮流を徹底的に排撃し、チュチェ建築の党

的で労働者階級的で人民的な性格を擁護できるようにする。建築創造の

すべての部門では領袖の唯一的指導体系を確立し、労働者階級の領袖の

建築思想を建築創造の唯一の指導指針とし、それをりっぱに具現するた

めに積極的に努力すべきである。

チュチェ建築の労働者階級性は、労働者階級の要求を建築にりっぱ

に具現することに表現される。元来、建築は一定の階級の要求を反映し、

その利益を代弁する。チュチェ建築は労働者階級の志向と要求を正確に、

こまやかに反映し、あらゆる非労働者階級的な要素を排撃して労働者階

級の利益を断固擁護し、具現する。人類の理想社会である共産主義社会

の建設を歴史的使命とする労働者階級は、人民大衆に自主的で創造的な

生活を全面的に保障する革命的で人民的な建築を求め、その実現をめざ

してたたかう。建築にたいする労働者階級の要求には、人民大衆の要求

が全面的に反映されている。われわれは建築に人民大衆中心の朝鮮式社

会主義制度の優越性を反映して、建築の労働者階級的性格を強化し、人

民大衆に積極的に奉仕するチュチェ建築を創造しなければならない。

建築創造において労働者階級的線を明確にしなければならない。建

築創造において労働者階級的線を明確にするということは一言でいって、

労働者階級の利益と要求を断固擁護し、それを基準にしてすべての建築

物を創造するということである。労働者階級の建築創造においては、実
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用性の解決においても、思想性・芸術性の解決においても、労働者階級

の志向と要求を無条件に実現しなければならず、非労働者階級的でブル

ジョア的な要素を絶対に許してはならない。労働者階級的線は、建築に

おいて革命的なものと反革命的なもの、進歩的なものと反動的なもの、

人民的なものと反人民的なものを識別する基準であり、尺度である。労

働者階級的線は、労働者階級と資本家階級間、社会主義思想とブルジョ

ア思想間の境界を明白にし、建築創作において労働者階級の利益と要求

をりっぱに擁護し、実現できるようにする。

チュチェ建築は人民性をりっぱに具現している。人民性は人民大衆

に奉仕するチュチェ建築の本質的特性である。チュチェ建築は、その内

容が人民の志向と要求を反映しているだけでなく、形式も人民の思想

的・美学的要求と民族的な生活感情、情緒、趣味に合うものであるため、

人民に愛される。チュチェ建築は、人民の自主的で創造的な生活を物質

的・精神的に保証する。世界を支配する主人として登場し、自己の運命

を自主的に、創造的に切り開いていく自主時代の人民大衆、国の真の主

人となって革命と建設を力強く推進する社会主義社会の勤労者の生活は、

きわめて多様かつ豊富である。チュチェ建築はこの多様かつ豊富な勤労

者の生活上の要求をリアルに反映し、全面的に解決して、人民大衆に積

極的に奉仕する。

人民大衆が生活し活動する建築立体空間をかれら本来の要求どおり

に創造することは、すべての建築に人民性を具現するための重要な要求

である。社会主義・共産主義社会は人民大衆をこの世のもっとも貴重な

存在とみなしているため、すべてを人民大衆を中心に考え、人民大衆に

奉仕させるのである。社会主義・共産主義社会では、人民大衆に奉仕す

るすべての建築物を単なる生産手段や生活手段とみなす前に、かれらが

代々譲り渡しながら生活し、活動する生活の場とみなす。われわれはこ
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のような観点と見解から、工場の内外を几帳面にととのえることを求め

ている。人民大衆の利用する建築物を単なる生産手段や生活手段とみな

すのは、ブルジョア的な見解であり、観点である。

人民大衆にたいする正しい観点をもつべきである。人民大衆にたい

する建築家の立場と観点によって、建築に人民大衆の志向と要求がりっ

ぱに反映されるかどうかが決まる。人民大衆にたいする正しい観点は、

人民的建築を創造するための基礎となり、根本要因となる。人民的な観

点に立ってこそ、人民大衆のための建築物を創造することができる。人

民大衆は歴史の自主的な主体である。人民大衆は歴史発展において主人

の地位を占め、主人としての役割を果たす。自然と社会を改造する事業

はすべて人民大衆が受け持ち、遂行する。人民大衆は自己の物質・経済

生活の需要を充足させようとする要求と社会生活を維持し発展させよう

とする志向から、建築創造に切実な利害をもつ。人民大衆は、自然を改

造し変革する偉大な事業である建築創造の遂行に必要な知識と技術、才

能と力をもっている。建築創造は人民大衆自身のための活動であり、人

民大衆自身が遂行しなければならない活動である。社会主義社会では人

民大衆が建築創造に積極的に参加し、労働者階級の国家はかれらを建築

創造活動に積極的に参加させる。人民大衆が建築の主人であるという観

点が、建築創造分野での人民大衆にたいするもっとも正しい見解であり、

観点である。チュチェ建築は、このような見解と観点にもとづいて創造

される。チュチェ建築がもっとも人民的な建築となる根拠はまさにここ

にある。チュチェ建築は、人民大衆を建築創造の主人とみなしているた

め、かれらの要求と志向が建築創造の唯一の基準となり、尺度となり、

目標となる。

建築家はつねに人民大衆のなかに深く入ってかれらの生活をくわし

く知り、建築にたいする要求を把握すべきである。それでこそ、かれら
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の志向と要求にそった建築を創造することができる。真の建築創造の過

程は、人民大衆の生活をくわしく知り、それを設計に正確に反映し、創

作実践に移す過程である。建築創造は建築家の思想的意図と創作技量だ

けでは不可能である。建築家の思想的意図と創作技量は、あくまでも建

築創造の主観的要因であり、これに建築創造の基準である人民大衆の志

向と要求が裏打ちされなければならない。人民大衆の志向と要求をよく

知る建築家であってこそ、人民的な建築を創造することができる。

戦争後、わが国ではじめて重層住宅を建設したとき、朝鮮人民固有

の生活習慣に合わないペチカ式の暖房を導入したが、その主な原因の一

つは建築家が朝鮮人民の生活習慣と生活上の要求を無視したところにあ

った。当時、金日成同志は現地に出向き、人民がペチカを好まないとい

うことを直接理解し、幹部の教条主義的な創作態度をきびしく批判し、

人民の要求どおり重層住宅にオンドルを敷くようにさせた。重層住宅に

オンドル暖房を設置した歴史はこうしてはじまったのである。これは住

宅建設における偉大な転換といえる。

建築家は設計をするときだけでなく、その後も、人民大衆の意見に

耳を傾けなければならない。建築の真の評論家は人民大衆である。人民

大衆は自分の志向と要求を基準にして建築物を見て評価する。人民の判

定に合格した建築物が本当によいものであり、人民の判定に合格しなか

った建築物はりっぱな建築物といえない。

建築家は、人民がよしとするものはすべてよいものであるといった

金日成同志の教えを単に建築物の完成後の問題と考えず、つねに人民大

衆のなかに入り、かれらの生活を深く理解し、人民の要求を建築に十分

に反映する革命的な創作態度と人民的な創作気風を確立すべきである。

それでこそ、建築創作に新たな転換をもたらすことができる。

建築創造に人民大衆を積極的に参加させるべきである。人民大衆は
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もっとも知恵深く聡明であり、才能があって博識である。人民大衆は建

築の真の創造者であり、享受者である。人民大衆を建築創造に積極的に

参加させることは、建築の人民性をより明確にする前提であり、建築を

早急に発展させる確固たる保証である。設計試案にたいする大衆合評会、

大衆審査といったさまざまな方法を積極的に導入し、そこで提起される

意見を総合、分析、一般化し、建築に反映する気風を確立すべきである。

チュチェ建築の純潔を固守すべきである。これは党性、労働者階級

性、人民性を具現するための重要な部分の一つである。チュチェ建築の

純潔を固守するためには、あらゆるブルジョア形式主義的建築潮流に反

対して断固たたかわなければならない。ブルジョア形式主義的建築は、

建築の内容を実用的要求と思想的・美学的要求の統一としてみるのでな

く、内容を実用性とし、形式を美と外形として内容と形式を分離し、そ

れをゆがめるだけでなく、内容を形式に服従させ、うわべを飾ることに

偏重する。ブルジョア形式主義的建築は便利さには関心を向けず、建築

物の外形を奇怪なものにしたり、けばけばしく飾って人々の耳目を集め

る人気取りとコマーシャルじみたうわべ飾りでブルジョア的生活様式を

流布させる。ブルジョアジーの世紀末的な美的趣味を反映した形式主義

的建築は醜悪で異常である。ブルジョア形式主義的建築は、チュチェ建

築と相容れない反動的な建築であり、建築における民族的特性の具現を

否定、抹殺し、建築を無国籍のコスモポリタンな建築に誘導する反人民

的な建築である。自己の時代を生き終えたブルジョア形式主義的建築は、

搾取階級の動物的な欲望をみたすためにつくりだされたもっとも退廃的

で反動的な建築である。

ブルジョアジーの反動的な思想と建築にたいする統制、黄金による

社会的支配と建築の商品化はブルジョア的建築の基礎であり、温床であ

る。すべての正常なものに倦怠感と幻滅を覚え、不正常で変態的で、動
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物的で世紀末的なものに美的快楽と生の喜悦を求めようとする独占財閥

と反動官僚層の腐敗堕落した生活は、機能主義、構造主義、表現主義、

自然主義、抽象主義、模倣主義、折衷主義、逃避主義など数多くの形式

主義的建築潮流を産んだ。ブルジョア形式主義的建築潮流は数知れない

が、それらはすべて搾取階級とブルジョアジーに奉仕する点で互いに結

びついており、いずれもチュチェ建築と根本的に対立する。ブルジョア

形式主義的建築は、建築における民族的特性を否定し、自国の実情に即

した建築の創造を妨げる。形式主義的建築の提唱者は、現代的な材料と

構造をともなう現況では、建築創造において民族の壁をつくる必要はな

いとし、コスモポリタンな建築を高唱している。これは植民地主義者が

その退廃的なブルジョア的建築術を大いに流布させて事大屈従思想を鼓

吹し、他国の民族建築伝統を破壊し、踏みにじり、民族建築遺産の継承

と民族的特性の具現を妨げるための詭弁である。ブルジョア形式主義的

建築は、社会主義的建築をその本来の要求どおり創造できなくさせ、不

要な外見の装飾に莫大な資材と資金を浪費させ、建築家の健全な創作活

動を妨げる。ブルジョア形式主義的建築は、腐り切った資本主義制度の

必然的な産物である。われわれは建築に、党性、労働者階級性、人民性

を具現できなくする古くて反動的なあらゆる建築思想とそのささいな表

現も絶対に許してはならず、容赦なくたたかうことによって、党と労働

者階級と人民に奉仕するもっとも革命的な朝鮮式の建築、チュチェ建築

を創造しなければならない。

４　建築創造において、民族的特性と現代性を

正しく結合させるべきである

新しい社会、新しい時代、新しい生活は必ずそれにふさわしい新し
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い建築を要求する。これは建築発展の合法則的過程である。

新しい時代が求める新しい建築は、民族的特性と現代性を具現した

建築である。

人民大衆が歴史と社会の主人として登場した新しい社会が樹立され

たからといって、建築創造分野で旧社会の遺物である民族建築遺産を完

全に無視してはならず、反対に、一民族が一つの領土内で暮らす過程で

歴史的に形成され強固になったその生活習慣と生活感情、趣味などが建

築にもられているからといって、新しい時代の要求に背を向け、民族建

築遺産だけを踏襲してもならない。

民族固有の生活習慣と生活感情、趣味などが相対的強固性をおびる

ように、建築の民族的特性も相対的強固性をもつ。

建築創造において、民族的特性を生かしながら現代性を具現してこ

そ、人民に好まれ、時代の要請にかなった建築を創造することができる。

民族的特性と現代性の結合は、新しい時代、新しい生活の要求に即

したチュチェ建築の創造において堅持すべき根本原則である。

民族的特性は民族建築の特性を条件づけ、その気品と形式を規定する。

建築は内容と形式の統一によってなされるため、建築の民族的特性

もやはり内容と形式の統一によってなされる。建築において内容をぬき

にした民族的特性はありえず、民族的特性と無関係の形式はありえない。

建築における民族的特性は、主に形式を通じて反映され、民族的形式は

民族的特性を表現する。

建築における民族的特性は、歴史的具体性をおびる。建築の民族的

特性は相対的強固性をおびながらも、時代の変化、発展にともなってた

えず変化し、新しいものによって補われる。時代が変われば民族の思想・

感情、生活方式、美的情緒や趣味など、民族的特性をなすすべての要素

が変化、発展し、よりすぐれた特性が新しく形成される。
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建築で民族的特性をりっぱに生かすためには、民族建築に固有な意

義のある特性を保存しながら、新しい時代の要請に即して改造し、発展

させなければならない。

建築の民族的特性は階級的性格をおびる。搾取社会においても建築

の創造者は人民大衆であるため、建築の民族的特性は人民大衆によって

形成され、継承、発展する。

現代性は現代建築の特性を条件づけ、規定する。

新しい時代の人間の要求を反映し、かれらの現代的美感、現代文明

生活に合わせて創造された建築が、まさに現代性を具現した建築、現代

建築である。

現代性もやはり、建築の内容と形式の統一のなかで形成される性質

である。

建築において現代性を具現する問題は、人民大衆が歴史の自主的な

主体として登場した新しい時代の高さで建築の時代的特性と価値を評価

し、規定する問題である。

チュチェ建築の現代性は、新しい時代の人間の要求を全面的に反映

し、具現した現代性である。

建築の現代性は民族的特性にもとづいている。民族的特性を離れた

現代的建築などありえず、またあってはならない。民族的特性を生かし

た現代的建築であってこそ、真に現代性の具現された建築、現代的な建

築といえる。

チュチェ建築を創造するためには、民族的特性と現代性を正しく結

びつけなければならない。これはチュチェ建築本来の要求であり、その

発展の合法則的要求でもある。チュチェ建築は本質上、民族の好みにも

合い、人民大衆の現代的美感にも合う建築である。チュチェ建築は自民

族の生活感情と生活習慣、豊かさと多様さを増す人民大衆の生活上の要
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求と時代の要請を反映する過程を通じてたえず変化、発展する。

民族建築の遺産を正しく継承することは、民族的特性を生かすうえ

できわめて重要な意義を有する。社会主義的・共産主義的建築は、まっ

たくのゼロから新しく創造されるのでなく、前時代の民族建築遺産の正

しい継承によって創造され、発展するのである。すべての民族は、同じ

地域、同じ領土、同じ国で長いあいだ暮らしながら自民族の生活習慣、

思想・感情、美的情緒と趣味に合った固有な建築を創造し、民族建築の

すぐれた伝統を築いた。民族建築の遺産は民族の貴い財宝であり、建築

を自分の方式で創造するための強固な資産である。

民族建築の伝統を正しく継承、発展させなければ、民族建築遺産の

うち現在にいたっても自国人民に支持され愛されている民族建築の優秀

性を継承、発展させ、民族的特性を生かして主体的な建築を成功裏に創

造することはできない。

民族建築の遺産の正しい継承、発展においては、主体性の原則、階

級性の原則と歴史主義的原則を守ることが大切である。

なによりも、主体性の原則を厳守すべきである。民族建築遺産の継

承において主体性の原則は、自主的で創造的な立場で民族建築の遺産を

分析、評価し、批判的に継承、発展させることを求める。

民族建築遺産の継承において主体的立場を堅持してこそ、事大主義と

民族虚無主義、復古主義を排し、自国の建築遺産を基本としてそれを正

しく分析、評価し、すぐれた進歩的なものを見いだし、自民族と自国人

民の志向と利益、現代の要請に即して、継承、発展させることができる。

歴史主義的原則と階級性の原則を守らなければならない。歴史主義

的原則は、民族建築遺産をその時代の社会的・歴史的環境と結びつけて

研究し、考察することを求め、階級性の原則は労働者階級の利益を基準

にして建築遺産を分析、評価し、それに即して継承、発展させることを



70

求める。歴史主義的原則と階級性の原則は、建築遺産の古くて反動的な

ものと、進歩的で人民的なものを正確に識別できるようにし、それを新

しい時代の要請と労働者階級の要求に即して改造し、発展させることを

可能にする。

民族建築遺産は人民大衆によって創造されたものであり、これには

当代の社会制度と人々の政治・経済・文化生活と生活習慣が反映されて

おり、人民の固有な情緒と趣味、才能がこもっている。祖先の創造した

建築遺産のなかには、古くて反動的なものもあれば、進歩的で人民的な

ものもある。民族建築遺産から進歩的で人民的なものと、古くて反動的

なものを正確に識別して、古くて反動的なものは捨て去り、進歩的で人

民的なものを生かすべきである。民族建築遺産のうち、進歩的で人民的

なものであっても、それはあくまでもその時代の水準で評価したもので

あるため、こんにちの建築にそのまま適合するものではなく、前時代の

社会的・歴史的条件とその創造者の世界観の制約性のため、現代の要求

と労働者階級の要求に合うものでもない。民族建築遺産のうち、進歩的

で人民的なものを継承する場合にも、それを現代の美感と革命の要求に

即して批判的に継承、発展させなければならない。

民族建築の遺産を継承、発展させるということは、過去のある時期

の建築遺産ではなく、長い歴史を経てこんにちにいたるまで保存されて

きた建築遺産のうち、社会主義的建築創造のために意義があり、価値の

あるものを継承、発展させるということである。民族的な建築伝統は固

定不変のものではなく、その持ち味を保持しながら時代の要請に適応し

て変化、発展し、新しいものの摂取と改造を前提とする。これまで継承

されてきた民族的な建築伝統は、人民大衆が自主的で創造的な生活を切

り開く過程で生みだした価値ある建築構造構成要素と固有の装飾である。

建築の民族的特性はその内容と形式の統一によってなされ、歴史的に形
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成され、継承、発展する。いかなる時代であれ、人々は社会的要求と自

己の生活様式、生活感情に合わせて自国の自然地理的および気候・風土

的特性を考慮して、各種の建設材料と発達した技術を取り入れ、より新

しい建築物を創造してきた。建築は自国の過去の民族建築をそのまま踏

襲するのでなく、発展する時代の要請と科学技術に即応してたえず改造、

変革され、外国の建築創作の成果を取り入れながら創造され、発展する。

民族建築の伝統は、かつて建築創作において祖先がなし遂げた成果

だけでなく、人類がなし遂げた成果を自民族の特性に即して取り入れ、

民族建築を創造する過程で蓄積した貴い経験の結晶である。しかし、以

前の建築伝統と建築創造経験がいかに優秀で、りっぱなものであっても、

その継承にあたってはその社会の階級的および歴史的制約性をまず考察

しなければならず、人民大衆が歴史の自主的な主体として登場した現時

代の高さで正しく分析し、批判的に継承、発展させなければならない。

これが民族建築の遺産を継承、発展させるもっとも正しい方途である。

一部の建築家のあいだには、人民的で先進的な要素は以前搾取階級の使

用していた宮殿や寺院のような大建築物にはなく、人民が自分の生活の

ために直接建設した住宅だけにあるかのように考える偏向と、これとは

正反対に考える偏向があらわれている。過去の建築遺産のうち、人間生

活の家父長的な条件のもとで生まれたものだけを人民的なものと認める

なら、建築の健全な発展があたかも人民大衆の創造的労働以外のなにも

のかによって生まれたかのような認識を与え、建築史の発展における人

民的なものの役割をあいまいにする結果をまねくことになる。反対に、

貧者の使用した住宅は建築的価値がないため継承すべき民族的特性がな

いとし、支配階級の所有物であった寺院や宮殿、客舎、楼閣のような建

築物にのみ民族的なものを求めようとするなら、民族建築遺産の幅が狭

くなり、矮小化され、人民的で先進的なものを全面的に見いだすことが
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できなくなる。建築遺産のうち、人民的で先進的なものは、人民大衆の

使用した平凡で質素な住宅にもあり、宮殿や寺院といった大建築物にも

ある。宮殿や寺院などの大建築物はすべて、人民の創造的な労働と知恵

と才能によって創造されたものであるため、それには人民の生活的およ

び美的要求と志向、才能、貴重な経験がこもっている。

われわれは祖先の建てた宮殿や寺院、人民が利用しようと建てた質

素な住宅からも民族的特性を見いだすべきである。

民族建築遺産の継承、発展において重要なことはまた、生活機能的

合理性と構造的合理性、造形芸術性が有機的に統一した建築様式を掘り

起こすことである。建築の民族的特性を掘り起こすには、造形芸術的側

面だけに偏らず、生活機能的合理性と構造的合理性を総合的に、統一的

に、深く研究し分析すべきである。換言すれば、自国の自然地理的およ

び気候的条件と、人民の生活様式と生活感情にかなった建築物の配置と

空間の解決、生活機能の解決、力学的特性を正しく利用した構造の解決、

人民の美的要求と好みに合った多様で豊かな調和手法と、こまやかで洗

練された建築細部の処理、建築の様相と巧みな建築技巧などを深く掘り

起こすべきである。

民族建築遺産の継承、発展において、二つの偏向を厳に警戒すべき

である。その一つは復古主義であり、いま一つは民族虚無主義である。

復古主義は建築の階級的性格と社会的性格を無視し、過去のものを一概

によいものとし、民族虚無主義は自国のものは一概に悪く、外国のもの

を無条件によいといってあがめ、賛美する。民族建築遺産の継承、発展

において復古主義を許せば、過去の古くて立ち後れたもろもろの建築術

が復活し、社会主義的・共産主義的建築創造で労働者階級的線があいま

いになり、革命的な建築創造が不可能になる。反対に、民族虚無主義を

許せば、外国の建築を崇拝し、自国の実情に合おうと合うまいと関係な
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く機械的に模倣し、結局は事大主義、教条主義に陥り、建築創造におい

て主体性を失うことになる。もちろん外国の建築にもすぐれたものがあ

り、取り入れる価値のある技術もある。外国の建築様式がすぐれ、建築

技術が進んでいるものであっても、自国の実情に合うかどうかを検討し、

それを批判的に取り入れなければならない。

わが国の建築伝統を継承、発展させるうえでとくに重要なことは、

解放後、党と領袖の賢明な指導のもとに創造された主体的な建築伝統を

継承、発展させることである。金日成同志は、抗日革命闘争の時期、主

体的な建築思想を創始し、解放後、革命の各段階でそれをりっぱに具現

し、数知れないすぐれた建築物を完成させて建築発展史上、例のない成

果をなし遂げ、チュチェ建築の誇らしい伝統を築きあげた。これは過去、

わが国の祖先が建築分野で達成した成果とは比べるべくもない偉大な功

績である。われわれは、金日成同志によって築かれたチュチェ建築の伝

統をりっぱに継承し、いっそう豊かなものにしなければならない。

民族建築の様式をりっぱに生かさなければならない。民族建築の様

式を生かしていく過程は、とりもなおさず民族的特性を生かしていく過

程である。

民族建築の様式は長い歴史的過程を通じて形成され強固になったも

のであり、それにはその民族固有の心理的・情緒的特徴と生活習慣、生

活感情、技術と才能が集中的に反映されている。

自民族の創造した貴重な建築遺産を新しい時代の要請、変化した人

民大衆の生活上の要求に即して改造し発展させてこそ、民族的で現代的

な建築を創造することができる。

民族建築の様式を生かすことは、わが国のように新たに建設をはじ

める国の場合、なおさら重要な問題として提起される。わが国は、3 年

間の祖国解放戦争（朝鮮戦争）の時期、アメリカ帝国主義の野蛮行為に
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よって、解放後、汗水流して建設したものはいうに及ばず、祖先の創造

したすべてのものを焼き払われ、破壊され、廃虚のなかから建設をやり

直したのである。

金日成同志は、わが国のすべての都市を朝鮮の都市、三千里錦の山

河にふさわしい美しい都市に建設するという雄大な構想を示し、民族建

築を極力生かすと同時に、現代的な朝鮮式の建築を合理的に組み合わせ

て都市を建設するよう指導した。都市の形成で重要な役割を果たす位置

に伝統的な朝鮮式の建築を配置するようにし、比例、色彩、尺度など、

すべての調和手段を朝鮮人の美的感情と好みに合わせて解決するよう指

導した。

金日成同志の賢明な指導によって、革命の首都、平壌には、首都の

建築形成で重点的役割を果たす位置に伝統的な朝鮮式建築の人民文化宮

殿、平壌大劇場、
オン

玉
リュ

流館が建設されて
テ

大
ドン

同江と
ポ

普
トン

通江の周辺に民族的香

りがただようようになり、それらの建物を頂点とする 3 角形の幾何学

的中心でもあり都市建築形成上の中心に位置する
ナム

南
サン

山丘に、壮大な朝鮮

式建築の人民大学習堂が建設され、都市全般に民族的色彩がより鮮明に

なった。金日成同志はまた、祖先の英知と才能が秘められている民族建

築の遺産を大切にし、都市形成に積極的に取り入れるよう指導した。平

壌市をはじめ、わが国の都市建設の歴史はきわめて浅いにもかかわらず、

古い歴史を秘めた都市という感じを強く与える理由はまさにここにある。

時代の変化によって変わる人民の生活感情と生活習慣は、あくまで

も過去のものを土台にしているため、新しい時代の建築芸術も過去のも

の、民族建築の遺産を継承してこそ民族的特性をりっぱに生かすことが

できる。

過去のものを土台にするからといって、それをそのまま取り入れて

はならない。
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建築創作において民族的特性を生かすからといって現代性を無視す

れば、復古主義的誤りを犯し、結局は人民に悪影響を及ぼすことになる。

民族建築遺産のうち、進歩的なものと退廃的なもの、人民的なもの

と反動的なものを識別するのは、人間の思想・意識であり、世界観であ

る。民族建築の遺産にたいする正しい立場と態度をもって労働者階級的

線を明確にするためには、労働者階級の革命思想で武装しなければなら

ない。

現代的な建築は新しい時代、新しい生活の要求を反映しなければな

らないため、建築創造の各分野で革命を起こすことを求める。

建築創造分野で現代性を具現する過程は、古くて反動的なものをす

べて一掃し、新しいものを創造し、発展させていく過程である。

新しい時代、新しい生活が求める新しい建築様式を探求し、創造す

れば、建築を人民大衆の生活感情と生活習慣、新しい社会主義的生活様

式に適応させて発展させることができる。

建築設計革命、家具革命をはじめ、建築創造の各分野で革命を起こ

すことは、新しい建築様式を探求し、創造する基本的保証となる。

建築芸術水準をさらに高めるべきである。

建築芸術水準は民族建築遺産のよいものと悪いもの、すぐれたもの

と立ち後れたもの、進歩的なものと陳腐なものを正確に識別できるよう

にする。自国のものを頭から否定する民族虚無主義や、それをすべてよ

いものとし、なんの考慮もなく取り入れようとする復古主義的誤りは、

建築芸術水準が低いことにも起因する。自国の建築芸術水準を高めなけ

れば、祖先の創造した建築遺産を正しく評価し、りっぱに継承、発展さ

せることができない。

人民大衆の自主的で創造的な生活上の要求を固有な民族的形式で反

映することは、民族的特性を生かすうえでとくに重要な意義を有する。
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建築創造において民族的特性を生かすということは、自民族に好ま

れ、その生活感情と情緒に合う形式を創造するということである。

人間は一定の時代と民族の枠内で暮らす過程で、その時代の特徴と

自民族の特性を体現し、それは生活のなかで固着し、民族独自の生活上

の要求としてあらわれるようになる。

勤労人民大衆が自主的に、創造的に生きることを求めるわれわれの

時代、チュチェ時代は、古い時代とは本質的に異なる新しい時代である。

この新しい時代に生きる人民大衆は、建築芸術にさらに新しい生活上の

要求を提起する。人民大衆が自主的に、創造的に生きるのに必要な物質

的・精神的要求を充足させるよう建築を解決することは、チュチェ時代

が建築に提起する要求のうちもっとも本質的な要求である。生活は具体

性をおびるため、人民の生活上の要求は国ごと、民族ごとに異なる。人

民の現代的美感と生活習慣、生活感情もまちまちであり、建築に直接影

響を及ぼす社会制度、生産力の発展程度、科学技術の発展水準、自然地

理的条件など、どれ一つとして同じものはない。われわれの時代に創造

される建築は当然、自民族の生活上の要求と種々の条件に合わなければ

ならない。自主的で創造的な生活を志向する人民大衆の生活上の要求に

かなった建築は当然、民族的形式で創造されなければならない。

古くて立ち後れたものをすべて捨て去り、われわれの時代、チュチ

ェ時代の要求にかなった新しい建築、革新的な建築を創造しなければな

らない。

建築創造において現代性を具現する過程は、人民の生活習慣と生活

感情、美的要求を変化、発展する現実のなかで具体的に考察し、それに

適した新しく特色のある建築を創造する過程である。チュチェ時代の人

民大衆の生活上の要求をみたすためには、新しい形成手法をたえず創造

しなければならない。
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もちろん、建築には歴史的に形成されてきたその民族に固有な構成

形式がある。それが長い年月を経て磨きあげられたものであっても、理

想的なものとして絶対化してはならない。旧時代にととのえられた構成

形式はその時代には完成されたものになりえても、変化した新しい時代

になっては完成されたものにはなりえない。

メーデー・スタジアムや東平壌大劇場の建築様式は、朝鮮式の建築

様式をまねたものでもなければ、外国の建築様式を模倣したものでもな

い。それらの建築様式は、旧時代とは根本的に異なる新しいチュチェ時

代の要請と、朝鮮人民の思想的・美学的要求、美しい自然地理的条件を

反映している、完全に新しく独創的な建築様式である。そのためこれら

の建築物は人民から愛され、時代の誇りとされているのである。

現代科学技術の成果を建築に大いに取り入れることが大切である。

建築創造における現代性の具現は、都市の形成から個別対象の建築

にいたるまで、建築創造の各分野で一大飛躍、一大変革を求める。建設

科学分野での新しい成果と進んだ経験を大々的に取り入れてこそ、この

要求を円滑に解決することができる。建築科学分野での成果と経験は、

建築創造分野で一大飛躍を起こす基礎となる。

新科学技術の成果を取り入れることなしには、建築家がいくら新

しく現代的な設計を出しても、それは実現されない。新しい建設材料と

構造図式がつくられ、施工技術が高度に発展すれば、建築家は自分の創

作技量を思う存分発揮することができ、設計がいくら複雑で多様なもの

でも難なく実現することができる。建設科学技術の発展は、建築創造分

野で一大革新を起こす物質的基礎をもたらす。

こんにちわが国では、建築創造において民族的特性と現代性を正し

く結びつけているため、建設される建築物がすべて、われわれの時代の

誇りとなっている。
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現代性の具現において、これまで建設された建築物にたいする正し

い見解と観点をもつことがきわめて重要である。一民族の悠久な歴史は、

その民族の誇りとなる。民族建築は、民族の悠久な歴史を直観的に示す

うえで大きな意義を有する。建築創作において現代性を具現するからと

いって、民族の悠久な歴史を示す建築物を現代的に改造してはならない。

過去の建築物が時代遅れのものであるからといって、それを新しい

時代の要請に合わせて改造するなら、時代感がわかず、歴史的深み、民

族の悠久な歴史を示すことができず、民族的誇りと自負を高めるうえで

も一定の妨げとなる。

かつて一部の幹部は、建築における現代性の本質的要求を正しく認

識しなかったため、平壌大劇場を現代風に改造することを主張した。か

つて、朝鮮人民が汗水流して建てた建物をみだりに改築しては、当時の

建築の発展相を理解することができず、時代感もわかない。平壌大劇場

は 1960 年代初期の建物であり、当時のわが国の建築の発展相を示す代

表的な建物である。このように、歴史的意義がある建築物を改造するの

は、民族建築の伝統と革新の本質的要求にも反する。悠久な歴史は民族

の誇りとなるだけに、旧時代の建築物はりっぱに保存しなければならな

い。旧時代の建築物があるからといって、現代性が具現できないわけで

はない。かえってそれがあってこそ、現代性がさらにきわだつのである。

建築家は民族的特性と現代性を正しく結びつけるという建築創作の

原則と本質的内容、基本的要求を明確に知り、建築創造活動を力強く展

開して、わが国の建築をより高い境地へ引き上げなければならない。

５　建築の質と経済性を高めなければならない

建築物の質は、その物質的・実用的および思想的・芸術的価値の総
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体である。建築物の質は、その内容的構成要素の統一によってなりたち、

その使命と目的によって規制され、その価値と形象化水準を総体的に特

徴づける。建築物の質は、その時代の社会的・政治的理念と階級的立場、

支配的な思想と建築家の創作的資質によって決まり、評価される。

搾取社会では、建築が搾取階級の利益と要求を充足させ、人民大衆

を抑圧し搾取する手段として利用されるため、その質は必然的に反動的

な性格をおびる。しかし、われわれの社会では、建築が人民大衆の利益

を中心にすえてかれらの自主的で創造的な生活上の要求と志向にそって

創造されるため、その質は、革命的な性格をおびる。チュチェ建築の質

は、搾取社会で創造された建築の質とは比べようもなく高い。

チュチェ建築は高い質を求める。チュチェ建築において質を高める

ということは、人民大衆の要求に即した建築、すなわち、人民大衆に便

利で、こぎれいで、美しく、堅固な建築を創造するということである。

建築設計の質を高めなければならない。建築設計の質は、建築の質

を高める前提である。建築設計は、主体的な建築創作原則と形成方法に

もとづいておこなわなければならない。主体的な建築の創作原則と形成

方法は、斬新で独創的で人民的な建築を創造できるようにし、その質の

向上を保障する。

建設材料の質を高めなければならない。建築設計の質がいくら高く

ても、建材の質が高くなければりっぱな建築物を創造することはできな

い。建材は建設の運命を左右する。建材がなくては建設を成功裏におこ

なうことができず、良質の建材を使ってこそ建築物の質を高めることが

できる。建材の質は建築物の質を高める重要な手段である。

施工の質を高めなければならない。施工の質は建築物の質を決める

バロメーターであり、建築物の質は施工の質によって保証される。建築

設計の質が高く、良質の建設材料を使うとしても、施工が
ず

杜
さん

撰であれば
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建築物の質を高めることはできない。建設者は建築家の創作意図を明確

に知って、施工段階でそれを正確に実現し、施工の技術工程と規定を厳

守しなければならない。

建築設計図は党の建築構想を実現するための作戦図であり、完成さ

れた設計図は法的文書である。建設速度を高めるからといって設計にあ

ったものを省いてはならず、資材を節約するからといって施工の技術工

程と規定に違反してもならない。施工の技術工程と規定は、長年の科学

研究と施工の経験にもとづいて検証されたものであるため、厳格に守ら

なければならない。

建築家は設計だけでなく施工にまで責任をもつ主人としての立場か

ら、技術専門家、建設者との協力を強化し、党の建築構想をりっぱに実

現しなければならない。

建築設備の質を高めなければならない。新しい現代的な建築設備を

適用することは、現代建築物の質を高めるための重要な要求である。建

築設計と建設材料、施工の質がいかにすぐれているとしても、建築設備

が立ち後れていては建築物の質を高めることはできない。

建築家は名作創作のために鋭意努力すべきである。建築芸術におい

て名作とは、人民の高い生活上の要求と文化的・情操的要求をみたせる

時代のモデルとしてりっぱに創造された建築物をいう。いいかえれば、

そこに住み、働き、休息する人民の物質的・精神的な生活上の要求を満

足させ、喜びと楽しみを覚えさせる建築創造物であってこそ、名作とい

える。建築家が苦心を重ね、情熱を傾けて創造した建築物であっても、

それを利用する人民に満足を与えることのできない建築物は名作といえ

ない。外観はりっぱでかなりの好感を与えても、実際の生活と活動に不

便な建築物は、人民に好まれない。建築の内容的構成要素のうち、なに

か一つでも不備なものがあれば、その建築物は名作とはいえない。
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名作創作においては、建築家自身の高度の創作的情熱と建築的才能

も大切であるが、建築部門の幹部が創作された建築設計を正しく評価し、

長所と短所を明確に指摘し、設計に反映された新しい芽を生かして名作

として完成されるように援助することがさらに重要である。

建築家は、党と人民にたいする任務と責任を深く自覚し、高度の創

作的情熱をもって自己の知恵と才能を余すところなく発揮し、党の主体

的な創作原則と形成理論にもとづき、党の建築構想を高い水準で実現す

ることによって、よりすぐれた名作を創作すべきである。

建築創造において経済的効率を高めることは、建築物の質を高める

ための必須の条件である。

建築物の質は経済的効率と密接なつながりをもっている。建築物と

都市の建設には莫大な資金と資材、労力を要する。建築創造において経

済的効率を高めることは、少ない資金、資材、労力でより多く建設しな

がらも、建築物の質の向上をもたらす。

建築創造において経済的効率を高める目的は、社会制度によって根

本的に異なる。黄金万能の資本主義社会で建築の経済的効率を高める目

的は、より多くの利潤を得て金融業者の腹を肥やすことにあるが、社会

主義社会で経済的効率を高める目的は、すべての建築物の質を 高の水

準で保障しながらも、資金と資材、労力を 大限に節約し、潜在力と可

能性をことごとく引き出して、勤労人民大衆の物質・文化生活をより早

く、よりりっぱに向上させることにある。

建築創造において経済的効率を高めるからといって、建築の質を落

としてはならない。

建築創造において経済的効率を高めるためには、資金と資材、労力

を適材適所に合理的に配置して効果的に利用し、浪費をなくさなければ

ならない。資金と資材、労力の浪費をなくすには、建築形成設計の段階
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から建築物にむだな空間を多くつくったり、不必要な装飾を雑多にほど

こすことのないようにすべきである。そういうことをすると、建築物の

平方メートル当たりの原価指数は高くなるわりに、かえって建築物の質

は低下する。建築創作において不必要な空間をつくる傾向をなくし、建

築設計を洗練させて建築物の質を高め、経済的効率も高めなければなら

ない。

建築家は容積平面計画の段階から、質と経済的効率をともに高める

方向で頭を働かすべきである。建築物の容積平面計画は、生活機能的合

理性を高い水準で保障し、むだな空間が生じないように集約的に作成す

るだけでなく、空間の利用率を高める方向で作成しなければならない。

建築物の規模と建築空間を必要以上に大きくしたり、さほど重要で

ない部分に高価な建材を使って経済的効率を落とすようなことがあって

はならない。建築家と建設者は、建築物の規模を大きくし、高級建材を

使わなければ質が上がらないといった古い観念を捨て去り、生活機能に

応じて規模を定め、安価な建材でも適材適所に使えば高級建材を使うよ

り丈夫で造形芸術性の高い建築物を創造することができ、建築物の質と

経済的効率をともに高めることができるという、正しい観点に立つべき

である。

建設を工業化、現代化しなければならない。建設の工業化、現代化

は建築物の質と経済的効率を高める決定的保証であり、人民大衆中心の

社会主義制度の本質的優越性から提起される重要な要求である。建設を

工業化、現代化してこそ、良質の建築物をより少ない労力でより安く、

より多く、より早く建設することができる。

設計の要求どおり施工する規律を厳守してこそ、建築物の質を高め、

資材と労力の浪費をなくすことができる。建築物の質は資材と労力を多

くかけなくては高められないものではない。資材や労力を少なくかけて
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も、施工を上手にすれば建築物の質を十分高めることができる。

経済的効率を高めるためには、不良施工、反復施工をなくさなけれ

ばならない。そうすれば、資材と労力を節約し、経済的効率を高めなが

らも建築物の質を高めることができる。

建設者の技術・技能水準に応じて作業を科学的に手配し、政治活動

を先行させてかれらの政治的自覚と創造的情熱を 大限に発揮させるべ

きである。

建築物の質を高めるためにはまた、資材と労力の余力を引き出すと

いって工事に必要な工程を省いたり、資材を勝手に代用することのない

ようにしなければならない。

建設の段階で資材と労力の余力を引き出すためには、新しい先進技

術を取り入れて、技術を革新しなければならない。

建築物の質を向上させる問題と経済的効率を高める問題は、別個の

問題ではなく相関している。建築物の質は経済的効率によって保証され、

経済的効率は質の向上によってのみあらわれる。経済的効率は質を高め

るための必須の条件である。

建築家は、建築創作において質と経済性を高める方途を積極的に探

しだし、少ない資材と労力をもってりっぱな建築物を創造し、チュチェ

建築の優越性を余すところなく発揮させるべきである。
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Ⅲ　建築と形成

１　建築は総合芸術である

建築は芸術である。

建築は造形芸術的な形象と実用的な立体空間を通して人間生活を反

映し、思想性・芸術性を表現する。

建築は人間の自主的で創造的で意識的な活動によって創造される。

人間は自分自身のために、自己の自主的で創造的な生活のために建築を

創造し、発展させる。建築は人間の自主的で創造的な活動の産物である

ため、それには人間の思想・感情と美的指向が反映され、思想性・芸術

性が付与される。人間の思想・感情と志向、美的感情は、建築に思想性・

芸術性を付与し、それを特徴づけ、規定する。

自分の時代を輝かし、後世に末長く伝えようとするのは、人民の気

高い思想・感情であり、志向である。人民のこのような美しく気高い思

想・感情と志向によって、時代の誇りと称される大記念碑が創造され、

それが造形芸術的に 上の水準で形象化され、都市と農村は現代的に、

壮大かつ美しく整備される。調和性と統一性、多様性と均衡性、安全性

など建築創造の造形芸術性はすべて、人間の美的理念の産物である。人

間に思想・感情と美的指向がなければ、建築創造で造形的感じをあらわ

す問題と、建築的な多様性、統一性、立体性をもたらす問題、都市と村

落を壮大かつ美しく、現代的に整備する問題などは提起されもせず、単

に肉体的な生活条件と生産条件を保障することが要求のすべてとなるは
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ずである。

思想性・芸術性の欠如した建築は、人間の思想的・美学的要求と志

向が無視された建築であり、人間の精神的産物ではなく、物質的産物に

すぎない。思想性・芸術性の欠如した建築は、認識的・教育的機能を遂

行できないのはもちろん、物質的・実用的機能を円滑に遂行することも

できない。肉体的生活をすべてとする人間を自主的な社会的存在とみな

せないように、思想性・芸術性の欠如した建築は芸術ではない。そのよ

うな建築は原始社会の「
たて

竪
あな

穴住居」にひとしい。建築創造において物質

性・実用性とともに思想性・芸術性を重視するのは、実用芸術としての

建築本来の要求である。

建築の思想性・芸術性は、その造形性と直観性によって表現される。

建築芸術は、人間の思想的・美学的感情と志向、客観的現実を造形芸術

的形象を通じて反映する。これは建築芸術が他の芸術と区別される本質

的特性である。直観性は当該の対象を見てそれにもられている思想的・

美学的内容を直接感じとらせ、造形性は思想的・美学的内容を連想の方

法で感受させる。直観性と造形性は、建築の思想性・芸術性を感受させ

る基本的手段である。

建築は感覚的な生々しさと絵画的な直観性、情緒的な感動性と非反

復的な個性によって、人間の思想・感情と理想を造形芸術的に、直観的

に表現する。垂直的な建築形態は上昇的な感じを与え、上昇的な造形芸

術的形象は、革命のために屈することなくたたかおうとする人民大衆の

ゆるぎない信念と鉄の意志を象徴的に表現する。水平的な建築形態は、

前進的な造形芸術的形象によって、革命の途上に立ちはだかるあらゆる

障害と難関を勇敢に乗り越えて力強く前進する人民の不屈の気概を表現

する。

わが国固有の民族建築様式である、舞い上がるかのような優雅な朝
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鮮式の屋根の造形的形象は、たえず発展し、向上しようとする朝鮮人民

の楽天的な生活感情と英知に富む気概を象徴的に、見事に表現している。

同一の建築形態、または相異なる建築形態の調和のとれた結合は、

造形芸術的な形象と象徴的な表現をいっそう豊かにする。垂直的な建築

形態の集合は上昇的な表現をさらに強調し、垂直的な建築形態と水平的

な建築形態の調和のとれた結合は、より力強い気概を感受させる。象徴

的な表現によって、建築芸術に時代の精神と要請、人間の思想・感情と

美的指向が反映され、思想性・芸術性が付与される。建築が人間の思想

的・美学的要求を充足させ、思想的・文化的教育に寄与する理由はまさ

にここにある。

思想性・芸術性は芸術としての建築の本質的属性の一つであり、建

築芸術の真価を規定する根本条件であり、重要な徴表である。

建築形成において、労働者階級の領袖の功績を称える大記念碑を構

成の中心とし、構成要素と構成単位のすべてをこれに服従させて解決す

ることは、領袖を永遠に戴こうという人民の気高い思想・感情と美的指

向の反映であり、このような造形芸術的形象は人々をして領袖を熱烈に

慕わせ、かぎりない忠誠心をいだかせる。

革命の首都、平壌市に建立されたチュチェ思想塔と凱旋門は、労働

党時代の誇り高い大記念碑的建造物であり、不滅の革命事績記念碑であ

る。チュチェ思想塔は敬愛する金日成同志の創始したチュチェ思想の偉

大さと不滅の生命力を高らかに称えており、凱旋門は金日成同志が 20

星霜、血の海、火の海をつきぬけて強盗日本帝国主義者を打倒し、祖国

解放の聖業をなし遂げた不滅の革命業績を高く称えている。チュチェ思

想塔と凱旋門は、それらにもられている思想的内容の深奥さと豊かさの

みでなく、りっぱな造形芸術性のため、朝鮮人民をチュチェの革命偉業

の完成へと力強く導いており、世界の革命的人民をかぎりなく感動させ
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ている。チュチェ建築は、朝鮮人民の思想・感情と美的指向をりっぱに

もりこんでいるため、もっとも革命的な建築となる。

建築は総合芸術である。

建築は、彫刻、壁画、装飾、工芸など各部門の芸術の総合からなる。

もちろん、ここで主導的役割を果たすのは建築であり、それ以外のもの

は建築と有機的に結びついて、建築の思想性・芸術性と実用性を高める

補助的役割を果たす。

彫刻と壁画は建築の思想的・芸術的内容を豊かにし、建築的形象を

高める役割を果たす。彫刻と壁画は芸術としての建築の本質的特性を明

確に生かし、建築は彫刻と壁画の造形芸術的効果を高める。建築と彫刻、

建築と壁画は、思想的・芸術的内容を補充し合い、形象を制約する関係

にある。

建築と彫刻、絵画は姉妹芸術である。

彫刻と壁画は建築芸術の思想性・芸術性を高め、その性格と使命を

より明確に表現し、建築芸術に時代の精神を反映する。彫刻と壁画は、

形態、色彩、明暗などの表現手段によって、視覚的具体性をもち、現実

を直観的に示す固有な特性をもつ。彫刻と壁画は建築に当代の社会的・

階級的関係、人民大衆の思想的・美学的感情と志向をより幅広く、深く

もりこめるようにする。その時代の人間の思想的・精神的特質と当代の

社会相を幅広く深く反映し、建築を後世に伝えるうえで彫刻と壁画はじ

つに重要な役割を果たす。

彫刻と壁画は現実を直観的に描き、反映する。建築に彫刻と壁画が

あってこそ時代感がにじみでる。
マン

万
ギョン

景
デ

台学生少年宮殿の前方中心軸上の彫刻群像『幸福の花馬車』と両

翼上段の壁画は、金日成同志がほどこした無料教育の恩恵のもとで思う

存分学び、無邪気に遊ぶわが国の子どもたちの幸せな姿をりっぱに形象
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化することによって、かれらをいだき育て、国の「王様」とする金日成

同志の慈愛深いふところを深く、生き生きと描きだしており、宮殿の思

想・主題である偉大なふところを造形芸術的にさらに浮き立たせている。

そうして、建物の労働者階級的で人民的な性格と、子どもが学ぶ宮殿と

しての使命を明確に表現し、その思想性・芸術性を高めている。
チョン

千
リ

里
マ

馬

通りの平壌体育館周辺の空間に配された各スポーツ場面を形象化した彫

像や舞踊彫刻群像『
カン

降
ソン

仙の夕焼け』、万寿台芸術劇場正面の壁画と噴水公

園の舞踊群像は、党の賢明な指導のもとにわが国の文学・芸術分野で達

成された誇らしい成果を集約的に描きだしており、建築空間と建築物の

性格と使命をより明白にしている。建物の構造構成体系と造形性だけで

は、その思想的内容を掘り下げて示すことも、性格と使命を明確に表現

することもできない。

彫刻と壁画は建築芸術の性格と使命、その思想性・芸術性を表現し、

強調するもっとも強力な手段である。

照明、装飾、色彩も建築芸術と切り離して考えることはできない。

これらは建築芸術の重要な構成要素であり、建築をより便利に、見栄え

よく美しく創造しようとする人間の生活上の要求と思想的・美学的要求

や志向から発生し、発展した。照明、装飾、色彩は、建築の思想性・芸

術性の表現手段となり、その質的向上の前提となる。

建築芸術は彫刻、壁画、照明、装飾と密接な関係にあり、それを重

要構成要素としているため、総合芸術となる。

建築芸術は、建築家、彫刻家、美術家、デザイナー、照明専門家の

集団的力によって創造される。そういう意味で、建築芸術を集団芸術と

もいう。

建築は造形芸術的な表現性によって、彫刻や壁画がなくても時代の

精神と当代の人間の思想的・精神的特質と美的感情を表現する。もちろ
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ん、これは文学・芸術をはじめ他の一般芸術のように具体的で直接的な

生々しい描写でなく、象徴的な表現である。建築の表現する思想的・芸

術的内容は、推理と吟味、連想の方法によってのみ理解し、把握するこ

とができる。ここで決定的意義をもつのは人間の思想・意識水準と美的

水準であり、建築言語にたいする正しい理解である。建築の表現する思

想的・芸術的内容はあくまでも象徴的なものであり、その表現手段は点、

線、面、立体、空間といった建築言語である。人間の準備程度によって

建築の表現する思想的・芸術的内容は違ったものに理解される。しかし

これは理解程度の差異を意味するものであって、本質的に別なものに理

解したことを意味するのではない。建築は時代の精神と当代の人間の思

想的・精神的特質、美的感情を象徴的に表現するが、それが時代の基本

的潮流を表現し反映するため、決して別なものとしては理解されない。

かつて建築をさして「こわばった音楽」という人もいれば「音のな

い音楽」という人もいたが、これはかれらの思想・意識水準と美的水準、

建築にたいする理解がその程度でしかなかったことを意味する。前者の

見解は建築の時空的特徴を理解していないこととかかわりがあり、後者

の見解は建築の表現性と象徴性を幅広く、深く理解していないこととか

かわりがある。

建築には音楽的な形象だけでなく、絵画的な形象や彫刻的な形象も

あり、詩的な形象もある。

万寿台の金日成同志の銅像を中心に、平壌市内の膨大な空間をうず

めつくしている現代的な多層、高層、超高層の建物は金日成同志を仰い

で歓呼する全朝鮮人民の感動的なスペクタクルを思わせ、金日成同志を

唯一中心とする朝鮮人民の一心団結した姿を感じとらせる。これは、い

かなる美術家、彫刻家、音楽家も形象化することのできない荘厳かつ壮

大な絵画的、彫刻的な構図であり、詩的、音楽的な形象である。平壌市
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中心部の中心軸上に位置している人民大学習堂の正面は、あたたかい春

の日、青々とした芝生で親鶏が羽の下にひよこをいだいている幸せそう

な姿を描いた美術作品を思わせ、万寿台噴水公園側の側面は、チュチェ

の革命の旗、社会主義の旗を高くかかげて、いかなる波風にも微動だに

せず共産主義をめざして疾風のごとく前進する朝鮮人民の革命的気概を

描いた彫刻的構図を思わせる。

建築芸術の象徴的な表現性は、一種類の芸術とは比べようもなく幅

広く深奥なものである。こういう意味でも、建築は総合芸術といえる。

建築の思想性・芸術性は、当代の支配的な思想と建築家の思想、理

念、創作的理想の統一からなり、人間の社会的・階級的立場と環境の反

映として、徹底して階級性をおびる。建築の階級的性格は、建築にもら

れている思想性によって規定される。建築において思想性が除去されれ

ば、その階級的性格があいまいになり、思想的・教育的機能を失うこと

になる。建築の思想性を高めるためには、内容的構成要素の調和のとれ

た統一を実現しなければならない。建築の思想性は、人が実際の建築空

間で生活する過程で、感覚器官を通して総合的に感じとられる知覚と感

興によってはじめて認識される。内容的構成要素を適確に統一させた建

築創造物であってこそ、人々に便利で住みよい条件をもたらし、構造の

堅固性と耐久性にたいする信頼感と美的感情をいだかせ、建築物にもり

こまれた人民にたいする党と領袖の愛情を認識させることができる。

建築はそれ自体の造形芸術的な表現性によってさまざまな芸術的形

象を創造し、感受させる。建築における造形芸術的形象は、建築的な形

態と各種の建築形成手段と調和手法によって創造される。建築形成手段

と建築調和手法は、造形芸術的形象創造の基本的手段である。

建築様式に造形芸術性をいかに表現するかによって、その建築物の

芸術性の程度が評価される。造形芸術性は孤立的にではなく、思想的内
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容、生活機能、構造技術とともに総合的に表現される。

建築が芸術であるからといって、一面的に造形芸術性のみを重視す

る傾向を厳に警戒しなければならない。建築創造において造形芸術性に

偏れば、芸術至上主義的誤りを犯すことになる。建築は芸術ではあるが、

あくまでも実用芸術であるため、その創造においては造形芸術的表現と

生活機能および構造的表現を統一的にとらえていくべきである。これは、

建築が実用芸術としての認識的・教育的機能と実用的機能を正しく遂行

できるようにする根本的保証である。

建築の造形芸術性は、建築の内容的構成要素を形式に正確に反映さ

せる。建築の造形芸術性において基本となるのは美的性格である。美的

性格は社会的・歴史的反映であって、人間の創造的労働の過程で形成さ

れ、客観的に存在する社会的性格であり、人間の意識に反映された美的

イメージである。

チュチェ建築の造形芸術性は、人間に高い美的情緒をいだかせる。

建築家はチュチェ建築の創作理論と形成理論にもとづいて人民大衆

の要求と現代的美感に合う、新しく独創的で特色のある建築様式を探究

すべきであり、国の経済的土台の強化と科学技術の発展、人民の生活水

準の向上にともなう、かれらの生活上の要求と美的要求にそって建築の

造形芸術性を革新しなければならない。

建築形成においては、象徴的な表現性を正しく生かすことがとくに

重要な問題として提起される。

象徴的な表現性は、建築に活力を与える源である。活力のある建築で

あってこそ、その社会的使命と役割を果たすことができる。象徴的な表

現性を正しく生かした建築は、深い印象と情緒を感じさせ、活力を与え

るが、そうでない建築は無味乾燥で堅苦しい感じを与え、生活に活力を

与えることができない。建築創造において象徴的表現性を正しく生かす
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ことは、建築創造の全過程でゆるがせにしてはならないポイントである。

建築形成において象徴的な表現性を正しく生かすためには、建築の

内容的構成要素を統一的に反映しなければならない。建築の内容的構成

要素のうち、どの一つも無視したり、絶対化してはならない。

建築家は建築物の内容的構成要素を重視しながらも、活力を与える

表現性を対象の性格と特性に即して、順序よく総合的に生かしていかな

ければならない。劇場の場合なら劇場らしい外形をととのえ、内容的構

成要素が総合的にあらわれるようにし、外形を見ただけでも劇場という

イメージがすぐ感じられるようにし、体育館の場合なら体育館としての

特性が感じられるようにしなければならない。

象徴的な表現性を正しく生かすためには、新しい建築言語を探究し、

それを巧みに適用しなければならない。視覚的に感じとられる表現性を

生かして建築形態が活力をおびるようにするうえで、建築言語はきわめ

て重要な役割を果たす。

現実に深く入って、人民の本質的で典型的な生活上の要求を正確に

把握し、表現することに努力を傾けるべきである。

建築形成における象徴的表現手法は、建築家が意図するある建築形

態の思想的内容を他の事物形態の造形的特性と比較してあらわす表現法

である。建築形成における象徴的手法は、形成要素の組み合わせによっ

てつくりだされる造形的特性と、人間の日常生活を通じて頭にこびりつ

いた事物の造形的特性と象徴的対象のイメージにもとづく。

建築形成において象徴的手法を建築物の使命と基本的要求に即して

手際よく適用してこそ、建築の思想性・芸術性を高めることができる。

象徴的手法が建築形態の思想性・芸術性を表現する強力な方法であるか

らといって、それを目的指向性もなくみだりに適用してはならない。そ

うすればかえって粗雑さと散漫さをもたらし、思想性・芸術性を低下さ
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せる結果をまねくことになる。

建築の思想的・芸術的内容を象徴的に明確に表現するためには、さ

まざまな手法を効果的に適用しなければならない。

建築物の思想性は造形芸術性と統一されてこそ明確にあらわれる。

建築物の思想性を正しく表現するためには、それを浮き立たせる造形芸

術性が裏打ちされなければならない。造形芸術性は、壮大性、荘厳性、

厳格性、軽快性、瀟洒性、優雅性、華麗性、運動性など各種の造形的美

感をあらわすが、これは建築物の思想的内容をきわだたせる方向で解決

しなければならない。

建築形成の象徴的手法を適用するうえで重要なことは、象徴的手法

によって選定された建築形態が、固有な造形的要求に忠実に服従するよ

うにすることである。建築家が建築物の思想的内容を新しい特色のある

建築形態で表現するからといって、その主観的欲望によって建築に固有

な造形的要求を無視し、建築形態をある種の彫刻品のようにつくっては

ならない。複雑で幻想的な建築形態は、生活機能的な不合理と構造解決

の無理、施工の複雑さ、資金と資材、労力の浪費をまねく。建築家は主

観的欲望にとらわれて途轍もない象徴的形態に執着すれば、ブルジョア

形式主義的な「表現派建築」になりさがることを肝に銘じ、建築創作に

おける原則的問題にしっかり足をすえて象徴的手法を正しく適用しなけ

ればならない。

象徴的手法を用いるときには、選定された建築の形態をバランスよ

く組み合わせなければならない。象徴的手法によって選定された形態が

アンバランスなものになって突出したり、ぎごちなく組み合わされれば、

奇形的な建築形態が生まれることになる。こうなれば、むしろ建築物の

思想的・芸術的価値を低下させる結果をまねく。新しい象徴的な形状を

着想することにも力を注ぐべきであるが、その形状をバランスよく組み
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合わせることにいっそう力を入れなければならない。

象徴的手法を用いるときには、直喩的表現対象を建築学的に十分に

消化させなければならない。事物形態の具体性を保障するからといって、

原形の形状を具体的に表わしすぎると、建築物としての特性が生かされ

ないばかりでなく、建築形態が気品のない低俗なものになってしまう。

直喩的手法を適用するために事物形態を選定するときには、趣味本

位にではなく、人々に好感と強い印象を与える意味のある形態を選ぶべ

きである。その場合、その形態は必ず、新しい建設材料と構造技術によ

って合理的に解決できるように、簡潔でありながらも格好よく建築化し

なければならない。

建築家は、象徴的手法を建築物の特性に即して巧みに適用して、思

想的・芸術的質を高めなければならない。

建築形成において彫刻と壁画を大いに利用することは、とくに重要

な意義をもつ。装飾彫刻や壁画は、建築に人間と人間生活をより生々し

く具体的に反映する重要な手段である。装飾彫刻と壁画を建築創造に大

いに利用すれば、建築に時代感を深く、リアルに表現することができる。

建築物の性格に合い、時代に合う装飾彫刻と壁画は、建築の思想性・芸

術性を高めるうえで大きな役割を果たす。

建築形成において彫刻と壁画を効果的に利用するためには、建築と

彫刻、建築と壁画の相互関係を正しく解決しなければならない。建築と

彫刻および壁画は互いに補足し制約する関係にあるため、その相互関係

を正しく解決できなければ創作での成功は望めない。建築と彫刻および

壁画の相互関係の問題を解決するうえで基本となるのは、彫刻と壁画の

主題・思想を的確に選び、その規模を適切に定めることである。都市の

内部空間や建築物の周辺空間、構内空間に建てる彫刻は、主題・思想が

その建築空間の性格と使命に即して選択されなければならず、その規模
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も建築物とその周辺空間の大きさにふさわしく設定されなければならな

い。壁画の場合も同じことが言える。彫刻や壁画の主題・思想がその建

築物と建築空間の性格と使命に合わなければ、人々の理解に混乱をまね

き、笑いものになる。建築創造においては、装飾彫刻と壁画が建物の性

格に合ったものであってこそ、建築の思想性・芸術性をきわだたせなが

ら彫刻と壁画、建築を同時に生かし、建築と彫刻、建築と壁画を十分に

調和させることができる。彫刻や壁画がいくら上手にできたとしても、

それが建物の性格に合わなければ建築装飾美術としては用をなさず、無

意味なものとなる。

彫刻と壁画の規模もやはり、建築空間の規模より大きかったり小さ

かったりすると、互いに威圧されたり威圧する関係が生じて、矮小化さ

れたり誇張され、調和が崩れる結果をまねく。そうなれば、彫刻を建て

る意味がなく、かえって建てないほうがましになる。

建築創造において彫刻と壁画を利用する場合、その本質的特性を正

しく生かすことが大切である。彫刻と壁画はいずれも造形芸術の一ジャ

ンルとして独自性をもち、他の芸術と区別される本質的特性を持ってい

る。

彫刻と壁画の独自性と本質的特性を無視し、建築の造形芸術的効果

を生かすからといって、彫刻をその本質的特性に反して形象化したり、

壁画をあいまいに形象化するならば、彫刻と壁画そのものの特性を生か

せないことはいうまでもなく、建築の思想的・芸術的質を低下させるこ

とになる。

彫刻と壁画は建築に服従しなければならないとする考えは、彫刻、

壁画の本質的特性と独自性、その相互関係にたいする理解不足から生ま

れたものである。彫刻と壁画は建築に服従するのでなく、その構成要素

とならなければならず、それは自己の独自性を生かして明確かつ鮮明に
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形象化され、鮮やかで明るい色彩で描かれなければならない。そうして

こそ、建築の思想性・芸術性を高め、その性格と使命をより明確に表現

することができる。

建築に装飾彫刻と壁画を適用すべきだといって、対象を考慮せず、

みだりに用いてはならない。装飾彫刻と壁画の不必要なところにそれを

用いるならば、建築物の気品をそこない、彫刻や壁画もぎごちないもの

となる。装飾彫刻と壁画はむやみに用いてはならず、是非必要とされる

ところに用いてこそ価値があり、意味あるものとなる。

建築が総合芸術としての姿と気品を完璧にそなえるためには、彫刻、

壁画、装飾、照明、色彩などを広く利用し、建築家、彫刻家、美術家、

デザイナー、照明専門家のあいだの創造的協力を強化しなければならな

い。建築家は、彫刻と壁画が自分の意図に合うかどうかを検討し、彫刻

家、美術家と一つひとつ合意しながら、自分の創作意図を正確に貫いて

いくべきである。

　　　　　２　建築形成での基本は調和である

建築はさまざまな構成要素と構成単位の結合によってなされる。見

栄えがし、魅惑的な美感を呼び起こす建築物は例外なく、さまざまの構

成要素がバランスよく造形芸術的に洗練されて美しい調和をなしている。

建築形成における調和は、生活の美しさと視覚的な美しさを総括的

に解決していくカギである。調和は、建築形成の原則と方法を一つに結

合する役割を果たす。

調和は、多様な構成要素の統一的な解決によって生まれる造形的性

格である。調和は建築の造形的特徴を生かし、思想的内容をリアルに表

現させ、人民の美的・情緒的要求を充足させる。
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建築形成での調和は、造形性表現の基礎となる。調和をぬきにした建

築形成はありえない。建築形成の過程は、すべての構成要素を形成上の

要求に即して適切に組み合わせて芸術的調和を創造していく過程である。

建築芸術はつねに調和を前提とする。調和がとれなくては、美しい

建築は創造されない。そういう意味で建築芸術を調和の芸術というので

ある。

建築形成において調和は、統一性と密接な相関関係にある。建築形成

において統一性が保たれなければ調和は保たれず、調和がとれなければ

統一性は保障されない。建築形成における調和を保つうえでもっとも重

要かつ第一義的な問題となるのは、建築の統一性を保障することである。

建築形成における統一性は、さまざまな建築要素を一つの統一的な

体系と秩序に服従させて収束し、調和させる属性である。統一性の問題

は都市空間の形成においてのみ提起されるのではなく、個別的な対象、

細部、装飾、建築物と自然空間の相互関係など建築形成全般にわたって

提起される。統一性が保障されない建築は、決して美しい建築とはなり

えない。

建築形成において統一性が重要な意義をもつからといって、統一性

の保障にのみ偏ってはならない。建築の統一性のみを強調すれば、建築

形成が無味乾燥なものとなって見栄えがしなくなり、生活も快適さを欠

くようになる。

建築形成における統一性は、個々の要素と部分の質的共通性を探し

だし、それを全一的な形成体系と秩序に服従させて、調和よく結びつけ

てこそ実現される。個々の建築構成の要素と部分はその建築物の性格と

使命の表現に服従しなければならないので、それがすべて質的共通性を

有してこそ、統一性を保障することができる。板壁式体系で形成された

建築物の場合、上端部に浮き彫り装飾を施して古風な味をただよわせた
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太い円柱や多角形柱を配するならば、全般的な形成体系と秩序に合わな

くなり、結局は全般的な調和が破壊されて統一性を保障することができ

なくなる。

質的共通性を探し出すことと、全一的な形成体系と秩序に服従させ

ることは、建築的統一性を保障するための先決条件であり、建築創造で

守るべき一つの原則である。

個別的な建築群や街、または都市の形成における統一性は、主導的

なものと従属的なものを正しく設定し、その相互関係を円滑に解決して

こそ実現される。

建築形成における主導的な対象としては、政治的、経済的、文化的

に大きな意義をもち、性格と使命が異なり、特色づけて形成できるもの

でなければならない。そのような対象は人々の視線を集めて深い印象を

与え、他の対象よりきわだち、建築形成で主導的な役割を果たすことが

できる。

主と従の関係の解決においては、建築の構成要素と構成単位の性格

と使命に即して形成中心を主たるものをもって選定し、その他の構成要

素と部分はこれに服従させなければならない。そうしてこそ、建築の構

成要素と構成単位の形成中心が思想的内容を正しく表現し、視覚的にも

強い印象を与えることができる。

建築形成において主と従の関係を無視したり、全般的な形成に関心

を払わず、一つの対象、自分の受け持った対象だけをきわだたせて表現

しようとすれば、芸術的調和を実現することはできない。鶴の首が長い

ことを強調するために、そのそばに首の短い亀を立たせては漫画めいた

ものになってしまう。全般的な調和のなかでのみ個々の対象が引き立ち、

個性も生かされるのである。絵画的な構図にのみ関心を払うのは、建築

創造において形式主義を生む要因となる。建築形成において主と従の関
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係を正しく解決することが重要な問題となる理由はまさにここにある。

建築形成において主と従の関係を正しく解決するには、構成が緻密

なものとなり、一貫性がなければならない。緻密な構成は調和の基礎と

なる。構成が緻密であるかどうかによって、建築形成で中心が生かされ

るかどうかという問題や、調和が保たれるかどうかという問題が左右さ

れる。構成を緻密なものにするためには、すべての構成要素が狂いなく

組み合わされなければならない。構成を緻密なものにするこつは、構成

要素を適切に組み合わせるところにある。建築形成で決定的な役割を果

たすのは形成中心であるため、構成要素を組み合わせる基準は、あくま

でも中心主題をよく生かすところにある。

個別的な対象では、構成要素が建物の性格と使命を表現することに

服従し、一つの構成単位ではその中心にすべての構成要素と構成単位が

服従し、都市の建築形成では中心主題をきわだたせるのに服従しなけれ

ばならない。基本形成中心と補助形成中心とが互いに主と従の関係をな

し、さまざまな調和手段と手法によって全一的な形成体系と秩序に組み

合わさるようにしてこそ、建築形成における調和を保つことができる。

基本形成の中心を主たるもので構成するときには、その構成単位の

建築解決で求められる造形性があらわれるようにし、それに補助形成中

心の造形性を無理なく組み合わさなければならない。 近、われわれが

スポーツ競技館を大々的に建設しながらその外形構成の中心主題とした

のは、スポーツマンのたくましい気概を象徴的に表現することであった。

ところが、形成試案段階において、スポーツ競技館が記念碑的建造物で

あるということで華麗さとモニュメンタルを強調しすぎて、建物の性格

と使命があいまいに表現されたものもあり、現代性を生かそうとして軽

快さを強調しすぎて、スポーツ競技館としての外形を保てなくしたもの

もある。スポーツ競技館の形成ではあくまでも、スポーツマンのたくま
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しい気概の表現に重点をおき、その他の形成上の要求はそれに服従させ

なければならない。形成の中心を生かしながら、それにすべての細部要

素を服従させるのは、構成を緻密なものにする条件となる。

構成が粗雑であると建築家の意図を生かすことができず、いくら新

しいものであっても人々に強い印象を与えることができず、結局は芸術

的価値を失い、いびつな品物のように見捨てられることになる。

主と従の関係の設定においては、個別的な構成要素の造形的な魅力

にまどわされてはならない。個別的な構成要素がいかに魅力的なもので

あっても、全般的な建築形成に合わなければ蛇足となって価値を失い、

建築の統一性を破壊してしまう。

構成要素の主となるものと従となるものを正しく選定するとともに、

主と従の関係に即して構成要素と構成単位を適切に配置しなければなら

ない。個別的な構成要素や構成単位の主となるものと従となるものが、

全般的な建築形成に適合して適所に適当な大きさと形で配置されてこそ、

統一的な調和をそこなわず、整然とした形成体系と秩序を保つことがで

きる。

個別的な構成要素を思いどおりに配置するからといって、それなり

に突出させたり引き立てたりすると、統一的な調和が破壊されて、建築

形成において散漫さと粗雑さを避けることができない。構成要素を整然

と配置して主と従の関係を正しく生かしてこそ、そのもの固有の造形的

特性をあらわし、全般的な統一的調和を保つことができ、人々に強い印

象を与えて美的感興を呼び起こすことができる。

主と従の関係の要求どおり構成要素と構成単位を配置することは、

建築形成において統一と調和を保つための基本的条件の一つである。構

成要素と構成単位の配置においては、単に視覚的な側面だけを見てはな

らず、あくまで生活の論理、建築形成の論理にしたがわなければならな
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い。そうしてこそ、全般的な建築形成がリアルで生活的なものになる。

主と従の関係が明確にあらわれない同質の構成要素の単純な配置に

おいても、主となるものと従となるものを正しく結びつけて全般的な構

成を洗練させなければならない。同質の構成要素の単純な結合にしても、

自然に調和がとれるのではない。建築形態が単純なものであればあるほ

ど、建築家のより洗練された深奥な創作的思索が求められる。とくに相

異なる構成要素を配置するときには、主と従の関係を明確に解決してこ

そ、建築物の性格と使命をはっきりとあらわし、印象深く形成すること

ができる。

主と従の関係を正しく解決することは、建築群と街、都市の建築形

成においてとくに重要な問題となる。

建築群と街、都市は、個々の建築物と建築群、街の調和のとれた結

合によって形成される。建築群と街、都市の構成要素と構成単位はすべ

て、ユニークで特色のあるものとして形成されなければならない。だか

らといって、それらをすべて引き立てようとするならば、建築形成は散

漫で粗雑なものとなり、統一性を保つことができなくなる。主と従の関

係は各建築形成段階で提起される問題であり、建築的統一と調和を保つ

ための基本的保証となる。

建築群と街の建築形成において、主と従の関係は相対的な性格をお

びる。建築群では主導的な役割を果たしていた建築物が街の形成では補

助的で従属的な役割しか果たせなくなる場合もあり、街の建築形成で主

導的な役割をしていた建築物が都市の建築形成では従属的な使命を果た

すことになる場合もある。

しかし、都市中心部の建築形成では主と従の関係が絶対性をおびる。

歴史の流れとともに都市の規模がいくら膨大になったとしても、 初に

設定した都市の中心部と中心主題は変わってはならない。これは、その
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社会の性格にかかわる問題であって、社会制度が根本的に変わらないか

ぎり、代を継いで受け継がれるべき原則である。

わが国の都市中心部は、自主時代の指導思想である不滅のチュチェ

思想を具現しており、人民大衆中心の社会主義制度の優越性を反映して

いる。都市中心部のまんなかには、金日成同志の偉大さと不滅の功績を

高く称え、代を継いで伝えるべき大記念碑と、モニュメンタルな建築物

が建てられてある。わが国の都市はすべて大記念碑とモニュメンタルな

建築物を中心主題として形成されているため、思想的にも造形芸術的に

もりっぱに統一され、美しい調和をなしている。

都市中心部にはその社会の指導思想と指導理念、階級的性格が集中

的に反映される。社会の階級的性格が変わらないかぎり、都市中心部の

中心主題は変わるものではなく、また変わってもならない。

都市の建築形成では、中心主題にすべての構成要素と構成単位を服従

させなければならない。これは、都市の全般的な建築形成において統一

と調和を保ち、中心主題をより明確に表現できるようにする前提となる。

建築形成における統一性はまた、均衡性と形成手法の統一によって

実現される。

建築形成において均衡は、建築物や建築空間の一定の造形的な感触

であり、主たる建築調和手段となる。建築的調和と統一は均衡を前提と

する。均衡のとれない建築物や建築空間は統一性が保障されず、美しく

もない。

平壌市の
ポ

普
トン

通江畔に建設されたアイススケートリンクは、形式が新

しいばかりでなく、均衡のとれた建築物である。このリンクは初めから

りっぱに形成されたわけではない。当初、リンクの隣に控え室だけを別

棟として建てたので、片腕のない人のように見えて均衡がくずれ、調和

も欠いていた。そこで調和の問題を解決し、選手の訓練条件もより十分
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にととのえるため、一階建のトレーニングジムをリンクに接続して建て

るようにした。これは建築形成において均衡がとれなければ統一と調和

も保たれないことをよく示している。

建築形成においては、構成要素と構成単位の連結部を調和よく組み

合わせなければならない。建築形成全般において構成要素の連結部の占

める量的比重は非常に小さいものだが、全般的な統一性を保つうえでは

どの構成要素や構成単位よりも強力な手段となる。構成要素の連結部は

各構成要素を実際に結びつける機能と、それぞれ異なる構成要素を調和

よく収束する役割を果たす。

それぞれ異なる構成要素が連結部なしに結合されれば、不自然で奇

形的なものになる。連結部はそれらの構成単位の形成体系に合うもので

なければならず、それとの統一性を保てるように解決しなければならな

い。連結部は質的に対照される構成要素間の形成上の相違を緩和して、

全般的な調和をつくりだす役割を果たす。

相異なる構成要素の統一性を保つ手法は、定式化することはできな

い。建築家は対象の具体的な状況に即して、洗練され円熟した創作技法

と豊かな経験にもとづいて、統一性をそれぞれ解決していかなければな

らない。

建築スタイルを統一させるべきである。

建築スタイルは一つの対象の建築様式や建築形成の本質的特徴をそ

の対象全般にあらわした独特な建築造形的な感触であり、建築のニュア

ンスである。建築スタイルは時代性と地域的特性、民族性と階級性をお

びる。

建築的形象の独特な印象は建築物の様式によって表現されるが、そ

れは建築スタイルによってさらに強調される。

建築スタイルは建築物の形象的色彩をきわだてるうえでもっとも大
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きな作用をする。一つの対象、一つの建築立体空間において建築スタイ

ルを統一しなければ、建築的ニュアンスが違ってくる。これは建築創造

において雑な様式を生む原因となる。建築スタイルを統一しなければ、

背広に冠といった建築様式が生まれかねない。そうなれば、建築の民族

性も階級性もなくなってどっちつかずの建築となり、それがどの時代の

創造物であるかも分からなくなる。建築創造において雑な様式は禁物で

ある。

建築スタイルを統一させることは、建築の思想性・芸術性と調和を

保障するための重要な要求となる。

建築物のスタイルは、情緒的で独特なニュアンスと趣によって生活

を充足させ、人々に強い印象を与える。人々が建築物を見て独特な趣が

ある、特色があるというのは、建築物のスタイルをさして言うことであ

る。建築ではスタイルが明確であるほど、人間の生活上の要求と志向の

本質をさらに生き生きとあらわす。独特なニュアンスと趣のない建築物

は好評を得ることができない。建築創造ではスタイルをいかに生かすか

によって、その質が左右される。スタイルの特徴によって、建築は静的

なものと動的なもの、軽快なものと重厚なもの、壮大なもの、明朗なも

の、優雅なものといった造形的な情緒と印象、便利なもの、安全なもの、

快適なもの、奥ゆかしいものといった生活的な情緒と、穏やかなもの、

冷たいもの、暖かいもの、爽やかなものといった感覚的な情緒を表現す

る。建築物に表現される多様な心理的・情緒的感触は、建築形成要素で

ある点、線、面、立体と、それぞれの造形手段と手法の造形的特徴を対

象の使命と目的に応じて適用するときに生まれる。建築物のスタイルは

造形芸術性を豊かにし、多様にする要因である。

建築創造におけるスタイルは、人々の生活上の要求と志向にかなっ

たものでなければならない。建築物のスタイルは、建築家の主観的な趣
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味によってとらえられるものではなく、自分の頭の中で考え出すことも

できない。建築家の創作上の個性も、生活にもとづいてその特徴を繊細

かつ鮮明に生かすことであらわれなければならない。

建築家が独特なスタイルをとらえるためには、生活のなかに深く入

って、人間の自主的で創造的な生活上の要求と志向を深く把握し、その

なかから先進的で革命的で典型的なものを選りすぐることに相応の関心

を払わなければならない。建築家は、人間の自主的で創造的な生活上の

要求と志向からにじみでる情緒的ニュアンスと趣を正しくとらえ、それ

で建築形象を全般的に調和させてこそ、スタイルの統一を保障すること

ができる。生活にもとづいたスタイルは、建築家によって鮮明に生き生

きと生かされてはじめて強固なものとなる。

スタイルは建築物の実用的機能と教育的目的にかなったものでなけ

ればならない。建築物のスタイルを生かすのは、奇をてらうためではな

く、建築物の思想的内容をリアルに反映し、実用的機能と教育的意義を

高めるためである。建築創造において奇をてらうことにのみ偏って思想

的・芸術的および実用的合理性を正しく解決しなければ、スタイルもり

っぱに生かすことができなくなる。建築家は、人間の自主的で創造的な

生活上の要求と志向を通じて認識される社会生活の本質を正しく反映で

きる形成体系を探求してこそ、それに即して情緒的ニュアンスと独特な

趣がにじみでるようにスタイルを統一させることができる。

スタイルは建築物の使命を正しく表現し、発展する時代の要請と人

民の好みにも合うものでなければならない。個々の建築物は類型ごとに

それぞれ自己の使命をもっているため、その使命が個々の建築物に正し

く表現されなければならない。個々の建築物がもっている使命を離れて

は、スタイルが独自のものとして定着することはできない。建築創造に

おいてはあくまでも、建築物の類型による形成上の要求に即して独特な
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情緒的ニュアンスと趣があらわれるようにスタイルの問題を解決しなけ

ればならない。

機能が似通っている建築物の場合にも、それが置かれる位置と、そ

の建築物が果たす社会的役割によってそれぞれ違った独特なニュアンス

があらわれるようにすべきである。

建築家はスタイルを正しく生かすことに細心の注意を払うとともに、

発展する時代の要請に即して新しく特色のあるスタイルを探求し、自国

人民の情緒と好みに合った現代的で民族的な情趣に富むスタイルを探し

だして完成させなければならない。

錯覚の矯正に力を入れるべきである。錯覚現象は主として視覚の特

性と光線の屈折によって生じる。錯覚現象の特性を正確に把握し、それ

に即した設計技法を探しだして適用してこそ、りっぱな建築形態を創造

することができる。

対照と尺度性をはじめ一連の調和手法は、錯覚現象の特性にもとづ

いて発生し、発展してきた。調和手法は錯覚現象にもとづいて探求され

たものである。錯覚現象をいかに利用するかによって、どんな設計技法

を用いるかが決まる。したがって、建築形成において錯覚現象は、設計

技法を律する重要な前提条件となる。

建築家は、建築形態の構成で生じる錯覚現象を具体的に研究し、そ

れを対象の性格に即して巧みに利用すべきである。

建築物は時空的な特性をもっているので、建築形成において調和を

上手にはかるためには、時間による建築物の造形的効果を高めることに

深い関心を払わなければならない。

人の移動によって違ったものに見える造形的効果は、時間の流れと

ともに人の頭に一つのイメージとして収束され、それにもとづいて建築

物の質を総合的に評価することになる。遠くから建築物に接近するにつ
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れ、建築物の輪郭線の造形的効果から建築の細部要素の造形的効果、仕

上げ建材の質感的効果が生き生きと感じられ、その建築物の規模もしだ

いに大きく感じられる。それゆえ、近距離、中距離、遠距離の造形的効

果を正確に考慮して、多くの人の目によく見える所に主要視点を定め、

遠近距離による建築物の造形的効果を高めるようにし、それに即して新

しい設計技法を探求すべきである。時間的持続性を利用して重要対象を

さらに強調して引き立て、移動過程で造形的感触の変化をもたらす設計

技法を探求すべきである。

地上での視点の移動にともなう時間性は、新しい設計技法を生み、

斬新で特色のある建築物を創造できるようにする。視点が高くなるほど、

個別的な建築物は都市の構成要素となって点と線、面、立体の調和のと

れた配置、自然の起伏と緑地、建築物屈曲の相互関係、道路網の造形的

処理、都市中心部のコンストラクションなど都市の総合的な造形的効果

があらわれる。したがって、建築物の平面輪郭を選定するときは生活機

能的側面にのみ偏らず、平面輪郭形態の造形的効果と都市の全般的な平

面構成体系の造形的効果を高めることにも関心を払わなければならない。

科学技術が急速に発展し、多様な交通・運輸機材が開発されている

こんにちの現実は、人の移動の特性とそれにともなう空間と造形的変化

の特性をよく知り、現代的美感に即して造形的効果を高めることを切実

に求めている。建築家は、建築形成において時間性による造形的効果を

さらに高めるため、新しい設計技法を積極的に探求しなければならない。

運輸手段が急速に発達した現代にいたって、建築形成における時間性の

役割はさらに大きくなっており、視点の範囲を拡大することが求められて

いる。建築形成において建築物の造形的効果を高めるためには、視点の移

動を十分に考慮しなければならない。建築家にたいし、建築形成試案の作

成段階で現実的条件を正確に考慮して透視図を描くよう要求する意図はま
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さにここにある。透視図を描くのは、主要視点からの写実的な透視効果を

見るのが目的である。建築家は透視図をただきれいなものとして描こうと

ばかりせず、実際に存在しうる視点と視覚距離で描く気風を立て、より現

実性のある設計を作成すべきである。

　　　　　３　独創性は建築本来の要求である

芸術としての建築は内容と形式の高い思想性・芸術性ゆえに人々の

美的・情緒的感興を呼び起こし、それによって認識的・教育的機能を果

たす。建築の芸術性においては建築形象と造形性が基本となる。

建築形象の基本的要求は、建築にたいする人々の物質生活上の要求

と思想的・美学的要求を建築的に、造形芸術的にりっぱに表現すること

である。このような建築形象の基本的要求を新しく特色づけて解決して

こそ、斬新な建築形象を創造したといえる。

建築は創作である。創作は新しいものを創造していく過程である。

新味がなく特色のない建築は創作ではない。

独創性は創作の本性である。

建築創作は、創造される建築空間がより新しい色彩を表現し、特色

のある味わいをただよわせるようにすべての構成要素を解決し、形成す

る過程といえる。

新しい形成手段と手法を積極的に探求して活用し、種々の主・客観

的要因を幅広くとらえて解決し、人々に新鮮でユニークな印象を与える

ように創造された建築物であってこそ、創造物としての使命をまっとう

することができる。これは、建築創造において紋切り型と類型化を徹底

的に克服し、新しく特色のある建築を創造することを求める。

建築創造において模倣は紋切り型と類型を生む。紋切り型と類型は
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死を意味する。建築創造において紋切り型と類型化に陥ると、人民大衆

の生活上の要求を深く理解することができず、既成建築の枠から抜け出

すことができなくなる。模倣主義は、建築創造で既成の枠に合わせて創

作の原則を設定し、建築の解決において新しい方法と技法の探求を妨げ、

それを大胆に適用できなくする。模倣主義は建築創造の本質的特性とそ

の使命を正しく認識していないか、または認識しているとしても他人が

創造した建築物を分析的に見ることができず、自分の創作上の定見を確

立していないために生ずるのである。建築創造における模倣主義は、他

人の建築に幻想をいだかせ、自分の創作上の定見をもてなくし、新しい

ものを見いだせなくする有害な思想潮流である。模倣主義に陥ると、既

成の建築物や他人が創造した建築物に具現されている創作意図をそのま

ま引き写し、形成上の特徴をなんの考慮もなくまねるようになる。

建築創造においては、独創性と非反復性の原則を堅持し、すべての

建築を新しく特色づけて創造することがとくに重要な問題として提起さ

れる。

人間とその生活はきわめて多様かつ豊富であり、固有な特性をもっ

ているので、その反映としての建築も多様でなければならず、新しく特

色がなければならない。これは、建築家に建築創作で創作上の個性を生

かし、独創性を発揮することを求める。人類の建築は、建築家が現実に

存在するあらゆる事物と現象から固有な本性を見いだし、それに即して

新しいものを創造する過程で発展してきた。建築史が示しているように、

建築家が創作で独創性を発揮して、新しく特色のある建築物を創造すれ

ば、建築の発展に大いに寄与することができる。

建築を新しく特色づけて創造するためには、なによりも主眼点を定

めて目新しい着想をしなければならない。これは建築創造の第一工程で

あり、創作の成果を左右する根本条件である。建築創造において主眼点



110

を定めることは形象的主題をとらえる問題であり、建築創造の全過程を

建築家の意図どおり展開しうる条件をととのえる。形象的主題は建築様

式の構成と形状を規定し、スタイルを特徴づけ、建築の創作技法を新し

いものにするなど、創作の全工程を統一的にまとめ、建築形成の一貫性

を保障できるようにする。

建築の本性は独創性であるため、形象的主題も独創的なものでなけ

ればならない。建築の形象的主題は、人民大衆の志向と要求、建築の性

格と使命、都市の全般的な建築形成上の要求と自然地理的条件によって

設定され、規定される。建築の形象的主題を左右する要因はすべて異な

り、独特なものである。建築を新しく特色づけて創造しなければ、建築

は自己の使命を正しく果たすことができず、全般的な建築形成に支障を

きたすばかりか、創作での意図も実現できなくなる。このような意味で、

形象的主題設定の問題は抽象的なものではなく、具体性をおびた創造的

で独創的なものである。

客観的現実を深く探求して把握することは、建築創造において形象

的主題を正しくとらえるための根本的保証である。客観的現実とは人民

大衆の生活であり、自然地理的条件である。客観的現実はきわめて多様

かつ豊富であり、一つとして同じものはない。建築家は多様で豊富な客

観的現実を深く把握してこそ、自分の創作意図をユニークなものにする

ことができる。

創作意図は建築の創作方向と建築物の様式を規定づける基礎である。

同一の対象に似通った試案が出されるのは、ほかならぬ建築家の創作意

図が個性に欠け、形象的主題がユニークに設定できないからである。

形象的主題を独創的なものにするうえで重要なことは、それぞれの

建築物にもりこむべき思想的内容を正しく定め、建築創造の基本目的を

正確に認識したうえで、それが果たすべき役割を深く把握することであ
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る。そうしなければ、創作の本筋を正しく定めることができず、形象的

主題の問題も掘り下げて解決することができない。

形象的主題の独創性を生かすためには、構成要素と構成単位、形成

手段と手法など、すべてをその要求の解決に服従させなければならない。

形象的主題の内容を表現する形成手段と手法は多種多様であり、それを

条件づける客観的現実も複雑である。多様で複雑な現実と創作的手段の

なかから形象的主題の要求にかなったものを選定し、それを創作意図の

実現に服従させるべきである。これは建築創造の成果を保証する根本問

題の一つである。

創作意図を表現する建築構成の問題を特色づけて解決することは、

形象的主題の独創性を生かすためのいま一つの重要な要求である。

建築的形象の独特な色彩は、構成の主眼点を特色のある明確なもの

にし、それに合わせて構成してこそ、鮮やかに表現される。構成の主眼

点に形象的効果が十分に考慮され、各構成要素が緻密に組み合わされた

構成がすなわち、すぐれた構成である。

平壌産院は、わが国の女性のために建てられた建物である。建築家

はこの建物の設計にあたって、党の構想と女性の生活を深く把握したう

えで母性愛を形象的主題として設定し、子どもを抱き育てる母親の慈愛

深い姿を形象化することを創作意図とした。建物の形態を形象的主題に

即して設定し、自分の創作意図にかなった新しい形成手法を創造して適

用し、自分が設定した形象的主題と創作意図を実現することにすべての

建築構成要素を集中させ、服従させた。こうすることによって、建築家

は産院を特色づけて建設するという党の構想をりっぱに実現し、それを

新しく特色のある名作として完成することができた。平壌産院は、声を

あげて駆け寄ってくる子どもを両腕を広げて抱きかかえる母親の慈愛に

みちた姿や、歩きはじめた双子を胸に抱いた母親の幸せな姿を思わせる
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ので、一目で女性のための建物であることが分かる。

建築家の創作意図が分からず、あいまいな空間がある建築構成は緻

密な構成とはいえない。

建築形成において非反復的で独創的な原則を具現するということは、

あくまでも一つの対象を単位とし、それを他の対象と似通ったものでな

く、非反復的なものにするということであって、建築物をなす構成要素

まで非反復的なものにするということではない。建築物の性格と特性に

合わせて単純な律動的変化を与えるべき場合には、同じ類型、同じ大き

さ、同じ形態の構成要素を同じ方法で配置することができる。建築群と

街、村落と都市の形成においても、これが重要な問題となる。

建築群と街、都市の形成ではそれぞれの建築物が一つの構成要素ま

たは構成単位となるので、同じ類型、同じ大きさ、同じ形態の建築物を

一定の範囲で反復配置して律動的な変化を与えるならば、新しく特色の

ある建築群と街、都市を形成することができる。

都市形成は単に建物の位置や階数を定めることではなく、建築創造

の一分野である。

都市の形成では、建築形成理論にもとづいて建築物を統一的な流れ

に結合させ、一つの芸術的形象を創造する。都市建築家は一つの中心、

都市の中心に合わせて建築物を一貫して配置し、都市の建築形成を完成

する。都市の形成で個々の建築物の特性を生かすからといって、都市の

全般的な形成上の調和をそこなってはならず、都市全般の形成上の調和

をはかるからといって、個々の建築物の形成上の特性を無視してもなら

ない。

建築家の独創性は、都市形成で個々の建築物の特色を生かしながら

も、全般的な建築形成の調和をつくりだすところにあらわれる。それぞ

れの建築物の形成上の特徴を明確に生かしながらも、都市全般の建築形
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成の調和がつくりだされるように都市を形成する建築家であってこそ、

才能があり、真の建築を創造しうる建築家であるといえる。

都市建築家は都市形成計画を作成するさい、どうすれば社会主義制

度の労働者階級的で人民的な性格を正しく表現し、その本質的な優越性

を正確にもりこむことができるか、どうすれば人民大衆の志向と要求に

かなった都市を建設することができるかといった問題だけでなく、どう

すれば造形芸術的にりっぱに形成することができるかといった問題まで

提起して解決すべきである。

新しく特色のある建築を創造するためには、建築家の創作技量をた

えず高め、創作上の個性を生かさなければならない。高い創作技量は創

作上の個性を生かす条件をつくりだし、特色のある創作上の個性は創作

を独創的なものにする基礎となる。

建築創造の直接の担当者は建築家であるため、建築創造の成否は建

築家にかかっている。

新しいものを探求して発見し、形象化して実現していく過程、すな

わち新しいものの創造過程である建築創造の過程は、なによりも建築家

の高い創作技量を求める。創作技量が高ければ、新しく意義あるものを

探求して発見し、それをりっぱに形象化することによって、人民大衆の

好む特色のある建築を創造することができる。創作技量が劣ると、むや

みに他人のものをまねるようになり、結局、教条主義、模倣主義の誤り

を犯すことになる。

建築家の創作上の個性を生かす問題は、創作技量を高める問題に劣

らず重要である。建築における創作上の個性は、建築家の思想的立場と

態度、建築的見解と文化水準、感情と情緒が結合して建築物に反映され

たものである。創作上の個性を明白で独創的なものにするためには、建

築家が革命的世界観を確立し、創作技量を高めなければならない。
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建築には建築家の創作上の個性が反映される。対象は同じでも形象

の異なるさまざまな作品が生まれるのは、主として建築家の創作上の個

性が異なるからである。もちろん、対象が一つであれば、その形成原則

と形成上の要求は同じだといえるが、それを形象化する手段と表現手法

は同じではない。どのような手段と手法で形成原則と形成上の要求を実

現し表現するかは、建築家の創作上の個性に大きくかかっている。個性

を十分に生かしてこそ、十人の建築家が建築創造に参加すれば形成の異

なる十の作品が生まれ、百人が参加すれば百の作品が生まれるのである。

そうなってこそ、間違いなく新しく特色のある建築を創造することがで

きる。建築家の創作上の個性は、技術課題の本質的要求を把握すること

にはじまり、人々の生活上の要求と志向のなかから本質的で新しいもの

を選択して建築物の内容にもりこむ過程、建築の新しい内容に応じて創

作的想像図を広げ、既存の形態をもとにして新しい建築形態を創造する

全過程に貫かれている。

創作上の個性は建築家の品格を特徴づける重要な徴表である。建築

家の創作上の個性は、人民大衆の自主的で創造的な生活上の要求と美し

く高尚な美的指向と一致するとともに、人民大衆に受け入れられ愛され

るように建築に反映された個性でなければならない。建築家の創作上の

個性は、建築における建築家の個人的な趣味や自己流の図式的な枠とは

縁もゆかりもない。建築家は創作上の個性を生かすからといって、個人

的な趣味や自己流の図式的な枠に固執してはならない。建築創造におけ

る枠は建築芸術の創造的な性格を正しく理解していないために生じる一

つの偏向であり、建築創造にたいする誤った態度に起因するものである。

建築創造において枠は建築を奇形化する要因である。

建築創造において建築家の創作上の個性を生かすことは、そのこと

自体に目的があるのではなく、より多様で斬新な建築を創造して、時代
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の要請と人民の思想的・美学的要求を充足させるためである。建築家の

個性はあくまでも、党政策の要求と人民大衆の美しく高尚な美的指向と

一致しなければならない。建築対象の使命と特性に応じて適用できる多

様な創作技法を身につけ、それぞれの対象を特色づけて独創的に創造で

きる能力をそなえてこそ、有能な建築家になれるのであり、創作技法を

十分に身につけた建築家であってこそ、それぞれの対象の特性と使命に

かなった、新しく特色のある建築を創造することができる。

建築家の創作上の個性は建築物に具体的にあらわれる。したがって、

建築家の個性は建築物全般に貫かれていなければならない。一つや二つ

の要素に独特な趣向を凝らしてそれをあらわそうとするのは、創作上の

個性の表現ではなく、人気本位の創作態度である。これは全般的な建築

の調和を乱すものであって、建築創作の原則に反する。建築家の独創性

が建築物全般に貫かれている、まったく新しく特色のある建築物を創造

してこそ、それを創造した建築家の個性は意味あるものとなり、真のも

のとなる。

建築家の創作上の個性は、新しく特色のある建築を創造するための

前提である。

都市形成を担当した建築家の創作上の個性を生かすことも重要であ

るが、より重要なのは集団創作の原則を守ることである。都市形成計画

は 1、2 名の建築家ではなしえず、設計事業所や大規模な設計チームの

共同の知恵によってのみりっぱに立てることができる。都市形成計画を

受け持った個々の建築家に多様な建築様式を有機的に結合させる才能と

技巧があるとしても、それだけでは調和のとれた都市形成計画を作成す

ることはできない。都市形成計画の作成において集団主義の原則を守る

ことは、その成果を保証する基本的要因である。

対象の特性に応じて建築言語を的確に用いることは、新しく特色の
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ある建築を創造するうえできわめて重要な意義をもつ。建築言語は建築

家の創作意図を表現する手段である。

人々が建築物や街を見て、壮大さ、軽快さ、華麗さなどの美的感興

がわき、建築家の創作意図を物語や歌のように感受するのは、建築言語

の助けがあるからである。

人間は自分の思想と意思を言語によってあらわし、他人に伝達する

のと同様に、建築においても、それにもられている思想的内容と建築家

の創作意図を建築言語によって表現し伝達する。建築言語は建築の内容

を形式にあらわすための構成要素と表現手段からなる。調和の手段は

人々の思想と意思を表現し伝達する言語のような役割を果たすので、造

形言語と呼ばれる。

建築における調和の手段は、客観的に存在する造形的な法則性である。

調和の手段は建築家によって建築形態の構成に用いられ、時代と社

会のありさまを反映する。すなわち、建築家は時代と社会の要求、人間

の物質的・精神的要求に応じて建築形態を創造するために、それをリア

ルに表現しうる構成要素と調和の手段を選択し、建築創造に用いる。調

和の手段は、建築家が選択して建築様式に用いてこそ調和の手法となる。

建築形態の構成によく用いられる基本的な調和の手段はシンメトリ

ーとアシンメトリー、比例、律動、対照と微妙な違い、尺度であり、補

助的な調和の手段は質感、色彩、装飾、明暗、照明といったものである。

シンメトリーとアシンメトリーは建築造形においてきわめて重要な

位置を占める調和手段の一つである。われわれの周辺に存在するすべて

の事物は形態上、例外なくシンメトリーまたはアシンメトリーをなし、

とくに動植物の全般的または部分的な形態も例外なくシンメトリーをな

している。

シンメトリーは端正で清潔な感じを与える造形的法則性である。シ
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ンメトリーは機能的、構成的および力学的な要求に適応する造形的属性

である。

シンメトリックな手法は均衡を前提とする。

アシンメトリーは柔らかく優雅な感じと運動感をあらわす造形的法

則性である。アシンメトリーはシンメトリーに比べて自由であり、一定

の変化性をもつ。アシンメトリックな手法は、建築物の生活機能組織と

全般的な建築計画の要求に応じて用いられる。この手法を用いるうえで

大切なのは、均衡性を正しく保つことである。建築物の形態をアシンメ

トリックに構成するからといって、視覚的軸を基準にして両側に置かれ

る要素の大きさや立体の重さが均衡を失って一方に傾くとすれば、それ

は建築形成の調和の手法としてはなんの意義もない。均衡のとれていな

い建築物は安定感がなくなり、不安な感じを与える。建築形成において

均衡性は、すべての造形の下地となる重要な造形性の一つである。

シンメトリーとアシンメトリーの手法を用いるにあたっては、建築

物の使命と性格を考慮に入れる必要がある。建築創造において、アシン

メトリックな解決が有利であるにもかかわらず、無条件にシンメトリー

に固執して内部空間組織に非合理性を生みだしてはならず、反対に、ア

シンメトリックな手法が趨勢だからといって、シンメトリックに解決す

るのが有利な場合にも、資材や敷地を浪費しながら一概にアシンメトリ

ックな手法を用いてもならない。

建築形成において、比例は形態美を左右する重要な調和の手段であ

る。建築形成における比例は幾何学的比例の美的法則性を建築形態の構

成に適用したものであり、それは建築形態の長さ、幅、高さ、形態の全

体と部分、部分と部分間の大きさの関係といったものである。

建築形成において比例は固定不変のものではなく、変遷する時代の

要請に即して変化し発展する。建築家は、発展する時代的美感に合った
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美しい比例構成を探求すべきである。

建築における律動は、建築の要素とその間隔の反復や交替によって

一定のリズムをつくりだして運動感を表現する一つの法則性である。建

設が工業化され、プレハブ式の建設が大々的に進められている現状に照

らして、律動の構成に力を入れることはきわめて重要な意義をもつ。

対照と微妙な違いも、建築造形の重要な調和手段の一つである。

建築形成において対照は、反対の性質をもつ要素を対比させ、それ

ぞれの固有な特性を強調することによって、一定の造形的効果をあらわ

す法則性である。大小二つの要素を対比させると、大きなものは実物よ

り大きく見え、小さなものはいっそう小さく見える。対照的構成は、建

築形態の重要な要素を強調するときによく用いられる調和の手段である。

対照は、対比される要素が統一的な調和を保つ場合にのみ可能である。

対比される二つの要素に差がありすぎて統一的な調和が保たれない場合

は、対照がかえって造形的効果を低めることになる。

建築形成において微妙な違いは、二つの建築要素間の造形上のわず

かな違いによって、異なった造形的感触を与える法則性である。建築造

形で対照と微妙な違いを的確に用いて、建築形態の造形的効果を高める

べきである。

建築形成の調和の手段である尺度は、主に建築形態の全体と部分間

の形成体系の特性を表現するのに用いられる。一般的に、尺度というの

は与えられた寸法間の比を意味するが、建築尺度は絶対的な原寸とは関

係なしに、肉眼で見て感じる建築形態の全体と部分間、各建築形態間、

建築形態と周辺の事物の相対的な大きさのあいだに形成される比の造形

的表現性を規定する法則性である。建築尺度を用いる目的は、建築形態

の質的側面を造形的に表現することにある。太い尺度は重い感じ、壮大

さ、荘厳さを表現するのに用いられ、細かい尺度は軽い感じ、ほのぼの
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とした感じを表現するのに用いられる。

建築形成では、対象の使命と生活機能的および構造的要求に即して

尺度をリアルに解決し、建築物の仕上げの質感と色調の効果まで正しく

考慮して構成しなければならない。

尺度の構成において尺度基準尺はきわめて重要な役割を果たす。尺

度基準尺は生活を通じて人々の頭に定着した大きさであり、建築物の相

対的な大きさを推しはからせる。建築家が立面図や透視図を作製するさ

い、建築物のそばに人や車を描くのは、その建築物の相対的な大きさと

尺度を直観的に見せるためである。

建築形成の補助的な調和の手段である質感、色彩、装飾、明暗、照

明なども建築形態の構成できわめて重要な役割を果たす。建築形成にお

ける補助的な調和の手段は、人に服を着せ化粧をさせるのと同じような

機能を果たす。

後の仕上げをどうするかによって、建築形態の美感と気品が変わ

る。人々は建築物の 後の仕上げによって、時代の特徴と民族的情緒、

建築家の美的・情緒的資質をうかがい知ることになる。補助的な調和の

手段である質感、色彩、装飾、明暗、照明なども、建築物の使命と性格、

統一的な形成体系と秩序に合わせて用いるべきである。

色にたいする連想、色の象徴、色の好みは、人々の世界観、美的理

念、階級的立場、生活環境、民族の生活習慣と情緒、準備程度、性別、

年齢によって異なる。色をどのように連想し象徴し、どんな色を好むか

によって、その人の階級性と民族的特性、美学的・情緒的水準と趣味が

表現される。色の物理的・化学的性質と人間の生理的・心理的条件を総

合的に考慮して、色の選択と配合、調和を正しく解決してこそ、造形的

効果をリアルなものにすることができる。

建築形態の色彩計画で造形的効果を十分に発揮させるには、配色を
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巧みにおこなわなければならない。形態と質感が同じであっても、配色

が変われば全般的な造形的効果が変わるものである。配色は必ず色の調

和を基本とすべきである。配色を多様なものにしても、色がよく調和し

なければ、人々の美的感興をそそることができない。色を選んで配合す

る色彩計画を上手に作成するためには、基本的な調和の手段と手法を正

しく用いて統一的な調和をはかり、多様で特色のあるものにしなければ

ならない。

建築家は創作的情熱を傾けて趣向を凝らさなければならない。

建築形成で反復と模倣を排し、新しいものを創造するために技法上

変化を与えるのが趣向である。

創作技量と創作上の個性はあくまでも建築家の潜在力であり、その

威力は実践で創作技法を変えながら、新しいものをつくりだす趣向によ

ってあらわれる。このような意味で、趣向はユニークで特色のある建築

を創造するための建築家のたゆまぬ努力と実践闘争であるといえる。

趣向は高い創作技量を求め、創作上の個性を生かせるようにする。

科学技術的資質と創作技量の高い建築家は必ず趣向を凝らし、その過程

で斬新で意義のある創作技法と表現手法を発見し、それを建築創造に積

極的に生かしていく。そうして、前には見られなかった新しく特色のあ

る建築を創造することになる。

趣向は建築創作の過程であらわれる建築家の革命的な創作気風であ

る。趣向は建築家に高い創作的情熱を遺憾なく発揮させる。建築家の胸

に創作的情熱がほとばしってこそ、小さく取るに足りない対象であって

もおろそかにせず、なんとしてもそれを斬新で特色のあるものとして創

造するために努力し、苦心し、技法を変えながら趣向を凝らすようにな

る。そのような建築家はつねに党の構想と意図、人民の要求にかなった

りっぱな建築物を創作するものである。
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創作不振に陥り、斬新で特色のある建築が創造されない主な原因は、

建築家に創作的情熱が欠けており、趣向を凝らさないことにある。創作

的情熱に欠け、趣向を凝らさない建築家は、いつも一つの技法に頼り、

他人のものをまねるようになる。いくら仕上げを丹念にし、細部の要素

を巧みに解決するとしても、他人のものを模倣したり一つの技法に頼っ

ていたのでは、新しいものを創造することができず、類型化と紋切り型

を克服することもできない。

建築家は創作家であり、新しいものの創造者である。他人のものを

模倣する建築家、一つや二つの技法に頼って毎度似通った建築物をつく

りだす建築家は、肩書きだけであって、創作家、創造者としての建築家

ではない。

創作的情熱と趣向は建築家の創作気風、創作態度であり、かれらを

創作へと励ます力の源であり、紋切り型と類型化を排し、斬新で特色の

ある建築を創造するための重要な要因である。

建築家は勉学に励み、大いに習作し、根気よく資料を収集して政策

的眼識と創作的眼識を高め、建築創作で提起される諸問題を自力で解決

していく創作態度と姿勢を持すべきである。

　

　　　　　４　多様性は建築の造形芸術的質を高める

建築創作において多様性をもたらすことは、建築形成の基本原則の一

つである。建築は特色のある多様なものであってこそ人の目を楽しませ、

芸術としての建築に固有な情緒的感化力をさらに高めることができる。

建築形成において多様性をもたらすことは、建築の造形芸術的質を

高め、古い枠から抜けだして新しく特色のある建築を創造するための基

本的要求の一つである。
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建築の多様性は、生活の多様性、自然の多様性にもとづいている。

人間の生活は多様かつ変化に富み、自然も千姿万態であるため、その反

映としての建築も当然、多様にならざるをえない。人間の生活上の要求

は多様であり、建築家の創作上の個性もそれぞれ異なるため、建築は歴

史的に多様な発展をとげてきた。

建築形成における多様性の具現は、本来の意味において非反復的で

独創的なものである。建築家が多様な建築を創造するということは、既

存の形式を繰り返さず、独自に特色と新味のある種々さまざまな形式を

創造するということである。建築形成における多様性は、非反復的かつ

独創的であることを前提とする。建築形成において非反復性と独創性は

多様性をもたらす基本条件であり、多様性の質を評価する尺度となる。

建築家はすべての建築物を非反復的なものにしてこそ、多様な人間

の生活の要求を充足させ、特色のある建築を創造することができる。

多様性をもたらすのは、建築形成において造形芸術的質を高めるた

めの重要な条件である。建築が多様であってこそ、日増しに高まる人民

の生活上の要求と美的感情に合い、美しい山河に似つかわしい壮麗な建

築物を創造することができる。個々の建築物が多様であってこそ建築群

が美しく見え、建築群が多様であってこそ街が美しく映り、街が多様で

あってこそ都市が美しく華やかになるのである。

多様性が建築創造において重要な意義をもつからといって、それを

絶対化してはならない。

建築形成で多様性を生みだす過程は、相異なる建築の構成要素を結

合して変化に富んだ多様な造形美を創造する過程である。

建築形成に多様性をもたらすうえでの基本は、建築の構成要素その

ものに多様な変化をもたせ、構成単位を正しく選定し、合理的に結合す

ることである。



123

概して都市建築の多様性は、構成単位の対照的な効果によってもた

らされる。したがって、都市の建築形成に多様性をもたらすためには、

使命が異なるか独特な形態の構成単位を適切に組み合わせなければなら

ず、使命が同じ構成単位であっても、その大きさと形態を変えて結合し

なければならない。これは、構成単位が対照的な効果をもたらす下地と

なり、建築の多様性を生みだす条件となる。

なによりも建築様式が多様でなければならない。使命と性格のさまざ

まな新しい建築様式は、新しい時代の要請、時代の精神を反映して生ま

れる。国際親善展覧
＊

館、人民大学習堂、万景台学生少年宮殿、ヘルス・

センター
チャン

蒼
グァン

光院、平壌産院などの新しい建築様式は、チュチェ時代の

要請と時代の精神、朝鮮人民の高尚な生活感情と政治的・道徳的品性、

朝鮮式社会主義制度の優越性を集中的に反映して創造されたものである。

斬新で多様な朝鮮式の建築様式は、その革命的な使命によって人民の思

想・情操教育に大いに寄与し、かれらに深い美的感銘を与えている。

個々の建築空間と建築形態の多様性をもたらさなければならない。

建築空間と建築形態の多様性は、全般的な輪郭の形状と構成要素および

細部の仕上げの多様な解決、装飾、壁画、彫刻の多様な適用によっても

たらされ、建築空間と建築形態の全般的な輪郭の形状は、平面と断面の

輪郭の形状によってつくられる。

現代的美感は、建築形態の全般的な輪郭の形状をさらに屈曲のある

多様なものにすることを求める。輪郭の形状が同じ建築物であっても、

その構成要素と細部の仕上げをさまざまに処理して多様性をもたらすこ

とはできるが、そんな手法では近くから見ては独特で魅力的な感じがし

ても、遠くから見ると単純で類型的な感じがするものである。

建築様式や個々の建築物だけでなく、建築群や街、村落や都市の形

成においても多様性をもたらさなければならない。
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個々の建築物の多様性は建築群の多様性をもたらす前提となり、建

築群の多様性は街の多様性をもたらす前提となり、また街の多様性は都

市と村落の多様性をもたらす前提となる。したがって、建築群を多様な

ものにするにはそれぞれの建築物の形状が独特なものでなければならず、

街を多様なものにするにはそれぞれの建築群の形成が特色のあるもので

なければならず、また都市を多様なものにするには、それぞれの街の形

成が異なったものでなければならない。形状の似通った建物や建築群、

街では多様な建築群や街、都市の建築形成を創造することができず、建

築創造における類型化を克服することもできない。
クァン

光
ボク

復街の建築形成では、基本構成単位である高層アパートの形態を

円筒形、風車形、多角形、Ｓ字形、階段形などさまざまなものにし、そ

れに平壌サーカス劇場、青年ホテル、
ヒャン

香
マン

満
ル

楼食堂、万景台学生少年宮

殿、光復百貨店など、使命も異なり形態も独特な建物をうまく組み合わ

せることによって、多様性を見事にもたらしている。

街の形成に多様性をもたらすためには、街を立体的なものにしなけ

ればならない。大通りにそって建築物を一直線に配置する周辺配置法は

古い方法である。

現代の要請と朝鮮人民の生活感情、現代的美感に合わせて街を形成

するためには、通りの表側にはそれに見合った建物を配置し、空間面積

を合理的に利用して建築密度をもたせながらも、緑地空間をつくり、ど

こから見ても感じよく建築物を配置して、街の形成の立体性が保たれる

ようにしなければならない。建築物を四方に多様に配置すれば街を立体

的に形成することができ、またそうしてこそ生活機能的連係をいっそう

便利なものにし、建築物が重なり合って壮大さを感じさせ、開放性と深

みがもたらされて現代的な感じがするようになる。

街を多様かつ立体的に形成するためには、建築物の様式を正しく選
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定し、それぞれの街に特色があって形状の異なる建築物を配置しなけれ

ばならない。

街の形成においては、建築物の大きさと屈曲状態、形成上の特徴を

総合的に考慮し、統一的な調和がとれるように、さまざまな調和の手段

と手法を適切に用いる必要がある。

建築物の配置で重要なのは、建築的アクセントを生かすことである。

建築的アクセントを生かせば、建築形成上重要な役割を果たす構成単位

がすぐ目につき、全般的な建築形成における統一性と多様性をもたらす

ことができる。

建築的アクセントを生かすからといって、それをあまりきわだたせて

全般的な統一性を破壊してはならず、建築的アクセントをあまり多く選

定して視界を散漫にしてもならない。建築的アクセントは、全般的な形

成上の要求に即して、必要かつ緊要なところに明白に生かすべきである。

建築形成での多様性の具現で重要なことは、建築物の周辺要素を特

色のある多様なものにすることである。建築物の周辺要素は、対象の使

命と外部空間の機能と性格に合わせて選定され、造形的要求に即して多

様に解決されなければならない。周辺要素は、建築物や建築群の多様性

をもたらす方向で形成すべきである。

村落と都市の形成も特色のある多様なものにしなければならない。

そのためには、建築物の様式と形態を多様にするとともに、建築群と街

の形成も多様にしなければならない。

革命の首都、革命史跡都市、港湾都市、海岸都市、山間都市、観光

都市、関門都市、炭鉱村、林業村、農村などはそれぞれ異なる特性をも

っているため、それらの村落と都市の特性が明白に生かされるように形

成すべきである。村落と都市の特性を生かすためには、その性格に合わ

せて記念碑的建造物を正しく選定して配置し、村落と都市の輪郭の形状
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を屈曲のある多様なものにするとともに、建築物を地形条件に合わせて

合理的に配置しなければならない。民族的な形式の建築物と現代的な形

式の建築物を適切に組み合わせて、都市を全般的に民族的な情調がただ

ようように形成すべきである。

同じ規格の部材でブロック建築を多様に形成することは、現在、切

実な問題として提起されている。同じ規格の部材でブロック建築を多様

に形成するためには、規格化された単位空間を基本的構成単位とし、そ

れを合理的に結合する方法で建築物の形状を屈曲のあるものにしなけれ

ばならない。

自然環境と風致の要素を十分に生かすことは、建築の多様性を生み

だすうえでとくに重要な意義をもつ。われわれをとりまく周囲の空間で、

もっとも美しく多様なのは自然の風致である。自然界にはありとあらゆ

る樹や花があり、岩もあれば川や山もある。千姿万態の自然の美しさに

似つかわしい建物をつくりだす建築家であってこそ、有能で才能のある

建築家といえる。

建築家は多種多様な手法と才能によって自然を人間の生活にさらに

接近させ、人間が美しい自然を十分に享受できるように建築空間を形成

しなければならない。

美しいさまざまな山水を建築に取り入れるためには、空間を閉ざさ

ずに開放しなければならない。空間を閉ざして都市の建築空間と自然環

境を隔てては、よりりっぱな建築の多様性を生みだすことができないこ

とはいうまでもなく、自然を鑑賞することも、楽しむこともできなくな

ってしまう。

建築形成では自然を積極的に取り入れるとともに、自然とよく調和

させる必要がある。

人間は自然を好み、自然の中で楽しむことを一つの生活上の要求と
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している。一日の仕事を終えた後や休日、祝日などに人々が好んで公園

へ出かけるのは、ほかならぬ自然を楽しむためである。自然の美がある

ところにはつねに人間の生活があり、人間の生活があるところにはつね

に美しい自然があるものである。自然の美を知らない生活はつねに潤い

のない生活となる。人々は自然を積極的に取り入れた建築空間、自然と

よく調和した建築空間をいっそう好み、また、そのように形成すること

を求める。建築空間に自然を取り入れ、自然と建築空間をよく調和させ

ることは、人々により情緒的で活動的な生活環境をもたらすうえできわ

めて重要な意義をもつ。

建築空間を開放して建築空間に自然を積極的に取り入れる方法だけ

では、建築と自然環境との調和の問題を完全に解決することはできない。

建築と自然環境の調和を完全に解決するためには、建築空間に美しい自

然を縮小して再現する方法を積極的に取り入れなければならない。その

ような建築空間をつくれば、人々はつねに清い空気と水に恵まれた自然

の中で働き生活しているような感じがし、気持ちがいっそう楽しく愉快

になる。

限られた都市の建築空間や建築物の内部空間に美しい自然を縮小し

て再現することは、建築空間と自然をよく調和させて建築の調和性を高

めるうえで大きな意義をもつ。

美しい自然を縮小して再現するうえで、万寿台噴水公園は一つのモ

デルとなる。そこには池もあれば種々さまざまな噴水もあり、奇岩怪石

もあれば滝もある。この公園は首都の勤労者の笑い声、歌声が絶えず、

いつも多くの人出でにぎわい、あたかも祝日を思わせる。万寿台噴水公

園は、わが国の美しい山水の縮図であるだけでなく、朝鮮人民の幸せな

生活の縮図ともいえる。

建築形成に多様性をもたらす目的は、魅力のある美しい建築形態を
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創造し、人々の美的・情緒的要求を満足させることにある。

建築形態は時代の要請と人民の生活上の要求、現代的美感にかなっ

ているだけでなく、美的法則と形成体系、秩序にも合致したものでなけ

ればならない。建築形態がいくら多様であっても、それが美的法則と形

成体系、秩序に合わないものであれば、魅力的な美しさを生かすことが

できないばかりか、かえって低俗で空虚な感じを与えることになる。建

築芸術における美は、生活の本質的な美と視覚的な美を有機的に統一さ

せた、人間の生活と密着した美でなければならない。

建築形成に多様性をもたらすことは、労働者階級をはじめ人民大衆

の美的要求を充足させることによって、かれらに楽しみと喜びを与える

ことに主な目的があるため、建築の多様性はあくまでも労働者階級的な

ものでなければならない。建築の多様性が個人の趣味本位と人気本位の

ものになっては、労働者階級をはじめ人民大衆の利益と現代的な美的・

情緒的要求を充足させることができないばかりか、有産階級の利益とか

れらの退廃的な美的要求を代弁する結果をまねくことになる。建築形成

における多様性は、あくまでも党的で人民的なものでなければならない。

建築形成における多様性は、他の芸術と区別される一連の特性をも

っている。文学・芸術作品は主に単独で創作され鑑賞されるが、建築物

は単独で建設されるのではなく、他の建築物との相関性をもって建設さ

れ、統一的に、総合的に、同時に人々に鑑賞される。したがって、文学・

芸術では他の作品との造形的な統一性を保つ問題が提起されないが、建

築芸術では隣接する他の建築物との造形的な統一性を保つことがきわめ

て重要な問題として提起される。

建築形成に多様性をもたらすからといって、論理性と形成体系に合

わない、質的に異なる種々の構成要素を乱用してはならない。そうなる

と、建築形成で無秩序と粗雑さが生じ、建築物そのものの造形芸術性も
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失われることになる。

建築形成における多様性は、あくまでも自国人民の現代的美感に合

ったものでなければならない。

現代的美感は時代とともに変わり、建築様式は現代的美感に合わせ

て多様化される。人民大衆の現代的美感はもっとも高尚で健全かつ先進

的な美感である。人民大衆は、労働者階級の領袖の偉大さ、飛躍的に発

展するチュチェ時代の政治、経済、文化をはじめ、あらゆる分野の発展

ぶり、自分の生活上および美学的・情緒的要求をリアルに反映した多様

な建築を求める。

建築形成に多様性を的確にもたらすためには、建築家が自然と実生

活から斬新で独特なものを発見する能力を身につけなければならない。

自然と実生活が多様であるからといって、誰もが斬新で独特なものを発

見できるものではなく、それを建築形態に変えるということもまた容易

なことではない。建築家は、多様な自然と実生活から自国人民の好む斬

新で独特なものを探しだし、それを多様な建築形態に変える能力をたえ

ず培養すべきである。

建築形成に多様性をもたらすからといって、形態的造形美の多様性

に偏ってはならない。これは形式主義の温床である。建築形成の多様性

は、あくまでも機能と構造との有機的な統一のなかでもたらされるべき

である。

建築形成に多様性を的確にもたらすためにはまた、斬新で多様な設

計技法を探求しなければならない。どのような設計技法を用いるかによ

って、建築形成上の多様性の質が左右される。建築家は、図式的な設計

技法、人のものを模倣する設計技法を断固排撃し、つねに斬新で独創的

な設計技法を探求すべきである。建築物に使われるすべての素材を設計

技法に服従させ、巧みに活用できるようになるべきである。そうしてこ
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そ、独創的な自分の設計技法の効果を発揮させ、建築形成の多様性を正

しく保障することができる。

建築の調和性を生みだすうえで重要なのは、多様性と統一性を正し

く結合することである。

建築の多様性と統一性は、切り離すことのできない密接な相関関係

にある。多様でありながらも統一的にりっぱに形成されたものであって

こそ真の統一性となり、統一的によく調和していながらも多様なもので

あってこそ真の多様性となる。

建築形成に多様性をもたらすのはきわめて複雑な作業であり、建築

家が創作的能力と才能を強く発揮することを求める。建築家は創作的能

力と才能を高度に発揮して、建築形成における多様性の原則をりっぱに

具現しなければならない。

Ⅳ　建築と指導

　　　　　１　建築家は創作家であり作戦家である

地球上に「
たて

竪
あな

穴住居」が生まれたときからはじまった人類の建築史は、

こんにちにいたるまで長い歳月を経てきた。この期間に建築家は、社会

と人間のためにじつに多くのことをなし遂げ、時代と民族の誇りとなり

栄誉となる万年の財宝をもたらし、人類の歴史とともにありつづける偉

大な功績を残した。これは建築家に大きな誇りと自負をいだかせ、時代

と歴史にたいしてになっている使命感をいっそう深く自覚させている。

建築家は建築創造の重要性と意義を明確に認識し、人類にたいする
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使命と任務を深く自覚してこそ、建築創造においてより大きな前進をも

たらすことができる。

建築家は創作家であり作戦家である。

建築家の創造活動をぬきにしては、建築物の存在について考えるこ

とはできない。複雑な科学技術をともなう建築は、専門家でなければ絶

対に創造できない。人民大衆が建築の創造者であるというのは、建築創

造での基本は人民大衆の志向と要求であり、人民大衆の積極的な参加の

もとに設計が現実化されるということであって、着想と構想、設計は誰

でもできるということではない。建築設計は、建築部門の科学技術と建

築の創作技量を身につけた建築家によってのみなされる。

建築物は、着想の段階から構想、設計、施工の段階を経て現物とし

て実現される。

建築創造の各段階は、建築家の創造的活動によって裏打ちされる。

独自の着想と構想、独自の設計と創造の過程が建築家の建築創造活動で

ある。独自性がなければ新しいものを創造することはできない。独自性

のない建築家は、現実に深く入っても新しいものを発見できず、着想や

構想、設計も自分の力ですることができない。独自の建築創造活動は建

築家の創作姿勢、活動方式であり、新しい形式と内容をそなえた建築を

創造させる基礎である。

建築は新しいものでなければならない。これは、芸術としての建築

の本性から提起される必須の要求である。建築は他の芸術と同様に独創

性を本性としているため、つねに新しく特色がなければならない。

建築創造活動の創造性と建築の独創性ゆえに、建築家は創作家とな

るのである。

建築家が真の創作家となるためには、毎回斬新で特色のある建築を

創造しなければならない。創造的能力のある建築家とは、非反復的な形
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象によって新しいものをつくりだすことのできる建築家をいう。

建築家が創作家としての自己の使命と任務をりっぱに果たすために

は、なによりもまず創造的能力と創作的資質を高めなければならない。

創造的能力と創作的資質は、建築家の創造性と独自性を保証する。

建築家はその能力と知識水準に相当するものを描きだし、創造する。

建築家の創造的能力と創作的資質は、革命的な思想・意識と政治的

見識、技術工学の知識と芸術的技量など、多方面にわたる知識の有機的

な結合によってもたらされる。

建築家は高い創造的能力と創作的資質を身につけてこそ、実生活の

本質と人民大衆の自主的で創造的な生活上の要求を深く把握し、正しく

選択して建築物の内容にもりこみ、自然と社会生活から新しいものを探

しだして、斬新で独創的な建築を創造することができる。建築家は創作

的資質が高いほど、事象をより広く深く観察し、より具体的に把握して

敏感に感じとり、新しいものを探求して発見し、建築創造に積極的に利

用することができる。建築家は高い創作的資質をそなえてこそ、建築物

の使命と基本的要求に即して形成体系と秩序をうち立て、多様な調和の

手段と手法を巧みに用いて、精巧で複雑な建築創造活動を成功裏に進め

ることができる。

建築家の創造的能力と創作的資質を培ううえでの基本は、党の政策

を深く体得することである。党の政策は建築創造の指針であり、着想か

ら構想、設計、施工など建築創造の全過程で貫くべき大前提である。

建築創造は、建築に関する党の構想を実現していく創作活動である。

党の政策にうとくては、党の雄大な構想をりっぱに実現することはでき

ず、時代の要請と現実から提起される焦眉の問題を正しく見つけること

も、建築創造活動を能動的に進めることもできない。

わが党は、
チャン

蒼
グァン

光通りの建設を建築創造における革命的転換の起点に
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するという構想を示し、そこにスマートな高層アパートを建設するよう

にした。これは、蒼光通りをすばらしく建設し、平壌市の中心部に立体

的な深みをもたせることによって、首都の壮大さと華麗さを引き立てる

ことが重要な目的であった。ところが 近、一部の建築家のあいだに、

新しく建設する街や都市にもそれと同じような建物を配置して、蒼光通

りのように形成しようとする傾向があらわれている。それは、蒼光通り

にスマートな高層アパートを建てるようにした党の意図を深く把握して

おらず、それを都市形成の重要な原則と思い込んでいるためである。新

しく形成する都市や街に蒼光通りと同じようなアパートを建てようとす

るのは、模倣である。新しく形成する街や都市は、その時代の要請と地

域の特性に即して、既存の枠から抜けだし、新しく特色づけて建設しな

ければならない。

ときおり建築家から党の意図に反する設計形成案が出されるのは、

主としてかれらが実務に走り、党政策の学習をおろそかにしているから

である。多忙であるほど党政策の学習に励み、党の構想と意図を把握す

るため懸命に努力しなければならない。建築家は党の政策をより正確に

深く知ってこそ、自分の実務水準も真価を発揮することができるという

ことをつねに肝に銘じるべきである。

創造的能力を養ううえで重要なのは、技術実務水準をたえず高める

ことである。高い技術実務水準は、建築創造活動を独自に、創造的に進

めるための条件をもたらす。高い技術実務水準は創造的思索と創造的構

想の源である。技術実務水準が高ければ、既存の作品を批判的に見て正

確に分析し、他人に頼ることなく自力で新しく特色のある建築を創造す

ることができる。

建築創造に用いられるすべての調和手段と手法を深く把握する必要

がある。調和の手段と手法を深く把握することは、建築家の技術実務水
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準を高めるための基本的要求である。建築家の高い技術実務水準は実践

活動にあらわれ、創作実践はすなわち調和の手段と手法を巧みに用いる

過程である。建築でシンメトリーとアシンメトリーはどんな意義をもち、

軸はどのように設定し、均衡はいかに保つべきかといった、建築創造の

調和手段と手法にすべて精通していてこそ、どんな対象でも人民に好ま

れる記念碑的名作にすることができる。

現代科学技術に精通すべきである。現代科学技術は、建築創造で新

しく先進的な構造をつくりだし、建築の形式と内容に革新をもたらす。

建築家がいくら斬新で特色のある形態を着想し設計したとしても、科学

技術的な保証がなければ、それは実現性のない空中楼閣にすぎない。建

築家が作成した設計が現場施工設計の段階でときおり変更されることが

あるが、それは多くの場合、現代科学技術を無視し、実現の可能性を検

討しなかったことに起因する。現代科学技術に精通することは建築発展

の前提となる。建築家は、社会生活に必要な各分野の生活および生産活

動の空間をはじめ、物質的・精神的富を産出する多様な建築物と村落や

都市を現代的美感に合わせて形成する創造者であるので、広く深い技術

工学の知識を身につけてこそ、建築物の実用性を保障する生活機能的合

理性、保健衛生的合理性、構造的合理性、経済的効率などを有機的な統

一のなかで総合的に解決することができる。建築家は、人間の生活と活

動に必要なあらゆる知識を身につけなければならない。建築家は、飛躍

的発展をとげている 新の技術工学と新しい建築材料に関する技術など

建築物の現代化に必要な技術工学の知識を習得するために奮闘すべきで

ある。建築家は高い目標を立て、強靭な意志をもって人一倍学習に励む

べきである。建築家はまた、外国語の学習を強化して外国のすぐれた経

験と成果を広く取り入れ、創作技巧と技量を高める訓練を計画的に、系

統的におこなうべきである。学びまた学ぶことだけが、創作的資質を高
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めてりっぱな建築物を創作する道である。建築家は、高い創作的資質と

頑強さ、大胆さ、忍耐力を兼備した建築家になるため、精力的に学び、

自己を鍛えなければならない。

建築家には空間に関する概念がなければならない。空間に関する明

確な概念は、建築家がそなえるべき重要な資質である。作家が言語の芸

術家であるなら、建築家は空間の芸術家である。建築家は頭に空間を描

くことができてこそ、人々の美的指向と美的感情、人間の生活をリアル

に反映することができ、透視的な効果はどうか、新しい構想が対象の性

格に合うか、周辺と調和するか、都市形成上の要求は充たされるか、と

いったことを具体的に検討し、自分の構想を練り上げて特色のある建築

を創造することができる。

建築家は美術の才能にもたけていなければならない。建築家のすぐ

れた美術的才能とは、自分の構想を図面に写す能力のことである。いく

ら斬新ですばらしいものを構想したとしても、美術的才能に欠けていれ

ば、それを図面に写すことができず、構想は一つの幻想に終わってしま

う。建築家は、自分の頭で構想したことを自分で表現する能力を養い磨

くことに時間と努力を惜しんではならない。

創作的資質を高めるためには習作に努めなければならない。習作は

すぐれた作品を創作するための前提となる。建築家は、習作を誰かの統

制によっておこなう一種の負担と考えてはならず、創作生活の第一義的

な要求とし、時と場所を選ばずに習作すべきである。

建築家がその使命と任務をりっぱに果たすためには、建築創造に情

熱を注がなければならない。もともと芸術そのものが精力を注ぐことを

求める。精力を注がずに創造できる芸術作品というものはありえない。

建築創作は、時間をかけるからといって成果が得られるのではない。

建築創作における成果の秘訣は時間にあるのではなく、建築家の高い思
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想的見識と創作的情熱、資質にある。建築家の思想が啓発され、創作的

情熱が燃え上がれば、いかに困難で複雑な設計であっても自信をもって

大胆におし進めることができ、いかに膨大で複雑な設計であっても短時

日のうちに高い水準で完成することができる。

建築設計は、建築家の思想と情熱と資質の結実である。建築家の深

い思索と燃えるような情熱、張りつめたねばり強い努力は、建築創作で

想像を絶する速い速度を生み、創作設計の質を著しく高める。たとえ期

間は短くても、建築家が高い政治的自覚と創作的情熱をもって大胆に取

り組むならばりっぱな実を結ぶものであり、反対に建築家に政治的自覚

が足りず、創作的情熱が欠けていれば、いくら資質が高く、時間をかけ

たとしても、創作設計をりっぱに仕上げることはできない。

建築家は、実地調査から着想と構想、設計にいたるすべての段階で

情熱を注がなければならない。

建築家の責任感と役割を高めるべきである。

設計は党の建築構想を実現するための作戦文書にひとしく、建築家

は作戦文書の作成を担当した作戦家であるといえる。設計によって党の

建築構想を実現するための具体的な内容が図面に写され、その図面によ

って建設が進められ、現実化される。

建設の基本は設計である。

設計がなければ労力や資材、設備、資金を見積もることも、その予

算を立てることもできない。設計は精密で具体的かつ現実性のあるもの

でなければならない。精密さと具体性は建築設計の本質的特性である。

設計が精密でなければ施工の段階で混乱が生じ、施工をやり直すといっ

たことになりかねない。設計で点や線を一つ書きそこなうと、多くの国

家資材と資金が浪費されることになる。設計が具体的なものでなければ、

国家計画を正確に立てることができず、関連企業所の生産に大きな支障
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をきたすことになる。

建築家は、室内の仕上げ材の色や模様をはじめ、細かい点もおろそ

かにせずに深い関心を払い、ドアの取っ手の形はもとより、蝶つがいは

どんな形のものがどれほど必要であり、それを取り付けるのにねじ釘は

何本要るかといったことまで見積もらなければならない。

社会主義的・共産主義的建築は人民のための建築であるため、建設

では費用が問題なのではなく、人民大衆の志向と要求が設計に正しく反

映されるかどうかが問題なのである。だからといって、資材や資金を浪

費してもかまわないというわけではない。建築家は粟粒も割って食べる

という。これは、建築家は染め粉商人のように細かく具体的でなければ

ならないということである。

建築家は設計の段階で、同じ基準、同じ資材でよりりっぱに、より

堅固に、より多く建設するという原則に徹するべきである。設計は建設

の作戦文書であるため、その担当者である建築家が作戦家としての任務

をまっとうするためには、現実を深く知り、国の経済状態を具体的に把

握しなければならない。これは、現実性のある設計を作成するための前

提である。

現実が反映されておらず、国の経済状態が見積もられていない設計

は、ただの絵か紙切れにすぎない。建築家は日ごろから現実に深く入っ

て、建築にたいする大衆の評価と要求を具体的に知り、各工場の品目別、

規格別の生産量に精通していなければならない。

建築家は、自分が作成した設計について時代と革命の前に責任を負

い、主人としての立場に立つべきである。

建築家が主人としての立場に立つことは、設計で一切の形式主義を

克服し、その質を高め、創作家、作戦家としての任務をまっとうするた

めの根本的要因となる。
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建築家のなかには、設計を完成して建設現場に送れば自分の任務を

果たしたかのように考える人がいるかと思うと、図面の彩色などを巧み

にして、それでりっぱな作品を創作したかのように考える人もいる。

建築家は美術家でもなければ彫刻家でもない。建物の立面図をそれ

なりに仕上げるか、先に模型をつくったりして、決裁を受けると、逆に

それに平面を合わせ、施工に関心を払わないのは、いずれも無責任で主

人らしくない態度であり、極端な形式主義、要領主義である。

彩色を上手に施し、模型をりっぱにつくるのが重要なのではなく、

時代の要請と人民大衆の志向にかない、そのうえ形式も内容もすぐれた

設計をすることが重要なのである。形式と内容がよく、時代の要請と人

民の志向にかなった設計をした設計士であってこそ、主人としての立場

に立った設計士といえる。建築家はつねに党的・国家的立場を堅持し、

一つの点、一本の線にも主人としての立場があらわれるようにしなけれ

ばならない。

建築家には想像力もなければならない。構想は豊かな創造的想像力

から生まれ、熟すものである。建築家に想像力があってこそ、高い目標

をかかげて大きなものを狙うことができる。想像力は、時代の要請と人

民の志向に合うものでなければならない。想像力が時代の精神に合わず、

人民の生活と関係のないものであれば、用をなさないばかりか、かえっ

て有害なものとなる。

建築家が創作家、作戦家としての任務をりっぱに果たすためには、自分

を革命化、労働者階級化しなければならない。建築創作の成果は建築家の

思想・意識いかんにかかっている。建築家が古い思想に染まれば、人民大

衆のための革命的な建築物を創造することはできない。建築家は、革命と

建設に必要な物質的・文化的財貨を創造する生活活動空間をもたらし、そ

れを通じて人々を革命と建設に積極的に参加させるのに寄与する。
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建築家は職業的特性のため古い思想の影響を多く受ける反面、自分

を革命的に鍛える機会が少なく、建築創作の過程で功名主義に陥るおそ

れがある。建築家の革命化、労働者階級化をおろそかにすると、かれら

の頭に異質的な思想が浸透しかねない。

社会主義的・共産主義的建築は、建築芸術分野に残っている搾取社

会の反動的な建築流派とのたたかいを通じてのみ、りっぱに創造して

いくことができる。搾取社会から譲り受けた各種の建築様式の不健全

な形成手法の残りかすは、建築家を革命化、労働者階級化してこそ一

掃される。

建築家を革命化、労働者階級化するためには、かれらにたいする思

想教育を強化しなければならない。建築家を革命化、労働者階級化する

思想教育において基本となるのはチュチェ思想教育である。建築家のあ

いだでチュチェ思想教育を強化してこそ、かれらがチュチェ型の共産主

義的革命家が身につけるべき思想的・精神的および道徳的品性と資質を

そなえることができる。

建築家を革命化、労働者階級化するためには、かれらの革命的組織

生活を強化しなければならない。社会主義社会における建築創作は、高

度の精神的緊張と創作的情熱、革命性、組織性、規律性、集団主義精神

を求める。党組織は、建築家が正しい組織観念をもって組織生活に自覚

的に誠実に参加し、革命課題の遂行と密接に結びつけて組織生活をおこ

なうように導くべきである。

革命的な実践は、革命化、労働者階級化の重要な方途の一つである。

革命的実践は人々の思想・意識を改造する強力な手段であり、強靭な革

命的意志を培う学校である。人々は、自然と社会を改造する困難で複雑

な実践闘争のなかでたえず鍛えられ、革命家に育つのである。建築家は

革命的な建築創作の実践を通じて、党と領袖への忠実性とチュチェの革
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命偉業にたいする献身性、人民大衆にたいする奉仕精神を高め、強靭な

革命的意志と頑強な闘志、忍耐力を培うようになる。建築家は、建築創

作の過程を通じて自分をたえず革命化、労働者階級化し、チュチェ型の

建築家としてしっかり準備しなければならない。

２　建築創作の指導に集団主義を具現すべきである

建築創作の指導に集団主義を具現することは、建築家と建築創作部

門の活動家の集団的知恵と力を引き出して建築の質を高める決定的な裏

付けである。建築創作の指導に集団主義が具現されてこそ、特定の幹部

が建築創作の指導を自分勝手に、官僚主義的におこなう傾向をなくし、

創作指導の客観性と公正さを期することができる。

建築創作の指導に集団主義を具現するためには、建築設計にたいする

集団的審査制度を強化しなければならない。そうしてこそ、建築創造に

おいて党の唯一的指導を確固たるものにし、創作活動で同志的協力と団

結を強化し、建築家の創作上の個性を 大限に発揮させることができる。

集団的審査制度は、建築に関する党の構想と意図をりっぱに具現し、

人民大衆の志向と要求を十分に実現させる根本的保証である。

設計の審査を機関本位にしたのでは、りっぱな設計が生まれるはず

がない。自分の手にある設計文書を出して審査するようなやり方では、

設計の審査が党の原則にもとづいて公正におこなわれず、設計の質を高

めることもできない。

国家審査委員会をしっかりかため、審査員の責任感と役割を高める

ことは、建築設計にたいする集団的審査制度を強化する基本条件である。

国家審査委員会は、革命的領袖観が確立し、党的眼識と政治的見識

が高く、能力のある老練な建築設計士と経験豊富な現場の活動家で構成
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すべきである。そうしてこそ、党政策と労働者階級の立場から逸脱する

ことなく審査し、審査委員会を着実に運営することができる。

審査員が設計の審査で党性、労働者階級性、人民性の原則を堅持す

ることが重要である。審査員は、高い党的眼識と政治的見識をもって審

査の対象を分析、評価し、思想性と実用性、造形芸術性、構造の合理性

を総合的に審査すべきである。これは、設計審査の政策的水準と科学技

術的水準を高める前提となる。

審査員は、建築家を助けて設計をよりりっぱに完成させる方向で意

見を交わし、討議をおこなうべきである。そうしてこそ、審査委員会は

その使命と任務をまっとうすることができる。これは、国家審査委員会

を組織する目的にも合致する。

建築設計の集団的審査で重要なことは、政策面での審査と技術面で

の審査を正しくおこなうことである。

建築設計にたいする政策面での審査を正しくおこなってこそ、革命

発展の各段階、各時期における党政策上の要求と人民大衆の生活上の要

求を建築に正しくもりこむことができる。政策面での審査を正しくおこ

なうためには、審査員が対象にたいする党の要求を深く把握したうえで、

建築家がそれを設計にどのように具現したかを具体的に検討し、誤りを

正さなければならない。

建築設計の審査では、政策面での審査を優先させるとともに、技術

面での審査を正しく結びつけなければならない。設計にたいする技術面

での審査は建築計画にたいする審査であり、その実用性と造形芸術性、

構造の合理性にたいする審査である。技術面での審査では、建築家が党

の主体的な建築思想と理論にもとづいて整然とした形成体系と秩序をう

ち立て、建築計画と形成をりっぱにおこなうよう、実質的に援助し導く

べきである。
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建築設計にたいする審査を正しくおこなうためには、審査員が誰よ

りも党の主体的な建築思想と理論で武装し、豊かな創作経験を積まなけ

ればならない。審査員は党の主体的な建築思想と理論で武装してこそ、

審査で党政策の線を明確に示し、党の構想と意図どおりに創作するよう

実質的な援助を与えることができる。審査員に豊かな創作経験があれば、

建築形成上の誤りを見つけだし、設計を練りあげて完成させることがで

きる。

建築設計にたいする審査で重要なことは、主観主義と形式主義を徹

底的に克服することである。審査員が主観的に、形式的に設計を審査す

るならば、設計の誤りを正すことができず、国家に莫大な損失を与える

ことになる。

建築設計を集団的に審査するさいには、目に映る外形にのみとらわ

れることなく、平面計画、断面計画、構造解決の可能性をはじめ建築設

備の適用、施工の容易さ、建材の適用条件、経済性にいたるまで具体的

に検討する必要がある。

審査に付された対象を一度見てまわっただけで審査員がそれを評価

するといったようなことがあってはならない。審査員は一つを指摘する

ために十、百を検討し、建築家の創作に役立つ実のある助言を与え、欠

点を是正するためのいろいろな代案を示すべきである。審査員は主観に

とらわれて自説に固執し、それを押しつけてはならない。

審査で提起された問題については、審査員が寄り集まって虚心坦懐

に合議し、学術的に、原理的に意見の一致をみるべきである。集団の合

意をみた内容は審査の結果として発表し、法とすべきである。そうせず

に、審査員がそれぞれ自分の意見を述べれば建築家は見当がつかず、審

査における集団主義を保障することができない。

重要な対象の設計については、権限をもつ少数の人が各自の好みに
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よって勝手に結論を下せないように厳格な規律と秩序をうち立て、特定

の幹部が集団的審査で合意した意見を無視し、職権を乱用して自分の主

観的な意見を押しつけるといったことが起こらないようにすべきである。

とくに、国家審査委員会の決定を無視し、勝手に建築設計を変更するこ

とのないようにすべきである。建築設計にたいする審査で個人の独断と

好みが許されるならば、集団的審査はなんの意味もなくなり、そのよう

な設計は低俗なものになってしまう。

建築設計の審査は、試案の作成段階からおこなうべきである。建築

設計の審査は合目的的に、計画的におこなうとともに、恒常的な活動と

して進めなければならない。建築設計の審査では建築家の創作上の個性

を尊重し、新しい着想がわくように 大限に啓発しなければならない。

建築設計の集団的審査は、建築家が設計の創作で党性、労働者階級性、

人民性の原則をりっぱに具現し、斬新で特色のある設計を創作するため

創作上の個性を生かしていけるようにすべきである。審査員は、建築設

計の審査に入る前に技術課題を十分に研究し、その課題にもとづいてあ

らかじめ設計試案を立て、建築家が思いつかなかった新しい代案を見つ

けだして建築家に着想のヒントを与えるべきである。建築家を啓発し、

新しい着想が得られるように指導、援助するためには、審査員が創作家

のレベルと創作上の個性を深く把握しなければならない。審査員は、党

と国家にたいし建築創作指導の責任を担っていることを肝に銘じ、建築

家と一心同体となって真剣かつ虚心に協議し、つねに長所を探しだし、

それを生かしながら欠点を是正していくようにすべきである。

集団的審査は形成設計にとどまってはならず、建築物が完工するま

でひきつづきおこなう必要がある。形成設計の段階では平面図、断面図、

立面図、透視図の域を出ないので、この段階での審査をするだけでは、

建築的解決について全般的に、十分な審査をすることはできない。技術
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設計の段階に入って各部屋の建築形成をはじめ細部の仕上げをするとき

までひきつづき具体的に審査し、建設中の建築物も現場で審査して未熟

な点をたえず修正してこそ、建築物をりっぱに完成させることができる。

施工の指導にあたる責任幹部は、国家審査委員会で合意をみた内容を無

視して、自分の主観的な意見を押しつけてはならない。

完成された設計は、なんぴとも変更することのできない法的文書で

ある。特定の幹部が完成された設計を勝手に変更しようとするのは、治

外法権的な行為である。やむをえず設計を変更する場合は、法的な手続

きを踏まなければならない。

集団的審査を強化するうえで重要なことは、建設指揮部の設計審査

分科の役割を高めることである。建設指揮部の参謀部は、建築物の形成

設計の段階では審査を活発におこなっておきながら、建設段階になると

それをおろそかにするといったことのないようにすべきである。

厳格な創作総括制度を確立すべきである。創作総括は建築家を啓発

し、誤りを正し、かれらの政治的・実務的資質を高めるうえできわめて

重要な意義をもつ。創作総括で完工した建築物を正しく評定するのは、

建築発展のための必須の要求である。創作総括は、党政策にもとづき、

科学技術的に、批判的におこなうべきである。新しい建築は、それまで

の創作経験と教訓にもとづいて、悪いものは捨て、よいものは積極的に

取り入れてこそ創造することができ、すみやかに発展するものである。

創作総括の唯一の基準は、党の主体的な建築思想と理論である。

総括では、党の構想と意図にかなったりっぱな建築物にたいしては

党の主体的な建築思想と理論にもとづいて正確に分析し、そのすぐれた

技巧と手法を明確に認識させ、以後の建築創作に効果的に活用できるよ

うにすべきである。

建築創作総括では、モデルとなるすぐれたものを一般化すると同時
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に、欠点をきびしく批判してそのつど是正しなければならない。すでに

外国で建設されたものを模倣する傾向や、資本主義諸国に流布している

反動的な建築流派の思想的要素があらわれたときは、集中的な打撃を加

えるべきである。建築家は建築創作でよいものは学びとり、欠点は是正

しながら、新たな革新と前進をもたらすために奮励努力すべきである。

創作指導に集団主義を具現するうえで重要なことはまた、大衆の統

制を強化することである。

建築家は人民大衆のなかに入ってかれらの声に耳を傾け、大衆の要

求どおりに建築を創造する、革命的で人民的な創作気風をうち立てるべ

きである。

各階層の大衆の意見を広く汲みあげるためには、大衆的な合評会を

広く開き、かれらをそれに積極的に参加させなければならない。

党は人民大学習堂の建設にあたり、朝鮮式に建設するという金日成

同志の教えを実践に移すため、さまざまな形成試案を人民文化宮殿に展

示し、大衆的な合評会を開いた。展示会には平壌市内の各階層の大衆が

参加したが、かれらの意見はみな朝鮮式がいちばんだということであっ

た。これを通じて建築家は、金日成同志の構想の正当さをより深く体得

し、金日成同志の構想と人民の念願どおりに人民大学習堂を朝鮮式に建

設する決心をかためたのである。

建築創作の指導に集団主義を具現し、建築家の社会教育を強化する

ためには、建築家同盟の役割を高めなければならない。

建築家同盟は、同盟員を党の主体的な建築思想と理論で武装させ、

それをりっぱに実現するためにたたかう、わが国の建築家と建設技術者

の社会組織である。

建築家同盟は、建築家を党の主体的な建築思想と理論で武装させ、

かれらが朝鮮式のチュチェ建築をりっぱに創作するよう積極的に援助す
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べきである。

建築家同盟のもっとも重要な活動は、同盟員にたいする思想教育を

着実におこなうことである。建築家同盟は、同盟員を党の主体的な建築

思想と理論で武装させ、かれらが党の主体的な建築創作方針にもとづい

て創作活動を進めることにより、建築創作の分野にささいな異質的要素

もあらわれないようにすべきである。建築家同盟員に、現在資本主義社

会に流布しているさまざまな建築流派の反動的本質を深く認識させなけ

ればならない。同時に、建築創作活動にあらわれがちな偏向を克服する

ための思想教育を強化しなければならない。

建築家同盟の活動で重要なことは、同盟員の建築的視野を広め、資

質を高めるため、学術発表会、合評会、討論会、講習会、見学、創作経

験発表会、展示会など、さまざまな活動を活発にくりひろげることであ

る。

建築家同盟は全国的な規模で設計の懸賞募集を計画的におこない、

国際的な建築祭典に優秀な作品を出品するなどして、同盟員の創作的意

欲を高めるべきである。また、設計等級別の設計懸賞募集、建築作品コ

ンテストといったものも別個に催して、同盟員の創作的意欲と資質を高

めるべきである。

建築家同盟は、建築創作にたいする社会的関心を高めることにも力

を入れるべきである。勤労者に建築に関する問題でたびたび講演をおこ

ない、出版物に載せたり展示会を催すなどして、建築創作にたいする社

会的関心を高め、建築創作が人民の高い関心のなかで進められるように

しなければならない。

建築家同盟は、国家的に重要な記念碑的建造物の創作が提起された

ときは、必ず設計を懸賞募集し、これに有能な建築家を義務的に参加さ

せるべきである。懸賞募集に出品された建築作品については、広範な勤
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労者の意見を聞くようにすべきである。

同盟員を建築創作に積極的に立ち上がらせることは、建築家同盟の

重要な活動の一つである。建築家同盟は、同盟員のあいだで組織・政治

活動を着実におこない、かれらが建築創作の主人としての高い自覚をも

って創作活動に力強く立ち上がるようにすべきである。

同盟員との活動で重要なことは、かれらが同盟の規約を自覚的に守り、

同盟から分担された任務を誠実に遂行するようにしむけることである。

建築家同盟は同盟の初級団体をしっかりかため、正しく運営しなけ

ればならない。建築家同盟の初級団体は建築家同盟の基層組織であり、

同盟員の創作生活の拠点である。建築家同盟の初級団体をしっかりかた

め、正しく運営してこそ、同盟員の組織・思想生活を強化し、各時期に

示される党の建築創作方針をりっぱに貫徹することができる。

建築家同盟は、建築家の技術実務的資質をさらに高めるための技術

資格等級の査定を正しく掌握し、適正な合意を与えなければならない。

建築家同盟は、国際建築家同盟をはじめ外国の建築家同盟との交流

を活発にして、われわれの主体的な建築思想と理論を広く紹介、宣伝し、

外国のすぐれた建築成果をそのつど取り入れるために努力すべきである。

建築家同盟にたいする党の指導を強化することは、同盟を党にかぎ

りなく忠実な革命的で戦闘的な組織にするための必須の要求である。建

築家同盟にたいする党の指導を強化してこそ、同盟の活動が党の要求ど

おりに進められ、同盟内に党の唯一思想体系を確立することができる。

建築家同盟の活動にたいする党の指導で重要なことは、同盟の幹部陣容

をしっかりかためることである。党組織は、建築家同盟の幹部陣容を党

と領袖にかぎりなく忠実な人でかため、同盟組織の自立性を高めて、同

盟の幹部が課された仕事を能動的に進めるようにすべきである。

建築家同盟は、建築創作にたいする集団指導を強化して建築創作に新
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たな革新をもたらし、建築家を党の建築創作方針の貫徹へと力強く立ち

上がらせることにより、国の建築発展に大いに寄与しなければならない。

３　建築創造活動にたいする党の指導を

強化すべきである

社会主義的・共産主義的建築は、革命と建設に寄与することを基本

的使命とする革命的建築である。

建築創造活動にたいする党の指導とは、党組織が党と領袖の建築思

想と建築方針の貫徹状況を常時把握し、それを実行する積極的な対策を

講じることである。

建築創造活動にたいする党の指導を強化してこそ、建築にたいする

労働者階級の領袖の構想と党の意図をりっぱに実現し、党的で労働者階

級的かつ人民的な建築を創造することができる。

党組織は日ごろから下部に出向いて、党の構想と意図が正しく実行

されているかどうかを調べ、実行されていない場合はその原因をつきと

め、それに応じた積極的な対策を講じるべきである。建築家は、党組織

にしっかり依拠して建築創造活動を進め、党組織の指導と統制を受ける

ため意識的に努力しなければならない。

労働者階級の党は、建築創造活動を掌握し、それにたいする指導と

統制をたえず強化しなければならない。

建築創作活動にたいする党の指導体系を確立すべきである。建築創

作活動において党の指導体系を確立するということは、建築家のあいだ

に党の建築創作方針を無条件に受け入れ、それをあくまで貫徹する革命

的気風をうち立て、党中央の唯一的指導のもとに建築創作活動を進める

ということである。
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建築創作活動において党の指導体系を確立するためには、創作活動

で提起される重要な問題はすべて党中央の唯一的結論にもとづいて解決

し、党中央がいったん結論を下し、手配したことは無条件実行する革命

的気風をうち立てなければならない。

建築創作活動にたいする党の指導を強化するうえで重要なことは、

建築創作部門の幹部と党員の党生活を着実に指導することである。党員

の党生活を着実に指導してこそ、かれらの役割と責任感を高め、建築創

作活動で提起される諸問題をりっぱに解決することができる。

建築創作部門の党員の党生活にたいする指導で力を入れるべき重要

な問題は、かれらのあいだにチュチェの革命的世界観を確立することで

ある。党組織は、建築創作部門の幹部と党員をチュチェの革命観で武装

させる活動に取り組み、かれらが党と革命のために、労働者階級と人民

のために忠実に働くようにしなければならない。

建築創作部門の幹部と党員の党生活にたいする指導で重要なことは、

創作過程であらわれる不健全な要素をそのつど掌握して一掃することで

ある。党組織は、建築家のあいだにあらわれる功名主義、形式主義、芸

術至上主義、模倣主義といった不健全な創作態度をそのつど克服するた

たかいを強力に展開すべきである。

建築創作部門の幹部と建築家の党生活にたいする指導で重要なこと

はまた、党生活を革命課題の遂行と密接に結びつけて、かれらが与えら

れた革命課題を責任をもって遂行するように導くことである。革命課題

の遂行をぬきにした党生活というものはありえず、党生活を強化する目

的は党員が革命課題をりっぱに遂行するように導くことにある。党生活

を革命課題の遂行と密接に結びつけておこなうようにするには、個別的

な対話、党学習、党の任務分担、党生活総括など党生活指導のすべての

要素を革命課題の遂行と密接に結びつけると同時に、党員の党生活も革
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命課題の遂行状況を基準にして評価すべきである。党員が与えられた革

命課題を満足に遂行しなければ、党生活をりっぱにおこなったとはいえ

ず、忠実な党員とはいえない。

建築創作部門の幹部と党員の党生活にたいする指導で重要なことは、

かれらが正しい党組織観念をもって党生活に誠実に参加するように導く

ことである。

建築創作活動にたいする党の指導を着実におこなうためには、党活

動家の活動方法と作風を改善しなければならない。建築創作部門の党活

動家はつねに建築家のなかに入り、かれらが建築作品を創作するのを見

たり、かれらと話し合ったりして、党の方針の貫徹状況と党生活の状況

を調べ、懸案を解決する方途を見いだすべきである。

建築創作部門の党活動家は、高い目標を立てて活動を大胆に展開す

べきである。そうしてこそ、建築家が旺盛な創作意欲と革命的情熱をも

って奮励努力するようになる。建築創作部門の党活動家は、目の前のこ

とにばかりとらわれず、チュチェ建築の発展のための展望課題の遂行に

力を注ぐべきである。

建築創作部門の党活動家は、活動と生活においてつねに謙虚でおお

らかでなければならず、尊大ぶったり権柄ずくにふるまったりしてはな

らない。

建築創作部門の党活動家は、政治・実務水準を高めるためにたえず

努力すべきである。党活動家の政治・実務水準が高くなければ、建築家

との活動を正しくおこなうことができず、革命発展の要求に即して党活

動を発展させていくこともできない。建築創作部門の党活動家は革命的

学習気風をうち立て、金日成同志の著作と党の文献を広く深く学習し、

チュチェの党活動理論と党活動方法を深く体得し、建築分野の科学技術

知識と経済管理知識を身につけるべきである。
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こんにちわが党は、この地に真っ先に人類の理想社会である共産主

義社会を建設し、世界でもっとも文化的で裕福で幸せな生活を営もうと

する人民の崇高な念願を実現することを 高目的としてたたかっている。

わが党のこの 高目的をりっぱに実現するためには、これからより多く

の建設をしなければならない。全国各地に近代的な工場を大々的に建設

してこそ、共産主義の物質的・技術的土台をさらにかためることができ、

住宅や公共建築物、公園、遊園地の建設をひきつづき強力におし進めて

こそ、都市と農村を壮大華麗な住みよい共産主義の楽園に変え、共産主

義社会での人民が求める生活条件をもたらすことができる。

建築創造活動をぬきにしては、社会主義・共産主義建設の成果を期

待することも、人民の物質・文化生活の要求をみたすこともできない。

建築創造活動は、社会主義・共産主義建設の全期間はもとより、この地

に人類が存在するかぎり代を継いで間断なくつづけられ、歳月が流れる

につれていっそう広大な規模で進められる誇らしい事業である。

すべての建築家は、革命と建設が深化し、人民の生活が高まるにつ

れて、建築創造活動の規模が拡大する現実に即して、都市建築、農村建

築、産業建築、公共建築など、建築創造の各分野に新たな革命的一大高

揚をもたらすべきである。

われわれは、金日成同志によって創始された主体的な建築思想と、

わが党の独創的な建築創作理論を確固たる指針として建築創造活動を進

めることにより、チュチェ建築をあくまで固守しなければならない。

すべての建築家は、党と領袖の賢明な指導のもとに、これまで建築

創造分野でおさめた誇らしい成果にもとづいて建築創造活動をさらに強

力に展開することによって、わが国の建築をより高い段階に押し上げ、

金日成同志の主体的な建築思想をりっぱに具現すべきである。
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注　釈

　＊　国際親善展覧館　　世界各国の国家元首と政府、革命組織、チュチェ思想信奉者、社会・政治

活動家と各界の著名人士から金日成主席と金正日総書記に贈られてきた贈物を展示した展覧館。

　　　　チュチェ 87（1998）年 8 月現在、世界 5 大陸の 170 余ヵ国から贈られてきた贈物のうち

5 万 5，000 余点が陳列、保存されている。




