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—国際委員会活動記録—

藤沼　傑（国際委員会）

大会の概要

　1867年以来毎年
開催されているAIA

の全米大会。今回は
第144回目、首都ワ
シントンで開催され
るのは1991年以来
である。会場のウォ
ルター・E・コンベ
ンションセンター
は1874年創立、現
在の建物は21万㎡
と大きな施設で2003年竣工、設計はアトランタのThompson, 

Ventulett, Stainback & Associatesである。
　AIA会員は全米の登録建築家の約半数であり、会員数は約
75,000人。大会は建築展も併設され、毎年1万人以上が参加して
いる。
　今大会でも、セミナーなどCPD対象プログラムが200近くも
企画され、5月17日㈭から19日㈯の3日間、朝6時から夜10時ま
で、ツアー、セミナー、展示、ネットワーキング、ワークショッ
プ、会議等、多彩なプログラムが開催された。

式典及び基調講演

　大会テーマは “Design Connects”。開会式典は朝8時15分か
らで、AIA会長 Jeffery Potter FAIA氏は、建築家という職業に信
念（Belief）を持つこと、デザインによって社会をつなぎ、より良
い生活の場を建築家が実現できる（“Better place by Architect”）と
話した。首都ワシントンの美しい建築群と都市計画が、この首都
ワシントンを世界で最も魅力的な都市にしており、 デザインの力
（“Power of Design”）という信念を持った真の建築家とは、他人の
ために建築する（“true architect build for others”）公的な存在であ
ると強調した。

　このように社会で重要な役割を担っている建築家ではあ
るが、時代の変化に対応するため、建築家の役割を再定義
（Repositioning）する作業を進めていると説明した（詳細は、AIA-

JIA会議の項参照）。
　最初に来賓のVincent Grayワシントン市長が挨拶した。「前回
1991年に開催された時は、首都の空洞化により街が魅力を失っ
ていた。しかし、現在は40以上の再開発プロジェクトが動き、
環境都市宣言もし、人口も増加し始め、全米で最も活気がある街
となっている」と話した。次に、オレゴンで自転車による脱自動
車社会を推進した、Earl Blumenauer氏がスピーチした。
　「社会で良いデザインを実現するためには、政治との連携が必
要である。何故なら、政治はすぐに箱物を作りたがるが、良い社
会を実現するには、デザインをすることが重要であり、作ること
が目的ではない（pencil ready projects not shovel ready projects）。
　良いデザインを社会で実現するためには、建築家は都市計画、
ランドスケープ、エンジニアと連携し、社会にわかりやすくデザ
インを説明する義務があり、建築家は社会のデザインに対する期
待を裏切ってはいけない」と話した。
　基調講演はピューリッツァー賞を2回も受賞しているジャーナ
リストDavid McCullough氏。話の内容は、「首都ワシントンをデ
ザインするため、いかに多くのアメリカ人がパリに渡り、その美
を研究してアメリカに持ち帰ったか。街や建築のデザインが優れ
ていれば、人々はそれだけで散歩したくなり、外出して経済が活
性化するだけではなく、デザインを見ながら散歩するので乗車率
も少なくなり環境に優しく、さらには人々が健康でいられる素晴
らしい都市となる。環境に優しく、健康的な街はデザインが重要
である」と話した。

AIA-JIA会議

　まずは、芦原会長から昨年の震災時のAIA義捐金についてのお
礼およびUIA大会においてAIAの協力支援についてのお礼をした。
　JIAの動向については、震災災害活動、UIA大会、JIA公益法人
移行議決等について報告した。

　AIAの動向に関しては下記報告をAIA会長から受けた。
　AIAは現在全米登録建築家の約半数が加盟しており、
75,000人の会員となっている。会員数を80,000人に引き上

ワシントン、コンベンション会場　エントランスホール

AIAのJ. Potter会長と
芦原JIA会長
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げることを目標に、AIA会員を再定義している。ブランド戦
略のコンサルタントを雇い、AIAは会員にどのような利益を
供与しているのか、AIAは社会でどのように認識されている
のか等を調査し、AIAの新しいブランドをいかに構築するか
討議を始めている。変化が激しい社会の中で建築家の価値を、
市民、コミュニティー、政治家を交えて再定義、再認識する
ことを協議している。かつてAIAはテレビコマーシャルを出
していた。この戦略はAIA活動の中で最も効果的であったと
評価される一方で、その費用負担について問題が出たので今
は実施していない。
　雇用したブランド戦略コンサルタントは既に11,000人に
ヒアリングを実施した。建築家の55％は報酬が少ないと感
じている。建物を建てようと考えている人で建築家を雇用し
ている人は35％。実際に建築家を雇用した経験がある人は
21％であるが、そのうち74％が非常に満足しており、58％
の人が他人に建築家を雇用することを推奨すると回答した。
　このような調査に基づき、2015年までに建築家の役割を再
定義し、AIAの新たなブランド力を確立する。

　JIAは現在若手の育成に努めているが、AIAの若手育成につい
て概要を聞いた。AIAでは経験数10年以下の若手建築家を準会
員とし、彼らを対象にした若手支援特別委員会を設置している。
準会員数は約15,000人。さらに、建築学科連合会（ACSA）や建築
学科学生連合会（AIAS）とも連携し、建築家になるための各種支
援を実施している。AIASには建築学科学生の約26％に該当する
約7,000人の学生が加盟している。会費は年間47ドル。正確な
統計はないが、AIAS会員の学生の約半数が、その後AIA会員に

なっている。
　次に、アメリカにおける IPD、BIMの概況を聞いた。既に
30～50％の事務所がBIMを導入している。IPDについても既
に13％の事務所が IPD手法を採用した経験がある。IPD手法の
優位性について今後さらに発注者に対して啓蒙活動をしていく。
Design Build、IPD等の新しい発注形態により、建築家の立場を
どうするか、AIAでも意見が二分している。従来どおり、建築家
は建設プロジェクトの頂点にいるべきだという主張と、平等な立
場でコラボレーションを進めるべきという意見とに分かれている。
しかし、学生や若い人の意見は圧倒的にコラボレーション支持と
なっている。
　JIA-AIAとの情報交換を強化するため、下記事項に合意した。
・ 災害対策に関する情報交換の促進（担当者は JIA：岡部則之、

AIA: Rachel Minnery）
・ BIM-IPDに関する情報交換の促進。（担当者は JIA：藤沼　傑、

AIA: Markku Allison）
・ その他一般情報交換を2ヵ月に1回程度ビデオ会議などで
実施する。（担当者は JIA：赤堀忍国際委員長、AIA: Cynthia 

Sanford）

各国建築家協会会長フォーラム
（International President Forum）

　今大会では　EU建築家連合会長、ARCASIA会長、オースト
ラリア建築家協会会長、コスタリカ建築家協会会長、メキシコ建
築家協会会長、UIA会長、JIA会長、韓国建築家協会会長、パン・
アメリカン建築家協会会長、カナダ建築家協会会長、英国建築家
協会会長が集まり、各国における建築家の状況を報告した。

　建築家に対する社会的認識の向上、都市における良いデザイン
の重要性、コラボレーションの重要性、持続的社会における建築
の重要性等が、各国・地域における建築および建築家の共通の課
題となっている。
　ヨーロッパでは都市デザインの品質を上げることがいかに
重要であるかを都市政策の意思決定権者に啓蒙するため15

の戦略を立てている。どのような発注方法ならば良いデザ
インが実現できるかの事例集を構築している。「福祉の充実
は評価できるが、人々の幸福度は数値化が難しい。しかし、

AIA参加者

JIA参加者

AIA-JIA会議

各国各地域の建築家協
会会長が状況報告
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建築の品質は人々の生活の品質と直結している。（Quality of 

architecture is quality of life）」（UIA会長）
　「小さな建築でも、全ての建築が都市の構成要素である。
小さな建物でもデザインが悪いと、がん細胞のように都市に
広がる。だから、全ての人により良い建築、より良い街を作
らなければならない。」（コスタリカ会長）
　「建築家の社会的地位を向上させ、各経済委員会との折衝を
増やさなければならない。（Raise the profile of architecture 

and become closer to economy of communities）」（カナ
ダ会長）
　「政治家は短期のことしか考えていない。この20年間世の
中は短期利益の追求という間違った方向に突き進んできた。
持続的で幸福な社会を実現するには都市を構成する建造環境
を向上させなければならない。（Raise awareness for better 

built environment）」（RIBA会長）
　「デザインは人々を結ぶ力があるが、箱物は人々を孤立さ
せる。（Design connects but building isolates）」（NCARB会長）
これらの発言が相次いだ。

　建築家の社会的地位を向上させるためには、なにより教育・啓
蒙活動が重要で、そのために各国間の情報共有をより一層促進す
ることが合意された。ARCASIAはヨーロッパ、アフリカ、ロシ
アと会議を開き、情報交流を積極的に進めている。また、メキシ
コは積極的に南北アメリカ交流の要として役割を推進している。
　建築家の国際活動に対する支援協力について、韓国がヨーロッ
パとアメリカとFTA協定を結ぶため積極的に動いている。2年以
内に、韓国はヨーロッパとアメリカと、建築家の資格を相互認証
する協議を始めており、今大会でも、NCARBと協議したという。
この協議では、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコさらに中国が
建築家の資格相互認証を進めている。
　カナダでは、海外の建築家を広く認証する検討が進められてい
る。既に、西海岸のブリティッシュコロンビア州では、7年以上
の経験を持っている外国人建築家を登録建築家として認証する制
度が施行されており、他州でも同様の制度制定が検討されている。
　しかし、建築は土着のものなので、実際には国際化は難しいと
も感じた。英国でもRIBA会員の10％程度しか国外の経験を持っ
ていない。RIBA会員の約9割は社員数人のマイクロ企業であり、
国際化に対応するのが難しいという。他方、EUは建設プロジェ
クトの調達手法を大きく変えているため、英国でも建築家の国際

化が急務であるという。
　JIA芦原会長は、災害時における建築家の役割を議題に上げた。
災害時に建築家が活躍するためには、日常のコミュニティー活動
を通した市民との信頼関係を築いておく必要がある。同時に災害
はどこでいつ発生するかわからないので、すぐに情報共有できる
世界的なネットワークを構築したいと発言し、全員の賛同を得た。
　最後にAIA会長が次のように総括した。リーマンショックおよ
びユーロ危機により、ここ数年は景気が後退していたが、景気回
復の兆しが既に出ている。2015年には再び建設ブームとなるだろ
う。課題はその時、何を建てていくか。今までと同じ建物ではな
く、新しい価値観、持続可能な建設が必要である。そのためには、
建築家の役割を明示し、建設の各ステークホルダーとの会話を拡
張し、この世界的な課題に対して建築主との有効な協議を進めて
いかなければならない。2030 Challenge (2030年までに全ての建物
をカーボン・ニュートラル、二酸化炭素を排出しない建物にすること )

を実現するため、社会を啓蒙し、法規制を改正し、幸福な社会を
目指す。今後の10年間はそのような社会を実現するための設計
期間、デザイン10年（decade of design）となる。

建築展

　大会と同時に開催された建築展は500社以上が出展し、各種
セミナーも開催された。日系メーカーでは、TOTO、スガツネ、
YKK、三菱電機系2社、三菱化学、ニチハ、パナソニックが出展
していた。中国や韓国のメーカーも2～3社出展していたが、全
体として国際色はなく、建材はやはり現地産業が圧倒的多数を占
めている。

IPD、BIM 関連

　IPD、BIM関連は2つのセミナーに出席した。これらの動向は
建設 ITジャーナリストの家入龍太氏が詳しくレポートしている。
IPDの先端的事例として、BECK社が紹介された。BECK社は建
設会社と設計事務所とが対等合併した会社で、IPDを最も効率的

建築展
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に実現していると発表していたが、日本の普通の工務店やゼネコ
ンが設計施工で建設プロジェクトを請け負っているのと本質的な
違いは感じられなかった。
　米国でも日本のような設計施工会社が IPDという名目で増えて
いくことに危機感を感じないかとAIA会員に質問した。AIA会員
が携わっている建設プロジェクトの6割以上は従来どおりの設計
と施工を分離したDesign Bid Buildであり、CMや IPDはまだま
だ少数派で、このような多様な発注形態が出てくるのは良いこと
だとAIA会員は回答した。日本のように民間工事の圧倒的多数が
設計施工であるという状況とは、IPDに対する認識が全く異なっ
ていることを実感した。
　BIMアワードは、フランク・O. ゲーリーが設計したパリのル
イ・ヴィトンビル。カティア（航空機を設計するために開発された
ソフトでその後自動車の設計に広く使用されている）をベースとした
「デジタル・デザイン」というゲーリーが開発したBIMソフトの
他、現在使用できるほとんどのソフトを駆使したようだ。また、
標準ソフトだけではなく、それぞれのソフトをかなりカスタマイ
ズしており、新たに開発したスクリプト（プログラム）は200以上
という。基本設計に4～5年、実施設計に2年、工事に4年を費
やし、施工段階までの図面作成に延べ400人以上が携わったとい
う。これだけの時間と人を投入すれば、何でもできるだろうとい
うのが正直な感想である。賞の司会者は、今後はこのようなビッ
グプロジェクトでのBIM活用成果をいかに小規模プロジェクト
で展開するかが課題であると言っていた。ただし、小規模プロ
ジェクトとはGSAの定義によれば、28mUSドル（約21億円）以下
である。会場からの質問では、優れた環境性能を持つ建物を設計
したいが、小規模（21億円以下）のプロジェクトで、採算的に採
用できる良いBIMソフトや環境性能シミュレーションソフトが
市場にないものだろうかと聞いていた。

コミュニティー災害支援活動（R/UDAT）

　建築家は今後コミュニティーとの連携を強化しなければなら
ないとAIA会長は発言していた。しかし、コミュニティーを扱っ
たセミナーは少なかった。コミュニティー支援活動の先駆的事
例であるAIA Regional and Urban Design Assistance TeamのR/

UDAT45周年セミナーが開催されていたので参加した。Chuck 

Davis, Charles Redmon, Ronald A. Straka, James Christopherら
が1967年から始めたプログラムで、災害で破壊された街や、産
業が衰退した街からの要請を受けて、街づくりの専門家を派遣し、
4日間の市民とのワークショップにより、復興計画をその街に提
案するプログラムである。派遣する専門家は建築家の他にランド
スケープ、交通インフラ、植栽など多彩な専門家で構成される。
基本的に4日間のワークショップは実費以外は全てボランティア
である。4日間の集中的ワークショップで必ず提案をまとめるこ
とにしている。
　このプログラムを始めて約10年経過した時、実際の成果につ

いて調査したところ、3分の2の街はその後の復興計画に何らか
の形で提案内容を反映したが、3分の1の街では提案内容は全く
無視されていることがわかった。それ以後、街から活動要請を受
けても、その街の決定権者がどの程度イニシアチブを発揮してい
るか、街づくりに向けての提案タイミングは適切かをより慎重に
判断するようにした。
　アメリカ国内で多くの成功事例が出た後、海外にも活動を展開
している。しかし、カナダのようにボランティアでも設計責任が
問われるような社会では、なかなか思い切った提案ができず、成
功しなかったこともあったようである。
　このような優れたコミュニティー活動ではあるが、残念なのは、
活動している人々の高齢化により、この45周年でもって活動を
停止する状況になっているという。会場からは若い人の参加を促
進して活動を継続すべきだという発言もあったが、AIA本部の認
識や支援も少なく、このままではこのプログラムは無くなる可能
性が強いということであった。セミナー後、スピーカーとも会話
したが、高齢化のため、諦めムードが強かった。

名誉会員授与

　AIAフェロー会員とその招待者のみが参加できるレセプション
の前に、芦原会長から、AIA前会長Clark D. Manus, FAIA及び
AIA前々会長George H. Miller, FAIAに、JIA名誉会員を授与した。
その後、芦原会長とAIAフェローの太田隆信ご夫妻、ARCASIA

会長国広ジョージ氏がレセプションに参加した。

AIA大会をふりかえって

　建築家の業務環境は厳しい。より厳しくなる設計業務環境の背
景には、日本国内の高齢化や不景気など解決困難な要因があるた
め、閉塞感をさらに感じてしまう。しかし、このような海外の建
築家大会に参加すると、建築家の課題は世界共通であり、世界中
の建築家が同じような問題に対して戦っていることを改めて実感
する。
　“We are not alone.”と隣のアイルランド人建築家と話した。経
済成長の限界を超え、楽しく明るい未来を築いていくのは、建築
家のデザイン力であるという信念を持ち続けたいと思う。

AIA前会長Manus氏と
芦原会長
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