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関わってくださった皆さまに感謝

　このたび JIAでは、アジアの21の国と地域が加盟するアルカジ
ア（アジア建築家評議会）の大会を主催者として開催することが
できました。想定を超える登録参加者をアジア各国、日本および
アメリカ、EUなどからお迎えして、全プログラムを成功裡に終
えることができました。
　これもひとえに、国土交通省、東京都、各建築系団体などのご
後援、建築関連の各企業や団体のご協賛、会場となった明治大学
のご厚意、そして何よりも JIAの多くの会員の皆さまのご支援や
ご寄付の賜物であり、心からの感謝を申し上げます。
　とりわけ、何年もの間、誘致活動から始まって、複雑多岐な準
備活動に熱意をもって取り組んでくださったベテランから若手まで、
多くの会員の皆様で構成された準備委員会と組織委員会、そして
JIA事務局スタッフの皆様に、心からの慰労と感謝を申し上げます。

アルカジア大会から JIA建築家大会まで一連の流れ

　JIAではこのたびの大会を通じて、アジアの建築家たちと日本
の建築家たちの接触の機会をなるべく増やすべきと考え、週初か
ら始まるアルカジア大会と週末に行われる JIA建築家大会を統一
テーマのもと、同会場で一連の流れとして一体的に企画しました。
　アルカジア大会の初めの3日間はアルカジア役員会、各国協会
の会長による会議やテーマ別委員会などの会議に終始しました。
　4日目と5日目がテーマに基づく基調講演やシンポジウムが行
われる大会の本番です。そしてこの部分を JIA建築家大会登録参
加者が重ねて参加できるようにして、アルカジア大会では5日目
にあたる金曜日に本格的に行われる JIA建築家大会に切れ目なく
つながるようにしました。続けてプログラムに参加された方々に
は従来ないような多様で多彩な考えに触れる機会を提供できたと
考えています。

会議で注目したことは

　アルカジアの会長会議での注目すべき協議項目は、アジア地域
の未加盟国の扱い、次期開催地、5つの委員会（職能、社会的責
任、グリーン＆サステイナブル、教育、次世代）に追加を考える
か、などでした。
　一方、アルカジア加盟エリアとほぼ重なるために併催された
UIAのRegionⅣの会議でヴォニエ会長が、次のUIAリオデジャ
ネイロ大会の前年、2019年6月頃にバクーで大会に準じるUIA

フォーラムを開催予定としたことは意外でした。バクーは非常に
経済的に勢いのある都市ですが、2023年大会誘致ではコペンハー
ゲンに敗れています。そのほか、建築法・調達ガイドライン・建
築政策などのモデルづくりを推進する意思を表明しました。UIA

の職能委員会が議論のベースになるものと思われます。

イベントで注目したことは

　大会中の基調講演やシンポジウムは日本、アジア、欧米からの
ゲストをバランスよく配して、テーマに沿いつつ多様で充実した
内容だったと思います。大会直前に90歳になられた槇文彦氏に
は講演のほかアルカジア賞授賞式にもご出席いただくことができ、
海外からのゲストがレジェンドとのツーショットに長い列を作り
ました。
　大会イベントのうち、国立新美術館で開催した「デザイントー
ク」は、内容でも形式でも、今後の私たちの明るい可能性と方向
を示唆する熱気に満ちたものでした。クライン ダイサム アーキ
テクツ司会で、若手の田根剛や小堀哲夫から始まってアジア各国
の若者たちが続き、最後に伊東豊雄と妹島和世の各氏が締める、
しかも各人20スライドを各20秒で語る、コンパクトできわめて
テンポのいいものでした。
　知名度上昇中のアルカジア賞は、審査に残った候補者がすべて
招待され、授賞式で初めてどの賞になるかが発表されるという、
アカデミー賞発表に近い手法で興奮度を高めていました。住宅か
ら大きいものまで複数のカテゴリーがあるので、今後より多くの
JIA会員が応募されるよう強くお勧めします。

JIA建築家大会で注目したことは

　いつもながら、充実した各全国会議に加えて、今年はアルカジ
ア大会とテーマを合わせた基調講演とシンポジウムが行われたこ
とが大きな特徴でした。
　また、実施に移される公共施設のコンペの最終審査を大会中に
完全公開で行えたことは特筆に値します。しかも応募資格を緩和
して実績の乏しい若手や個人にも参加の機会が与えられたことは
画期的です。竣工まで JIAがアドバイザーの役割を果たせること
も大きなことです。理解のある自治体発注者との密接な協議が
あってこそ実現したことであり、関係された方々に心からの敬意
を表します。超多忙な友人も、公開審査はワクワクして思わず時
間の経つのも忘れて最後まで聴きいったと語っていました。今後
毎年の JIA建築家大会で試行が重ねられて根付いていくことを期
待します。
　アルカジア大会も含めた中味の濃い1週間の締めくくりは、近
未来特別委員会の中間報告を兼ねた若手シンポジウムでした。
データや確実な現状分析に基づきつつ、日本における建築家の近
未来、そして JIAの近未来像について、豊かな発想も交えた充実
した議論を行っているという印象を受けました。最終報告が待た
れます。
　なお、JIAとしての国際交流活動や国際大会開催についての意
味などについての考察は近々別稿にて行う予定です。

アルカジア東京大会2018と JIA建築家大会2018東京を終えて

公益社団法人日本建築家協会会長　六鹿正治
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大会を振り返って

大会の特徴
　アルカジア東京大会2018（ACA18 TOKYO）開催にあたり目指し
たことの1つは、「日本の建築力」を東京にやって来るアジアの都
市や建築の専門家たちに提示することです。実際の都市や建築を
見て体感することに加え、大会の各プログラムが参加者にとって
間接的なガイドとなるように、4つのテーマセッションの構成を
組み立てました。「建築」、「都市」、「技術」、「SDGs」と議論が進む中
で、日本の事例と特徴や考え方、そして未来に向けた全世界的な
目標を共有しつつ、参加者の視線が具体例としての都市東京や日
本の建築に向かうことを企図しました。森美術館による「建築の
日本展」の開催期間を本大会の会期に合わせて延長してくださっ
たことは、「日本の建築」理解の大きな助けになりました。
　もう1つはアジアからのゲストと日本の専門家たちとの間で、
相互に有益な交流の機会をつくることです。アルカジアは建築家
の大会ではありますが、「日本の建築力」の提示のためには発注者、
施工者、建材供給者等との協働が不可欠であると考え、協賛・寄
付企業の協力を仰ぎ「建築未来展」を企画しました。JIA支部の
協力も得て全国の正会員の作品も展示し、特徴ある日本の建築設
計力を広範に提示することができました。
　アルカジア大会には参加者の交流を目的とした社交イベント
の付帯がルールとなっていますが、東京大会では行政、関係団
体、「建築未来展」への出展者の方々もお呼びする幅広い学びと交
流のイベントとして、国立新美術館での「Design Talk」を企画し
ました。アジアの若い建築家のペチャクチャフォーマットによる
プレゼンテーションと日本のスーパースター伊東豊雄さん妹島和
世さんの対談が、クライン ダイサム アーキテクツの司会により、
日本でも前例のないクールなトークショーに仕上がりました。ま

大会名称：�アルカジア東京大会2018

  ACA18 TOKYO (18th Asian Congress of Architects)

大会テーマ：Simplicity | Multiplicity

開催期間：�2018年9月10日㈪～14日㈮
開催会場：  明治大学駿河台キャンパス内アカデミーコモン、
  中野キャンパス、他
イベント： テーマセッション1～4（基調講演Ⅰ～Ⅲを含む）、学生

ジャンボリー、アルカジア建築賞授賞式、受賞作品展示、
各種テーマ展示、展示会「建築未来展」、建築･都市見学
ツアー、アルカジア理事会・委員会、UIAリージョンⅣ
会議、シンポジウム

参加者数：  854人（うち外国人約647名（登録者734名）、日本人207 

名）（建築展、協賛･寄付企業の関係者等を含むと1,000人
程度）

  アルカジアに加盟する21の全協会が参加
予算規模：�約1.3億円
主　　催：�公益社団法人日本建築家協会
特別協力：�東京都、明治大学
後　　援：  国土交通省、一般社団法人日本建築学会、公益社団

法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築士
事務所協会連合会、一般社団法人建設業連合会

協　　賛：�2団体、37社　
寄　　付：�4団体、22社
公式サイト：www.aca18.tokyo

た、このアトリウムでの実施により、このイベントは「ユニーク
ベニュー」事業として東京都の助成を受けることができました。
ポストACA18 TOKYO
　UIA2011東京を経験した後の JIAにとって、本大会は将来に向
けた具体的な方針を展開させる機会とすべきと考え、開催準備を
行ってきました。UIA2011組織委員会が発展して組成された JSB

による「ポストUIA活動」の1つであったアジア諸国を巡る「建
築展」が、今回東京で「建築未来展」としてまとまったことは未
来に向けた1つの成果です。またこの2年間アルカジアの5つの
委員会に委員を派遣してきたことは今回の大会開催の基礎となり、
これからアルカジアとのより緊密なコミットメントを進める一歩
となりました。
　気候や風土、文化面において多くを共有するアジアの各国と日
本の間には、双方向の協力や協働の可能性が多く潜んでいます。
アルカジア東京大会2018が加盟団体のみならず全ての参加者に
とって、今後のより積極的な国際活動や海外展開のきっかけとな
ることを願っています。

　最後に、開催期間も長く密度も濃いこの大会開催は多くの資
金を必要としました。これを支えてくださった数多くの協賛企業、
寄付をいただいた団体・企業、会場を提供してくださった明治大学、
他関係者のみなさまのおかげで安心して本大会を実現することが
できたことに御礼を申し上げます。また、準備期間中から会期終
了に至るまでの準備委員会メンバー全員の熱い取り組みと、事務
局の献身的なサポートに、委員長として心から感謝いたします。

（高階澄人建築事務所）

アルカジア東京大会2018（ACA18 TOKYO）

SIMPLICITY  MULTIPLICITY
2018.9.10～ 9.14

大会概要

実行委員長あいさつ

アルカジア東京大会2018特別委員会委員長　高階澄人

理事会前の
記念撮影

Photo: K
ei Tanaka
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アルカジア東京大会2018（ACA18 TOKYO）

第39回アルカジア理事会

　アルカジア東京大会2018／ ACA18 TOKYOに先行し、第39

回アルカジア理事会が開催されました。

出席：アルカジア執行部役員15名、各協会代表団40名（2名／協
会、ブータンのみ欠席）、アルカジア協定締結団体来賓、オ
ブザーバー（2～4名／協会）

0. 写真撮影　9：00〜9：15
 アルカジア執行部役員および各協会代表団、来賓等関係者全員
の記念写真撮影

1. 理事会開会式典　9：15〜9：30
 アルカジア執行部および各協会代表団が各国・地域学生を旗手
として議場に入場行進。伴奏は高畠一郎グループによる尺八と
琴三重奏

2. 開会宣言・挨拶
 アルカジア会長、JIA会長、来賓者（UIA、AIA／アメリカ、

CAA／英国、V4AF／ハンガリー、AUA／アフリカ代表）
3. 理事会　
 今回の理事会では以下の項目について報告、協議、決議された。
・前回カトマンズでの理事会議事録確認
・今年度財務報告
・会長およびゾーンA, B, Cの各副会長の年次報告
・加盟国および地域ごとの年次報告（カントリーレポート）

・ 会規則・規約類の更
新、他会との協定更
新（AUA／アフリカ
との2回目の更新）等

・ アルカジア建築賞
2017の結果報告

・ 前 回Forum19（2017

年、ジャイプール）と
理事会（2017年、カトマンズ）の実施概要報告

・ 次回Forum20（2019年、バングラデシュ）の開催準備進捗報告
（開催地をダッカからコックスバザールに変更することを検討中）
・ 次回ACA19（2020年）開催立候補協会のプレゼンテーション
（ASC／中国のみの立候補により上海に決定）
・ 5つの常置委員会（職能、社会的責任、グリーン＆サステイナブ
ル、教育、次世代）の委員会報告

・ フェローシップ会議報告
・ 次期会長Rita Soh氏（SIA／シンガポール）の所信表明
・ 今回理事会審議決定事項のレビュー
・ 次期フェローシップ会議チェアーの選挙Qazi Arif氏（IAB／
バングラデシュ）がCHEN Marvin氏（HKIA／香港）を破った

・ ゾーンA, B, C副会長の選出（各候補者1名につき選挙無し）
　 そ れ ぞ れLalichan Zacharias氏（IIA／ イ ン ド）, Saifuddin 

Ahmed氏（PAM／マレーシア）, WU Jiang氏（ASC／中国）から
の立候補者で決定 

会場：明治大学アカデミーコモン2階 ビクトリーフロア　日時：9月11日㈫ 9：30 〜 17：00、12日㈬ 9：00 〜 17：00

高階澄人

学生や実務者のために
国際通用性の向上を考える

　9月10日に明治大学建築学科とACAE（ARCASIA建築教育委員
会）との共催でシンポジウム「建築教育と実務におけるモビリティ
の新たな潮流」を開催した。一般へも公開し、ACAEメンバーも
含めて約35名の参加を得て実施された。
　グローバル化の進展に伴い、国境を超えた価値やルールを重視
する潮流の中で、建築教育や実務の分野でも、学生や実務者のモ
ビリティを高める国際通用性の向上が重要テーマとなっている。
ARCASIA加盟の21か国でも、大学等が国際化の取り組みを進め
ており、EMI（教育媒介言語としての英語）が大事な役割を果たし
ている。教育の国際化は、単位付与と実施場所により3タイプに

大別されるが、それらの
得失を前提に、インター
ンシップやPBL活動等
を組み合わせて、効果
的に提供する必要があ
るだろう。
　本シンポジウムでは、

小林正美（明治大学）の挨
拶に続いて、モデレー
ターの田中友章（同上）か
ら趣旨説明を行ったのち、
パネリストのSantiago 

Porras Alvarez（高麗大学）、
Hanh Hong Vu（ホーチミ
ン市建築大学）、Nuno Soares（セント・ジョセフ大学）から各校での
取り組みが発表された。主要言語が英語でない各大学で国際化を
進めるために、英語による授業の増強、短・中・長期プログラム
の開発、学生や教職員の交流、海外大学の学位課程との接合など
さまざまな取り組みが行われていることが紹介された。一方で、
その発展途上では、限られた教育資源の有効活用や次代を担う教
員研修が重要との指摘がなされた。
　コメンテーターの柳澤要（千葉大学）からは総括的な問いが提示
され、フロアに開いてディスカッションがなされた。進度の異な
る大学間で交流を進め、ロールモデルや先導的事例を共有する意
義や多国間のプラットフォーム形成と協働の重要性が確認された。
限られた時間だったが、乗り越えるべき課題とその先につながる
未来を認識する貴重な機会となった。 （明治大学教授）

ACAEシンポジウム「建築教育と実務におけるモビリティの新たな潮流」
会場：明治大学駿河台キャンパス12号館 New Education Laboratory　日時：9月10日㈪  15：00 〜 17：00

田中友章

理事会風景

Photo: Kei Tanaka
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アルカジア東京大会2018（ACA18 TOKYO）

日本の「建築の総合力」を
アジアに向けて提示

　アジア各国の建築家・建築関係者が集う本大会のイベントのひ
とつとして、「建築未来展 “FUTURE | ARCHITECTURE”」が開
催されました。設計・建設・建材関係の企業に加え発注者企業の
出展もかない、日本の建築産業界の高い「建築の総合力」をアジ
ア各国の専門家やクライアント候補に直接提示する機会が実現し
ました。
　初日にはオープニング
セレモニーが催され、JIA

会長挨拶の後、アルカジ
ア会長・JIA会長・大会
委員長によるテープカッ
トとともに賑やかに開場
しました。コーヒーやソ
ファーなどのくつろぐ場の提供も試み、飲み物を片手に観覧した
り座りながら談笑したりと、会場に立ち寄り滞留し交流を促す仕
掛けも功を奏しました。
　出展者は、出展を希望した協賛企業22社（デベロッパー、大手

建設会社、建材メーカー等）
と寄付企業10社（組織設計
事務所等）、および JIA各
支部から推薦を受けた JIA

正会員38名という、日本
建築界の各分野における
トップランナーたちが揃
いました。建築や都市の形成に携わる多様な分野の専門力とそれ
らの連携や協働をコンパクトに示したこの展示会は、アジア各国
の来場者から好評を博しました。また、アジア各国に向けた展示
を主軸に置きつつも、出展各企業の多彩な思想やビジョンが一堂
に会していることで、出展者にとっても良い刺激を受ける機会と
なりました。
　来場者はアジア各国からのACA18 TOKYO参加者に加え JIA

建築家大会参加者も多く、会場では出展者の情報発信にとどまる
ことなく積極的に国際交流が深められました。視野の拡大と深化
は想像に難くなく、この「建築未来展」と同様なイベントが今後
も継続し、クロスコラボレーションやビジネスマッチングへの展
開のきっかけとなれば、日本とアジアの建築界の潮流にもたらす
波及は決して小さくないでしょう。 （安井建築設計事務所）

開会式

建築未来展 “FUTURE | ARCHITECTURE”
会場：明治大学アカデミーコモン2階 ビクトリーフロア　日にち：9月13日㈭、14日㈮

中村敏子

　先行したアルカジアの各委員会と理事会が終了し、大会4日目
となる9月14日の9時から、明治大学アカデミーホールにてアル
カジア東京大会2018開会式が行われました。
　映像作家、髙田弘隆氏のハイフレームレート撮影により東京を
表現する独特の動画が口切りとなり、柏木展子さんの司会で開会
式が始まりました。
　冒頭の主催者挨拶として
六鹿正治 JIA会長は、東京が
2020年のオリンピック･パ
ラリンピック大会に向けて
大きな変化の過程にあるこ
と、今年が明治150年の節目
であることから本大会は国土
交通省の後援も得ていること、今大会は人と自然の未来を考える
大切な機会であると同時に、未来への希望であるとして、歓迎の
意を示しました。
　続いてジャハンギール・カーン アルカジア会長は、「世界中に
はさまざまな言語・文化・生活といったペルソナがあるが、毎
年のアルカジア大会では「建築」を共通言語として集まっている。
同時に物事へのアプローチにはさまざまな視点があることも認識
すべきであり、そのような意識とともに今回のテーマ“Simplicity 

| Multiplicity”に沿って議論を進めていきたい」、と開会に向けて

の期待を述べられました。
　公務にて出席が叶わなかっ
た石井啓一国土交通省大臣の
代理として、石田優国土交
通省住宅局長がメッセージを
代読されました。東京と京都、
大臣の出身地である水戸を例
に挙げ、「日本という1つの文化圏であっても、地域ごとの独自性が
あることが都市文化であり、今回の大会参加者が都市の多様性を
実際に体感し、議論がなされることを歓迎する」、との内容でした。
　東京都の佐藤信夫住宅整備局長からは、東京都の防災や環境に
対する施策の紹介に続き、「2020年に向けての各種都市整備にお
ける建築界の協力を求めたい」、という内容の祝辞をいただきま
した。
　今回の会場を提供してくださった明治大学の土屋恵一郎学長か
らは、「21世紀の成長の場所であるアジアにおいて、過去の失敗
を繰り返すことなく自然との共生を基盤とした新しい文明のデザ
インをすることがこれから人類の責務である。人工知能の時代に
天然知能により世界をデザインしていくのが建築家であり、今大
会が「自然とともにある新しい建築の宣言の場」となることを期
待する」、との温かくも専門家としての自覚を促されるエールを
送られました。
　最後に明治大学応援団とチアリーダーによる賑やかなパフォー
マンスが開会式を締めくくりました。 

会場：明治大学アカデミーコモン アカデミーホール　日時：9月13日㈭  9：00 〜 9：45

高階澄人
Photo: Koji Uchida

Photo: Koji Uchida

Photo: Koji Uchida

Photo: Koji Uchida

六鹿会長による開会挨拶

開会式登壇者の方々
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個性豊かな建築家たちの
設計思想を垣間見る

　ACA18の4日目と5日目には本大会のテーマである Simplicity 

| Multiplicity を掘り下げた3つの基調講演と4つのテーマプレゼ
ンテーションからなるシンポジウム（テーマセッション）を開催し
ました。最初のテーマセッションはSimplicity | Designをお題に
した建築デザインに関するもので、BIGのパートナーであるKai-

Uwe Bergman氏による基調講演とアルカジアの3人の建築家によ
るテーマプレゼンテーションです。
基調講演1
　BIGはご存知の通りデンマーク
出身のBjarke Ingels氏が創設した
設計事務所で、今ではコペンハー
ゲン、ニューヨーク、ロンドンの
3か所に事務所を構え、17名のパー
トナー、所員230人により運営さ
れており、建築設計のみならず、
ランドスケープ、インテリア、プロダクトデザインも行っている
組織です。Bergman氏はニューヨークを拠点とし、BIGのビジネ
スデベロップメントとコミュニケーションを担当されています。
　Bergman氏の講演はBIGの活動内容を紹介するもので、スケー
ル（面積）により分類された下記17の代表作品のプレゼンテー
ションが行われました。
15㎡　ニューヨーク郊外の森の中に建つキャビン。自然との接
点をテーマにした最小限の住空間。

700㎡　一般の大学寮に比べ工事費1／2、工期1／3の海上コン
テナハウス。コペンハーゲンの学生寮不足のソリューションと
して計画された。

900㎡　WEWORKが新しく作るWEGROWという保育施設。
WEWORKに併設される。

1,300㎡　コペンハーゲンのレストランNOMA。ビレッジがコ
ンセプト。

1,400㎡　ノルウェーの美術館の増築。敷地内に散在する屋外展
示をつなぐブリッジ状のギャラリー。

2,500㎡　コペンハーゲン郊外の高校での体育館増築プロジェク
ト。校庭を残すために地下化した建築。

7,000㎡　公営住宅。天井を高くすることで広さ感を獲得。
12,000㎡　レゴハウス。屋上をパブリックスペースとして市民
に開放。ブロックを連結させたメガアーチ建築でもある。

60,000㎡　バンクーバーハウスという複合再開発プロジェクト。セッ
トバックと日影規制をクリアしたカナダ版逆日影建築で容積最大
化が図られている。インゲルス氏によるビデオプレゼンテーション。

77,000㎡　Coutrscraper̶超高層でありながら中庭というコミュ
ニティーを併せ持つハイブリッド共同住宅。

96,000㎡　深圳のガス会社の本社ビル。30％の冷房負荷軽減を
達成したジグザグ状の外皮が特徴的。

265,000㎡　NYのハイラインの終点に建つオフィスで屋内外の
公共空間としてタワー外周部にハイラインが上昇していく。

360,000㎡　グーグル本社。クラスター状のさまざまな活動空
間を大屋根で覆う。トーマス・ヘザウィックとの協働。

410,000㎡　コペンハーゲンの発電所。山に見立てられた建築
は屋上をスキー場としてパブリックに開放。

100万㎡　マンハッタンをハリケーンの高潮被害から守る防潮壁
プロジェクト。巨大な壁をいかに公園化するかがカギ。

1億㎡　アブダビとドバイを結ぶハイパーループという超高速交
通システム。なんと時速800キロ。

宇宙　火星の植民地計画の研究プロジェクト。ドバイがスポンサー。
　このプレゼンテーションでは、彼らが革新的なアイデアで社会
に変化をもたらしたいという強い意図をもっていることが伝わっ
てきました。これは建築設計を主体にランドスケープ、インテリ
ア、プロダクト、さらにインフラへとデザインの対象を拡大して
いることからも頷けます。聴衆であるアジアの建築家に大きなイ
ンスピレーションが与えられたことと思います。
テーマプレゼンテーション1
　基調講演に続いてアルカジアの3地域を代表する建築家による
プレゼンテーションが行われました。Zone Aからはバングラデ
シュのRafiq Azam氏、Zone BからはマレーシアのEleena Jamil氏、
そしてZone Cからは日本の手塚貴晴氏に登壇いただき、各氏の
作品と設計思想のプレゼンテーションをしていただきました。
　手塚氏は一連の保育施設の作品と最新作の富岡のプロジェクト
を紹介。建築は人間の活動によって規定されるものであり、その
普遍性を求めていきたいと、デザインに対する姿勢を語っていた
だきました。2番手のAzam氏は、塀をなくし開かれた公共空間
を生むプロジェクトやスラム化し壁で閉ざされ荒廃した都市公園
を再建するプロジェクトの紹介を通して建築家の社会責任を訴え
ました。最後に登壇いただいた Jamil氏はクアラルンプールで所
員10名の設計事務所を主宰し、マレーシアの伝統的な木組みや
竹を構造材として使った作品を紹介いただき、地域に根差したサ
ステイナブルな建築を推進していることを語っていただきました。
　個性豊かな4名の建築家の設計行為のベースになっているもの
を垣間見ることができたのではないかと思います。 （日建設計）

テーマセッション1「SIMPLICITY | DESIGN」

会場：明治大学アカデミーコモン アカデミーホール　日時：9月13日㈭　10：00 〜 12：00
◆基調講演1 

キーノートスピーカー：Kai-Uwe Bergmann（Bjarke Ingels Group （BIG）， デンマーク）
◆テーマプレゼンテーション1〈DESIGN〉

プレゼンター：手塚貴晴（手塚建築研究所，日本）、Rafiq Azam（Shatotto, バングラデシュ）、Eleena Jamil（Eleena Jamil 
Architect, マレーシア）

竹馬大二

Photo: Koji Uchida

Photos: K
oji U

chida

手塚貴晴氏 Rafiq Azam氏 Eleena Jamil氏
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テーマセッション2「MULTIPLICITY | CITY」

会場：明治大学アカデミーコモン アカデミーホール　日時：9月14日㈮　13：30 〜 15：30
◆基調講演2 

キーノートスピーカー：槇 文彦（槇総合計画事務所，日本）
◆テーマプレゼンテーション2〈CITY〉

司会／プレゼンター：小林正美（明治大学都市建築デザイン研究室，日本）
プレゼンター：Caroline Bos（UNStudio, オランダ）、Heng Chye Kiang（National University of Singapore, シンガポール）

さまざまなスケール
多彩なポイントから語られた都市

　前半の基調講演2は槇文彦氏、後半のテーマプレゼンテーショ
ン2はUNStudioのCaroline Bos氏、シンガポール大学教授の
Heng Chye Kiang氏と続き、明大副学長小林正美氏がご自身のプ
レゼンと後半全体をまとめる役割を果たされた。
基調講演2
　槇氏による基調講演は“Towards 

Humane Architecture”と題され、ほぼ1

時間、休みなしで水も口にされず、聞き
取りやすい英語で話し通された。「みん
な乗っていたはずのモダニズムの船には
今、誰もいない」と衝撃的に、風の丘葬
祭場から始まった。人の死に際し集まっ
た人々の感情のために建築ができること
をインテリア写真で示した。スパイラル
や、代官山ヒルサイドテラスでは、現在
においても若者らが居心地の良さを感じ取り、設計時の意図通り
に理解して使いこなす様子を示した上、UCLAによる著名建築家
へのアンケート「建築科学生はどの有名建築を見るべきか」の結
果でヒルサイドテラスは27名中24票を獲得、ミース、ル・コル
ビュジエに次いで上位に位置しており、建物が地域の中で愛され
る様子がうかがえた。
　東京電機大キャンパスでは、地域住民の祭りの場となっている
様子、予想外に幼稚園児の憩い、主婦のコミュニティスペースと
なっていることなど、地域にとって欠くことのできない建物とな
り、場を提供している。
　海外作品は、MITメディアラボ、リパブリック・ポリテクニッ
ク・キャンパス、アガ・カーン美術館、メディアコープと説明は
続き、最後は4WTC。9.11以前のツインタワーも示され、NYの思
い出と心中の衝撃の大きさを聴講者で共有できた。最後に放映さ
れたWTCの動画も、新しいメモリアルの出現を記念したものであ
りながら、その場所に行き交う人が主題となった構成である。そ
の場所を訪問する槇氏をカメラがとらえ、市民も歓迎する。最後
に、アテネの60年前の写真を示し、人々を受け入れる「無償の愛」
を持つものの価値を聴衆に示し、ゆっくりと演台を降りられた。
　このセッションのために槇氏が明治大学駿河台キャンパスに到
着したのは開演の1時間ほど前。玄関でお待ちしているとおひと
りでさっそうと現れ、御年90歳を迎えたばかりとは信じられな
い。さかのぼり、プログラムもまとまりつつあった8月、小林氏、
高階委員長と槇事務所を訪問、この基調講演ほかのお願いを申し
上げた。特にエクスカーションで翌日に刀剣博物館を予定して

いる旨をアピールいただけないかお願いをしたところ、快くお受
けいただき、実際に講演の席で、「刀剣博物館のツアーがあるが、
ここではお見せしません、実物をお楽しみに」とユーモアを交え
てお話しいただけた。
テーマプレゼンテーション2
　小林氏がモデレーターとなる後半のプレゼンテーションは、Bos

氏の“CONNECTING ARCHITECTURE”から始まった。図案と
なっている切手やマグカップなどを示し
ながら、国内外に愛されるエラスムス・
ブリッジ（1996年）、スリーポインテッド
スターをモチーフにし、ストリーム化し
た平面形状のメルセデス・ベンツ博物館
（2006年）、アーネム中央駅（2016年）は
低層部において、床から壁へ、壁から天井へシームレスに連続し、
伊東豊雄氏やエーロ・サーリネン氏を連想するねじれ空間を構造
上の合理性を持たせ造船技術で実現。スウェーデンのロープウェ
イプロジェクトでは支柱までもデザインしている。
　続いてKiang氏は、“PLANNING FUTURE COMMUNITIES IN 

SINGAPORE”と題した、都市計画家な
らではの提案。人口の増減、環境の破壊、
保全など時代の変化に応じ、ドーバー地
区の周囲との結節点としてのメリットを
最大限に活用する計画である。自動運転
の車や自転車利用を前提の上で、働く場
のシェアも提案。在宅勤務など日本国内でも同様の革新が進捗中
だ。これにより、新たに働く場となる住宅地にも相応の機能が盛
り込まれる。説明で示されるエリア概念図は、学生時代の都市計
画の授業を彷彿とさせるが、交通手段の改革により、建物アクセ
スへの平等性や平易性がリアリティを増してきている。
　アンカーの小林氏は、市民のコンセン
サスが得られなかった市の素案を専門家
の英知と市民の要望を公開しながら結集
して合意に導いた姫路城前の広場整備プ
ロジェクトの説明。市民参加が実現し、
軸線上に位置する姫路城をより近くに意
識できるような仕上げや空間構成とした前庭空間が実現した。主
導するよりも、うまく市民の意向を引き出す過程が専門家として
の醍醐味だろうし、参加した市民の充実感も計り知れない。
　基調講演、プレゼンテーションを通して題材は建築、橋、広場、
エリアと多岐なスケールにわたり、登壇者が前後を相当意識して
語られたため、終わった後にはリレー形式のひとかたまりの都市
セッションに感じられたのではないだろうか。事前に登壇者にお
願いしたMultiplicity｜Cityのテーマが計画通りに形になったと
思える。 （山下設計）

芝本敏彦

Photo: Koji Uchida
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テーマセッション3「MULTIPLICITY | TECHNOLOGY」

会場：明治大学アカデミーコモン アカデミーホール　日時：9月13日㈭　15：50 〜 16：30
◆テーマプレゼンテーション3〈TECHNOLOGY〉

司会：櫻井伸（久米設計，日本）
プレゼンター：新谷耕平（日建設計，日本）、清水正人（ジェイアール東日本建築設計事務所，日本）

2つの東京のランドマークについて
技術的なプレゼンテーション

　テーマセッション1の“Design”、テーマセッション2の“City”
を受けて、13日最後は“Technology”をテーマとしてプレゼンテー
ションを行った。このテーマの選定にあたってはACA18実行委
員会で多くの議論を行った。建築に限らず日本の伝統文化や伝統
技術、AI等の先端技術、または建築材料となる金属やFabric等の
素材について深堀りしたらどうか等、数多くのテーマが候補とし
て取り上げられた。しかしながら、ここ近年気象変動による自然
災害や地震による被害が、アジアのみならず世界で大きな問題と
なっている。特にマグニチュード7以上の地震は2017年に世界
中で12回であったのに対し、2018年では8月末までに14回発生
しており、アジア諸国でも地震に対する意識が高まっている。
　今回のACA18 TOKYOのテーマ「Simplicity｜Multiplicity」を
受け、単に免震や制震技術の紹介とならずにプロジェクトが持つ
複層的な側面を併せ持つ内容にするべく、日本の「Technology」
を駆使した2つの東京のランドマークについてのプレゼンテー
ションを行うこととした。
　最初のプレゼンテーションは日建設計の新谷耕平氏による「東
京スカイツリー」である。日本の伝統建築である五重塔にみられ
る心柱の構造を発展させ、制震技術であるダンパーを加えたハイ

ブリット構造により、世界で最
も高いタワーの安全性を実現し
ていることを、新谷氏自身が作
成された動画を交え講演された。
さらに限られた敷地形状により
下端部の平面形状を構造的に効
率的な三角形とするとともに、上部に行くにしたがって円形へと
変形する平面形状が、側面からみると日本刀の反りと同じような
フォルムを形成させるなどの意匠性についても述べられた。
　2つ目のプレゼンテーション
は JR東日本設計の清水正人氏
から「東京駅丸の内駅舎の保存
改修」についての講演であった。
1914年に完成した辰野金吾設
計のオリジナルの駅舎に復原す
るだけでなく、免震構造へと改修するという複雑な改修工事を駅
機能を維持した上でいかに行ったかという非常に興味深いもので
あった。さらに丸の内周辺への容積移転による事業費の創出など
の取り組みも説明された。
　いみじくもACA18 TOKYOの直前の9月6日には北海道胆振東
部地震、6月18日には大阪北部地震が起こり、今回のテーマはア
ジアからの参加者だけでなく JIA建築家大会の参加者にも関心の
高いものとなった。 （久米設計）

櫻井  伸

展示による情報提供を図る

　ACA18 TOKYOではARCASIA建築賞および学生コンペの入賞作
品、ARCASIA加盟国の活動報告を行うカントリーレポート、そして
ARCASIAの委員会活動としてACSR（社会的責任委員会）とACGSA（グ
リーン＆サステイナブル建築委員会）のパネル展示をアカデミーコモ
ン1階と8階で行った。委員会でのパネル展示は昨年のインド・ジャイ
プールのForum19でACGSAの展示から始まり、今回はACSRの展示が
加わった。また、理事会で発表される各国協会の活動内容をまとめた
カントリーレポートも理事会出席者以外へも情報提供をする主旨で今
回から展示を行った。
　また、JIA建築賞の展示も1階
の展示スペースで行い（14、15

日）、国内外の参加者に対してア
ピールを行った。 

2箇所で同時開催

　見学先の刀剣博物館では槇総合計画事務所 若月幸敏副所長、設計監
理担当の伊藤圭主任が案内。設計者の視点に留まらない多彩な説明を
うかがうことができた。出席者は5名と小規模
となったが、参加者がその場で感想や質疑を
口に出せるアットホームな見学会となった。
　入口付近での外装コンクリート化粧打放し
の小巾板型枠の木目を生かした質感、外観を
印象付ける3階部分のドーム形状決定の経緯、
エントランス照明の柔らかさの演出のため「布
を用いる」という槇氏のアイディアの具現化の
過程、壁の左官仕上げでメタリックを感じさ
せるグレーの色調が、刀剣の金属感を演出する色彩として選択されて
いることを知り皆で納得。最後は屋上から安田庭園を俯瞰、庭園内の
緑の色調が鮮やかに目に飛び込んだ。
　同時開催の建築倉庫＋大東建託本社ショールーム見学ツアーには11

名の参加があり、齋藤志津夫委員が同行。建築模型から、素材の選択、
建設システム、工法、建設と、設計者の思考がどのように建築化、あ
るいは事業化していくのか、そのプロセスにおける建築模型の文化的
価値を改めて感じていただけたと思う。 

各種展示 エクスカーション
明治大学アカデミーコモン1、8F　9月10日㈪〜 14日㈮ 刀剣博物館・建築倉庫　9月14日㈮　14：00 〜 17：00

櫻井  伸 芝本敏彦
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　私は、JICA（国際協力機構）の支援で「住宅建築人材育成プロ
ジェクト」を進めているケニア、ナイロビから帰国早々の9月
12日、アジアの建築家たちが集う《アルカジア東京大会2018

（ACA18 TOKYO）》に参加しました。「SDGs（持続可能な開発目標）」
がテーマのセッションで、基調講演は、パキスタンの建築家、
Yasmeen Lariさん。その後、インド、タイ、日本から、SDGsに
近い活動をしている6人のプレゼンターのひとりとして、私もス
ピーチしました。
　基調講演のYasmeenさんは、パキスタ
ン初の女性建築家というパイオニアであ
りながら、2005年のパキスタン大地震を
機に、「Barefoot Architect （裸足の建築家）」
として、恵まれない人々の力を活かすた
めの建築を、土や漆喰、竹などの自然素
材を使って実現し、まさに「持続可能な建築家」としての生き方
を実践している方です。その功績により、2016年に第27回「福
岡アジア文化賞」を受賞されました。
　基調講演では、「裸足の建築家」へ至る「足跡」を追いながら、
最新の取り組みまでを紹介されました。土や漆喰、竹などという
と、十分な耐久性、強度が得られるのだろうかと疑問に思う方も
多いと思います。そういう疑問に触れつつ、Yasmeenさんは、震
災で被災した古い土塀の例を挙げ、表層の土壁は剥落したが、そ
の下には何百年も前の竹の骨組みが生きていて、それ以上の崩壊
を食い止めていた事実を示し、竹と土の持続可能性を説明されま
した。また、焼成を伴う通常のれんがに対する土の二酸化炭素削
減上の優位性にも触れました。
　そうした「温故知新」ともいうべき姿勢を通じて、Yasmeenさ
んは伝統的な工法に現代の耐震工学の知見を加味し、泥と竹と漆
喰による耐震性の高い住居の開発を進めています。パキスタンの
NED University of Engineering and Technologyの協力のもと行っ
た耐震性試験の動画が上映されましたが、マグニチュード7クラ
スの振動に対しても、表層の漆喰の剝落、内部の土層の表出は見
られるものの、竹の骨組みは、柔軟に振動エネルギーを吸収しつ
つ住居の崩落を食い止め、避難に十分な時間を確保するためによ
く貢献していることが映し出され、会場から大きな拍手が起こり
ました。
　同様に、「人々の力」を活用することの意義が述べられまし
た。ガソリンを用いた高価な建設機器によって建てる場合に比べ、
人々を教育し、人々の力を活用しつつ、共に建てることの意義

は、単に、コストや二酸化炭素の削減という点だけではありませ
ん。人々と共につくることによって、完成した建物に対する人々
の誇りと愛着が生まれ、それが何にも増して建物の持続性を生む
源泉となるという指摘には大きな共感を覚えました。
　そのような取り組みを通じて、Yasmeenさんが恵まれない人々と
共につくったコミュニティでは、自然素材の活用、太陽光発電や
循環型トイレの導入、女性のコミュニティグループへの支援、手
づくり工芸品の指導と販売による自活支援等が実践されていまし
た。それは、SDGsのゴール11「持続可能なまちと地域社会」の
好例であるばかりでなく、ゴール1「貧困をなくす」、ゴール4「質
の高い教育」、ゴール5「ジェンダーの平等」、ゴール6「清潔な水
と衛生」、ゴール7「再生可能エネルギー」、ゴール13「気候変動
への対策」、ゴール16「平和で公正な社会」、ゴール17「目標のた
めに協力する」等、ほとんどの目標に通じています。まさに、「持
続可能な開発」の見本であり、後に続く私たちにとって輝かしい
目標となるものです。「持続可能な建築家」として生きるYasmeen

さんのスピーチに触れて、私は改めて深く感銘しました。
　Yasmeenさんの基調講演の後、6人の参加者によるスピーチと
トークセッションが続きました。ファシリテーターは、小原愛
さん。アジアからの建築家として、Sudhir Balakrishnan Pillaiさん、
Vipavee Kunavichayanontさんと私の3名。企業の立場から、宇津
野玉恵さん。クロージン
グリマークは、建築家の
岩村和夫さんが担当され
ました。
　スピーチの中で私は、
ソシアルデザイングルー
プOSAとしてのケニアで
の活動とこれからの展望についてお話ししました。私の今の活
動の「原点」には、20数年前にケニアの大学で教えていた際に描
いた人々のスケッチがあります。描きながら感じた「人々の力」。
その力を活かすことがなければケニアの社会が全体として豊かに
なることはないだろう。そういう思い
は今も変わりません。今回のスピーチ
でも、具体的な活動をご紹介する前に、
いくつかのスケッチをお見せしたのは
そのためです。
　スピーチの後、Yasmeenさんが近づいてきて、「あなたのスケッ
チ、すばらしいわ」と握手してくださいました。Yasmeenさんが
「裸足の建築家」になったことと、どこかでつながっていたのか
もしれません。
　「人々と共にある」アジアの建築家たちのたくさんのメッセー
ジに勇気をいただいた1日でした。 （一般社団法人OSAジャパン）

テーマセッション4「SDGs」（持続可能な開発目標）

会場：明治大学アカデミーコモン アカデミーホール　日時：9月14日㈮　9：00 〜 12：00
◆基調講演3 

キーノートスピーカー：Yasmeen Lari（Heritage Foundation of Pakistan, INTBAU Pakistan，パキスタン）
◆ショートトークセッション

ファシリテーター：小原愛（Japan Innovation Network, 日本）
プレゼンター：Sudhir Balakrishnan Pillai（ARCASIA ACSR Committee/Chairman, インド）、Vipavee Kunavichayanont（Design 
for Disasters, タイ）、宇津野玉恵（Looop海外事業部，日本）、坂田泉（OSAジャパン，日本）
プレゼンター、クロージングリマーク：岩村和夫（岩村アトリエ，日本）

坂田  泉

人々と共に
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アジア22か国から約200人の学生が集結
　Arcasia Student Jamboree 2018は、私が講師を務める明治大学
I-AUD（International Program in Architecture and Urban Design）がホス
トとなり、早稲田大学吉村靖孝先生（企画当初は I-AUD特任教授）
と千葉大学柳澤要先生と共にオーガナイズさせていただきました。
I-AUDでは国内外で年間10近い国際ワークショップを行ってい
るので多少慣れてはいるものの、未だかつてない規模。どんなこ
とになってしまうのかまさに暗中模索でしたが、参加した学生は
各々とても充実しているようだったのでほっとひと安心している
ところです（終了後Facebookの申請が50以上！）。
テーマは“Global�Issues�and�our�Future”
　ACA18の会期中、他のイベントもあるので実質使える時間は
3.5日。敷地や課題を与えて建築等を提案させる旧来型のワーク
ショップをやっても意味がないだろうし、多様なバックグラウン
ドを持った学生が多く集まることでしかできないことは何か。そ
う考えて設定したテーマは、現代都市の抱える“Issue”をできる
だけ多くピックアップし、議論し、それに対してなんらかのアイ
ディアを「沢山」生み出すことでした。“Issue”の解決策であっ
てもよいけれど、可能であればそれに取り組む過程で創造される
Future Visionを示してほしい。そんな狙いから“Global Issues and 

our Future”という、それぞれのバックグラウンドによって捉え方
が変わるような、それでいて多様なアイディアが出てきそうなプ
ログラムを設定しました。
　200人の学生を20ユニットに分け、20のお題を与えて議論をし
てもらいます。成果物は起承転結・ストーリー性のある「4コマグ
ラフィック」に限定し、答えは1つではないだろうということか
ら各班で提出する提案を4つとしました。4コマ×4提案で16のグ
ラフィック、それが20ユニットから生まれるので合計320枚、今
みんなで共有すべき課題とアイディアがビジュアライズされると
いう狙いです。これだけの規模でしかできないことを考えました。
　各ユニットのお題は、例えば“Growing / Shrinking”や“Poverty / 

Richness”といった、国の置かれている状況によって捉え方が全く
異なる、対となる概念を設定し、各班のチューターと議論しても

らいました。
　チューターは伊藤由紀、木内俊克、後藤克志、小林恵吾、鈴木
丈晴、鈴木未央、高濱史子、堀田憲祐、ラファエル・A・バルボア
の10名。海外経験も多く英語にも長けた若手建築家に集まっても
らい、それぞれが得意としているお題を設定しています。
ノンストップのスケジュール
　そんなプログラムでスタートしたStudent Jamboreeですが、初
日からイントロ・チューターのミニレクチャー、班分けと各班
でのディスカッション、
Arcasia会長によるオー
プニングセレモニー、
トラベルプライズ受賞
の若手建築家によるレ
クチャー、各国で先
立って行われた学生コ
ンペの表彰式・ウェル
カムパーティーと、盛
り沢山の内容です。2

日目には各班のお題
に合わせて班ごとに
フィールドワーク、午
後スタジオに戻って夕
方にテーマ発表会。3

日目には議論を進めな
がら大方提案をまとめ
てしまうという、強行スケジュールです。最終日には建築家の中
山英之さん、明治大学から小林正美先生・田中友章先生にもクリ
ティックとして参加していただき、4×20＝80の提案を一気に講
評してパーティー・表彰式、初日から最終日までほとんどノンス
トップでした。
学生たちの議論や提案、異文化への思考のきっかけに
　ワークショップというものは大なり小なり混乱が必至、むしろ
異文化や異なる考え方をぶつけることに価値があるので、それこ
そが醍醐味。多少の混乱は上等という気分でプログラムを組ん
でいましたが、それでも200人集まるとなかなかのカオス具合で
あったのは事実です（笑）。ただ、そんな状況だからこそ盛り上
がったというのもまた事実で、とにかく楽しく熱い会にはなった
と思いますし、成果物も面白いアイディアが沢山並びました。こ
ういう機会でなければできなかったことが多少は実現できたので、
これからも、この会が参加してくれた人たちの間で、議論や提案、
異文化への思考が続いていくきっかけになればと思います。
　次から次へと押し寄せるさまざまな“Issue”とオーガナイズ側
（主に私）の準備不足にもかかわらず、適切に各班を導いてくれた
チューターの皆さん、日本人学生のサポーターのみんな、事務局
JIAの皆さん（特に安田雅子さん）に改めて感謝したいと思います。
またStudent Jamboreeは大東建託さんの多大なサポートをいただ
きましたことを、ここに記して感謝いたします。
 （Mosaic Design／明治大学 I-AUD教育補助講師）

学生ジャンボリー

会場：明治大学中野キャンパス　日時：9月10日㈪〜 14日㈮　

中村  航

アジアの学生が
異文化、異なる考え方をぶつけ合う

プレゼンテーションで講評する吉村靖孝氏
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　都心の公開空地などに設けられた緑地は、都会の中の「自然」と呼
べるだろうか。
　世界遺産カッパドキアにある地下都市や岩窟教会は「人工物」と言
い切れるだろうか。
　今もこういった疑問が頭をよぎる。

　「Natural」と「Artificial」。ARCASIA学生ジャンボリーにおいて、
私たちの班が取り組んだテーマだ。そもそも、「Natural」とはどの
状態のことを指すのか。逆に、「Artificial」とは。そんな大きなテー
マのもと、東京の街にヒントを探しに行き、議論を重ね、1つのプ
レゼンテーションを作っていった。他班も「Automated」と「Craft」、
「Metabolizing」と「Sustainability」などの難しいテーマに取り組み、
議論を重ねていた。

　この学生ジャンボリーの魅力の1つは、チームのメンバーほぼ全員
が違う国の出身であることだと思う。全く違う言語や習慣の中で生活
するメンバー同士が議論を交わし、思いつきもしなかった意見に驚き、
自分と似た意見に共感し、自分の意見を見つめ直す。
　もちろん議論の場だけではない。食事をする時にそれぞれの国での
食材の呼び方を教え合い、「うちの国と似てるね」とか「発音難しい」

　今回私はARCASIA student jamboree に学生サポーターとして参加
しました。普段は国際系の建築都市デザインプログラムで勉強をして
います。そのため、いままでにも国際ワークショップに参加する機会
は何度かあり、また日常的に国際色豊かな教授や留学生たちと一緒に
建築や都市を学べる環境にいます。しかし今回のワークショップでは
そんな私にとっても普段経験のできない、多くの価値観に出会うこと
になりました。

　まず、23か国から200人の学生が集まり朝から晩まで一緒に過ごす
という規模の大きさと密度の高さは、私の想像を遥かに超えていまし
た。初めて会った学生たちと同じ宿舎に1週間泊まることで、それぞ
れの文化の違いをリアルに経験することになったわけですが、印象的
だったのは、多くの学生がそれぞれ文化の違いなどを積極的に交換し
合っていたことです。日本にいると、どうしても多様性を認め合うコ
トに消極的な雰囲気になりがちだと私は日々感じているのですが、学
生たちの国際的な思考にとても感銘を受けました。
　また、私が担当した班が取り組んだテーマが“urban/rural”だったこ
ともあり、各国の“urban”と“rural”の問題点と可能性を話し合う機会
がありました。ここでは私も班の一員として日本の都市の成り立ちや
今後の問題点を共有したのですが、どの国の学生も自国の都市問題に

などと話したり。ドミトリーでは部屋が近い人達とガールズトークに
花を咲かせ、朝は共用の洗面台で一緒に顔を洗ったり化粧をする。異
国に住む仲間たちは、こんなにも違い、こんなにも同じなのだと感じ、
そういった人々の中で、自分は何者なのかと考えさせられた。学生委
員として、移動時の案内や生活面での補助をする上では、その「違い」、
例えば食文化の違いや生活ペースの違いなど、それらに大変困惑させ
られることもあったが……。
　最終日のプレゼンテーションが、テーマに対する私たちの最終回答
であるとは思わない。この先、建築に関わっていく上で、実際に今回
のテーマに似た問題にぶつかることもあるだろう。私たち参加者がこ
れからもそれぞれの違った視点で考え続け、自分なりの答えを見出せ
るようになった頃、また再会できたらと思う。 （千葉大学大学院）

ついてとても詳しく、また同じ世代だからこそ感じる都市の未来につ
いての議論をすることができました。こんなにも多くの国の都市問題
を同時に比較、議論できる場はなかなかないので貴重な時間だったと
思います。

　最後に、今回のワークショップで強く感じたのはアジアのなかでの
日本の立ち位置です。多くの国の学生が東京の発展した都市システム
に学ぶことが沢山ある、と実際にフィールドワークなどで東京を案内
した際にも積極的な質問を受けました。
　普段の生活で当たり前になっていた日本の都市を、もう一度違った
視点から考え直すことのできる、多くの気付きを今回得ることができ
ました。 （明治大学大学院  I-AUD）

学生ジャンボリー

参加学生レポート

新井育実

田邉優里子

これからも考え続ける

アジアのなかでの日本の立ち位置を
再認識
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10のカテゴリーでアジアの優秀建築作品を選出

　アジア全般にわたるアルカジア建築賞が制定されたのは1992

年であり、表彰は当初2年に1度で開始したが、その後毎年行わ
れている。賞の狙いは、優れた建築作品を認識し、それによりア
ジア各国の社会、経済、文化生活における建築の役割の重要性を
認識し、アジアの住環境の発展と改革、アジアの精神への活力を
鼓舞することである。制定当初のカテゴリーは4種だったが、必
要に応じ追加され、現在は10種に及んでいる。
　応募資格は、作品は2年以上使用された建物、設計者はアルカ
ジア加盟国の登録建築家、加盟国協会の会員、設計者資格で前記
外でも母国の登録建築家で作品立地がアルカジア加盟国なら可能
などと定められている。もちろん審査委員の関係者は応募できな
い。本年は、3月1日に募集開始し、4月30日の応募締め切りまで
に405作品の応募があり、国別件数は以下の通りである。
中国184、日本44、タイ34、香港30、ベトナム26、マレーシア
21、バングラディシュ20、スリランカ15、韓国15、インドネ
シア7、パキスタン4、シンガポール3、インド1、その他1

　審査員は、詳細に規定された資格に合致する5名が選定される。
ARCASIA会長である Jahangir Kahn氏に、AAA Convinorである国
広ジョージ氏が選定した、南條史生氏、Mike Boon Chee Khian氏、
Yumi Kori氏、Robert Greenwood氏の4名を加えた5名である。
　審査は6月30日、JIA館に審査員の方々をお招きし、終日にわ
たり行われた。選定に際しては、あらかじめ各審査員が、選定し
た作品の推薦理由を説明し、それに基づき審査員間の討議が繰
り広げられた。夕刻になりようやく、23作品が選定された。また、
受賞者中、最優秀作品となるBuilding of the Yearは、審査員全員の

合 意 でJunsekino Architect 

and Design CO, LTD.のBaan 

Nong Bua Schoolに決定し
たが、審議中も安くてい
いデザイン、general, social, 

econom ical, simple, develop

などの言葉が飛び交い、審
査員全員がBuilding of the 

yearを予期したかのような合意が感じられた。
　各カテゴリーで、Gold、銀相当のHonorable Mention（HM）、
銅相当のMention（M）が選定されるが、複数選ばれる場合も、選
定されない場合もある。その一覧を示したものが下表である。審
議は、A-1からカテゴリー順に行われた。俎上に上がった作品の
数は60を超え、それぞれに吟味され、新しいデザインではない
ね、メンテナンスは困るだろうね、部屋の中の写真がないから判
断がつかないね、階段がいい、人の動きが考えられている、快適
そう、使いやすそう、など意見は留まるところを知らず、夕刻ま
で審議が尽くされた。
　審査当日決定した賞は、一般には表彰当日までは極秘、受賞者
にはショートリストに残った旨（賞種別は明かされない）が知らさ
れ、表彰式への出席が促さ
れる。表彰状、メダルなど
の作成は表彰式当日の受賞
発表に間に合うように手配
され、同時に受賞作品をま
とめた冊子も、表彰式の終
了時には出席者に配布され
た。 

アルカジア建築賞 ARCASIA Awards for Architecture

審査：6月30日　授賞式・ディナー：9月12日

Category
（応募件数）

Award
賞

Name of architecture
作品名

Architect
設計者

Institute / Nationality
所属団体 / 国

A-1（54）

Gold On the water Tomohiko Yamanashi JIA / JAPAN

HM LT House Nguyen Hai Long
Tran Thi Ngu Ngon NA / VIETNAM

HM Studio Dwelling at Rajagiriya Palinda Kannangara SLIA / SRI LANKA
A-2（30） M RIZIA POROMPORA Asif Mohammed Ahsanul Haq IAB / BANGLADESH

B-1（39）

Gold The Commons Amata Luphaiboon ASA / THAILAND
M CHOUI FONG TEA CAFE Jeravej Hongsakul ASA / THAILAND

M The Otemachi Tower /
Otemachi Forest Akira Taguchi NA / JAPAN

B-2（32）
Gold Star Camp Service Center in Zhangjiajie National Forest Park YANG ZHIJIANG ASC / CHINA
M LIMA DUVA Jeravej Hongsakul ASA / THAILAND

B-3（141）
Gold/ Building of the Year Baan Nong Bua School Jun Sekino ASA / THAILAND
M Museum of Traditional Mongolian Medicine Jun SHAN ASC / CHINA
M Bangladesh Mohila Samity complex (Bangladesh Women Association Complex) Ehsan Khan IAB / BANGLADESH

B-4（14） HM Hohohot East Coach Hub Terminal,Iner Mogolia Wensheng TANG ASC / CHINA

C（20）
Gold Hong Kong East Community Green Station Pak Yee, Tuesday Li HKIA / HONG KONG
HM OREC green lab Nagano Masahiro Kinoshita JIA / JAPAN

D（29）

Gold Beijing Offset Printing Factory LI JI ASC / CHINA

Gold Alterations & Additions and Conservation work to Church of Saints Peter & 
Paul Rita Soh SIA / SINGAPORE

HM The Environmental Upgrade of the Five Dragons Temple Hui Wang ASC / CHINA
HM Planning of Xiedian Traditional Village Protection and Regeneration Wei Xiao HKIA / CHINA

E（27）
Gold Demonstration Section of Yangpu Riverside Public Space Ming Zhang ASC / CHINA
Gold Disappearing Lands: Supporting Communities Affected by River Erosion Jalal Ahmed IAB / BANGLADESH
HM Bangprathun Community Learning Center Niphatana Chakkaphak ASA / THAILAND

F（19） Gold Terra Cotta Studio Nguyen Hai Long
Tran Thi Ngu Ngon NA / VIETNAM

芝本敏彦

カテゴリー内訳 A  住宅、A-1：戸建住宅、A-2：集合住宅、B  一般娯楽施設、B-1：商業施設、B-2：余暇施設、B-3：社会的公共性のある施設、B-4：専門的施設、
 C  生産施設、D  保存プロジェクト、E  社会的責任を持った施設、F  サステイナビリティ

Photo: Koji Uchida

Photo: Koji Uchida

Building of the year受賞のJun Sekino氏

ディナー形式の授賞式
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アルカジア東京大会2018（ACA18 TOKYO）

　ACA18 TOKYO初日の9月10日、各国参加者に対して日本への歓迎
の意を表するとともに、参加者同士が親交を深めることを目的にウェル
カムレセプションが開催されました。委員会を終えた皆様が続々と会場
に到着され、飲み物を片手に旧交を温める和やかなムードの中、JIA六
鹿正治会長のウェルカムスピーチとTan Pei Ing 氏の乾杯の挨拶により
ウェルカムレセプションがスタートしました。アルカジアメンバーの久
しぶりの再会ということもあり、写真を撮り合ったり、時に合唱が始
まったりと、衝撃を受けるほど賑やかな雰囲気の中、歓談の時間は進み
ました。
　また最後は、学生ジャンボリー参加者に向けてのスピーチを終えて明
治大学中野キャンパスから会場に駆け付けたアルカジア Jahangir Khan

会長ならびに本大会特別委員会高階澄人委員長による大会の成功を祈念
する挨拶により締めくくられました。

　当日は風雨の厳しい天候でし
たが、会場である虎ノ門ヒルズ
52階アンダース東京のルーフ
トップスタジオ＆テラスからは、
東京タワーをはじめとする賑やか
な夜景を楽しむことができ、参加
者からも好評をいただくことがで
きました。 （大建設計）

　ACA18 TOKYO2日目の9月11日、会場の国立新美術館ホワイエの円
錐形の大壁面に映像を投影するダイナミックな演出で、満員の会場が盛
り上がりを見せる中、イベントはスタートしました。
　 前 半 のDesign Talk PartⅠPowered by PechaKuchaで は〈My Favorite 

City〉をテーマに、KLEIN DYTHAM ARCHITECTUREの3名を司会
とした、ペチャクチャフォーマット（20スライド×20秒）にてショート
プレゼンテーションが行われました。田根剛氏、小堀哲夫氏、Caroline 

Bos氏（UNStudio, Netherlands）、Tan Szue Hann氏 *（Singapore）、Fawad 

Suhail Abbasi氏 *（Pakistan）、Denny Setiawan氏 *（Indonesia）、Simon Hui

氏（Hong Kong）、計7名の建築家の方のテンポの良いプレゼンテーショ
ンに会場は多いに盛り上がりました。
　後半のDesign Talk PartⅡSpecial Guest Talkでは世
界を代表する建築家、伊東豊雄氏と妹島和世氏の
おふたりに〈My Favorite City〉をテーマにご自身の
作品のお話も交えてご登壇いただき、それぞれプ
レゼンテーションを行っていただきました。
　その後KLEIN DYTHAM ARCHITECTUREの3名も交えた座談会が
行われ、来場者は熱心に話に聞き入り、最後の質疑応答では終了時間を
過ぎても質問がやまない、異様な熱気に包まれていました。
　なおデザイントークのみ、ACA18 TOKYOに登録をしていない方も、
一般参加者という形でご来場いただき、ARCASIAを日本で紹介する良
い機会となりました。 （梓設計）

*ACYA: ARCASIA Committee on Young Architects 委員

　心配された天候も何とか持ち、ゲストの方々に八芳園の木戸門から美
しい日本庭園を愛でつつ入場していただくことが叶った。直前までの混
迷が嘘のように、鬼太鼓座による太鼓の音を合図に授賞式が始まった。
　JIA六鹿会長、ARCASIA Jahangir会長の挨拶のあと、建築家槇文彦氏
の乾杯によりAAA Ceremony Dinnerはスタートした。
　セレモニーは、主役である受賞者への表彰がメインプログラムであり、
会場は終始歓声と歓談に包まれた。最後のBuilding of the Year へのトロ
フィーが手渡された後に、受賞作品が記載される冊子が全ての参加者へ
配られた。その後、各国から集まった建築家同士による会話と冊子への
サイン交換が自然に行われ始めた。「アジア諸国の経済・文化的背景は
違えども、建築家に求められる役割は同等であり、その精神を互いに周
知し合い高めることが重要である」というAAAの理念がまさに垣間見ら
れた。
　Award Dinnerにふさわしいシーンが各所で見られたことが、このパー

ティーが成功であったことを物
語っており、この日までの関係者に
よる尽力が報われた瞬間であった。
　締めくくりは国広ジョージ氏に
よるウィットに富んだ挨拶により、
2時間半に及ぶ宴も終演を迎えた。

（日本設計）

ウェルカムレセプション デザイントーク〈My Favorite City〉

Friendship Nightアルカジア建築賞授賞式・ディナー

Andaz Tokyo　9月10日㈪　19：00 〜 21：00 国立新美術館 エントランスロビー　9月11日㈫　19：00 〜 21：00

ニューオータニ　9月13日㈬　18：00 〜 22：00八芳園　9月12日㈬　19：00 〜 22：00

廣瀬友香

大会初日、アジアのメンバーが再会を祝す  My Favorite City をテーマとした
トークセッション

斎藤愼一

齋藤志津夫
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　参加者が最も楽しみにしているACAのイベントがフレンドシップナ
イトと呼ばれる懇親会です。これは、各国が民族衣装を着て参加し国対
抗の出し物を行い、その優劣を競う演芸会でもあります。
　今年は18か国が参加し、審査委員のジャハンギール会長、六鹿 JIA会
長、リタ次期会長によって厳正な（？）審査が行われました。盛り上が
るとみんながステージに上がり、踊り狂う場面も多々ありました。
　いつもすごいのがインドで、ボリウッドを彷彿させる大音量パフォー
マンスで場を盛り上げてくれます。我が JIAは今年も阿波踊りで登壇。
高円寺の「天翔連」様からレクチャーを受け、また本番では鳴り物と先
導役をお願いし、狭い宴会場内を練り歩き参加者全員を巻き込んだ大パ
フォーマンスを敢行。見事優勝いたしました！ちなみに2位はインド&

パキスタン、3位はラオス&モンゴルでした。
　約4時間の大宴会が終わったその時、「アルカジアの楽しさがやっとわ

かりました！」と JIA会員か
らうれしいコメントを拝受。
ACA18の夜の部も大成功し
たことに安堵しました。とこ
ろでみなさま、踊り手大募集
中です。次は2019年。バン
グラデシュです！
 

竹馬大二

歓声に包まれた授賞式のあと受賞者が歓談 盛大な国別対抗演芸会 JIAチームが優勝！

Photo: Kei Tanaka


