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2019年の総括

■JIAの年間活動
　JIAにおける年間の国際活動は、概ね下記に分類できる。
1）JIAが加盟する国際団体（UIA：国際建築家連合、ARCASIA：ア

ジア建築家評議会）を通じての活動で、国際大会（理事会・定例
会議・委員会等）に日本の建築界の代表として出席し啓蒙や相
互理解の醸成を行うもの

2）JIAの協定締結国（協会）との定期的な活動で、相互の全国大
会への出席や二国間定例会議を行うもの

3）他国建築家協会等との協働イベント
4）他国建築家協会来訪時の接遇
5）JIA支部・地域会による都市間交流や視察
■ARCASIA・UIAへの参加
　まず、ARCASIAについては、バングラデシュ・ダッカで開催
されたForum20での理事会と5つの委員会や他の公式行事への
参加を行った（詳細は後述）。また、ARCASIAの5委員会のRound 

Table（建築教育委員会・職能委員会・環境委員会・社会的責任委員会・
次世代委員会）に委員を派遣し、委員会活動の活性化にも努めた。
　UIAについては、アゼルバイジャン・バクーで開催された
UIA Forumとバングラデシュ・ダッカで開催されたSDGs常置
委員会へ参加した。特にダッカのSDGs委員会で発せられた

「ダッカ宣言」により、和英完全併記の『SDGs 建築ガイド日本
版』を JIAが2019 年秋に刊行することに至った。このガイド
ブックは、日本国内の建築作品の実例紹介を通じて建築家によ
る社会的貢献をSDGsの視点から紹介し、国際的にも高い評価
を得ている。
■二国間の活動
　二国間における活動においては、協定を結んでいるアメリカ
建築家協会（AIA）とタイ王立建築家協会（ASA）の全国大会に参
加した。また、協定を結んではいないが、スリランカ建築家協
会とスウェーデン建築家協会の大会へも参加した。このよう
な活動が、例えば、弘前の全国大会における IPF（International 

Presidentsʼ Forum）でのSDGsに関するフォーラム開催で、AIA、
ASA、KIRA（大韓建築士協会）、KIA（韓国建築家協会）、スウェー
デン建築家協会の会長の招聘につながっている。

■国際活動報告会2019
　国際委員会では、2018年度より一般財団法人日本建築セン
ター（BCJ）から委託を受け、JIAの国際活動を通して海外の設
計団体や設計業務の状況等についての調査を行っている。2019

年度は、BCJより同業務を継続受託したことに加え、公益財団
法人建築技術教育普及センター（JAEIC）から「各国建築家の国
際活動の実態」についての調査業務を受託した。これは“Cross 

Border Architect”をテーマに建築家の国外での設計活動の実践
状況に関するヒアリング調査とACE（欧州建築家連合）における
資格相互認証に関する調査を行うものである。これらの調査業
務についてはいずれも国際委員会が報告書にまとめ、発注者に
成果物として提出している。
　去る3月18日には、BCJ と JAEICへの業務報告に加え、国際
委員会を中心とした JIAの年間活動報告を行う「JIA国際活動報
告会」の開催が予定されていたが、COVID-19の影響を懸念し
残念ながら開催がいったん延期された。当日配布予定であった
上記2つの報告書については、今後各支部に配布される予定で
ある。
■支部への助成活動
　JIA支部への助成活動では、九州支部が申請した日韓学生コ
ンペおよびセミナーを対象事業とした。2019年度は沖縄支部の
タイへの視察も対象事業となったが、COVID-19の影響で視察
が延期に追い込まれてしまった。国際委員会では5つの事業を
助成する予算を確保しているので、各支部におかれては積極的
に参画していただきたい。
■ACA18TOKYOが「国際会議誘致・開催貢献賞」を受賞
　2018年9月に JIAが主催・開催した〈アルカジア東京大会
2018/ACA18TOKYO〉が、日本政府観光局（JNTO）より「国際
会議誘致・開催貢献賞」（中小規模・開催の部）として表彰された。
　同賞は、日本国が国家戦略として位置づける国際会議誘致・
開催の意義に関する国民の理解を促進し、国際会議主催者及
び都市・推進機関の社会的地位を高めるため、とされている。
2018年度には日本国内で3,433件（JNTO資料＊1）もの国際会議
が開催されているが、推薦を請けた会議の中から選ばれた6つ
の受賞開催会議の1つとして同大会が受賞した。
　2月26日に東京国際フォーラムにて授賞式が行われ、六鹿会

UIA Forum JIA代表団（2019年6月／アゼルバイ
ジャン・バクー）

弘前大会におけるIPF（2019年10月／青森）UIASDGs常置委員会（2019年4月／バングラデ
シュ・ダッカ）
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長をはじめ実行委員会代表5名が出席した。
　同大会の開催にあたり多大なる協力をいただいた、協賛寄付
企業・団体、講演者、アルカジア役員、PCO・デザイナー・実
行委員会・事務局等のメンバー、そしてなによりアジアや他の
国から来られたすべての大会参加者の方々に改めて感謝したい。

＊1  https://mice.jnto.go.jp/assets/doc/survey-statistical-data/
cv_tokei_2018_1shou _v2.pdf

2020年度の展望

　今年の7月19日～23日にリオ・デ・ジャネイロで開催が
予定されていたUIA大会〈UIA2020RIO〉がCOVID-19の世
界的流行から1年延期され、〈UIA2021RIO〉として2021年の
7月18～22日に開催されることが3月20日にUIA本部より
発表＊2 された。UIA大会は3年に一度、その間にUIAフォー

年 年度 月 会議名等 開催場所

2
0
1
9

2
0
1
8
年
度

1 第9回ARCASIA役員会＋引継式 シンガポール

2
英国王立建築家協会（RIBA）会長会議＋ゴールドメダル授与式 イギリス（ロンドン）

スリランカ建築家協会（SLIA）大会 スリランカ（コロンボ）

3

ブルネイ（ACPP委員）表敬訪問 東京（JIA）

JIA国際活動報告会（2018年度） 東京（JIA）

スウェーデン建築家協会（SA）大会／SA-JIA会議 スウェーデン（ストックホルム）

ARCASIA（職能委員会）ACPP Round Table フィリピン（マニラ）

2
0
1
9
年
度

4
国際建築家連合（UIA）SDGs常置委員会 バングラデシュ（ダッカ）

タイ王立建築家協会（ASA）大会／ASA-JIA会議 タイ（バンコク）

5

アメリカ建築家協会（AIA）フロリダ支部建築賞審査会 東京（JIA）

ネパール災害支援打合せ（東北支部×ヒトレン） 東京（JIA）

カナダ大使館　来訪 東京（JIA）

欧州建築家連合（ACE） 表敬訪問 東京（JIA）

韓国　調査機関　表敬訪問 東京（JIA）

ARCASIA（建築教育委員会）ACAE Round Table フィリピン（マニラ）

6
アメリカ建築家協会（AIA）大会／AIA-JIA会議 アメリカ（ラスベガス）

国際建築家連合（UIA） フォーラム 2019 アゼルバイジャン（バクー）

7

ARCASIA（次世代委員会）ACYA Round Table マレーシア（クアラルンプール）

ARCASIA（環境委員会＋社会的責任委員会）ACGSA+ACPP Round 
Table

インド（ジャイプール）

9
ARCASIA（社会的責任委員会）ACSR Round Table 香港

韓国建築家協会（KIA）大会 韓国（ソウル）

10

レイモンド・モリヤマ氏講演会 東京（カナダ大使館）

世界建築の日（10月第1月曜日）

JIA建築家大会2019弘前／海外建築家協会会長会議（IPF） 青森（弘前）

11

アジア建築家評議会（ARCASIA）大会 フォーラム 20 バングラデシュ（ダッカ）

フィンランド設計事務所　表敬訪問 東京（JIA）

大韓建築士協会（KIRA）大会 韓国（ソウル）

12 ARCASIA Winter Program インド（チェンマイ）

2
0
2
0

1 UIA Golden Cube国内審査会 東京（JIA）

2

英国王立建築家協会（RIBA）会長会議＋ゴールドメダル授与式 イギリス（ロンドン）

ARCASIA（職能委員会）ACPP Round Table スリランカ（コロンボ）

ARCASIA Sports Fiesta スリランカ（コロンボ）

3

スウェーデン建築家協会（SA）大会 スウェーデン（ストックホルム）

JIA国際活動報告会（2019年度）※ 東京（JIA）

ARCASIA（環境委員会）ACGSA Round Table※ 中国（武漢）

フィンランド建築設計事務所セミナー※ 東京（丸の内エリア）

2019年度のJIA国際活動

※はCOVID-19の影響により延期

ラムが開催されることとなっており、次々回のUIA大会は
2023年にコペンハーゲンで、次回のフォーラムは2022年にマ
ドリッドでの開催が決定している。今回の延期に伴う今後の大
会開催への影響が懸念される。
　2020年度はARCASIA、UIA等の大会への出席とそれらの会
場において2019年度に作成した『SDGsガイドブック』の展示
を行うことを企画していたが、COVID-19の影響により、UIA、
アメリカ建築家協会（AIA）、タイ王立建築家協会（ASA）の大会
開催が延期となったため、年初に立てた当年度の活動内容の見
直しに迫られている。また、ARCASIAの5つの委員会、10月に
JIAが主催する国際会議や11月のARCASIA上海大会についても
注視が必要である。

＊2   https://www.uia-architectes.org/webApi/en/news/

uia2020rio-postponed.html

ASA-JIA会議 （2019年4月／タイ・バンコク）

ACA18TOKYOが「国際会議誘致・開催貢献賞」
を受賞。授賞式（上 2020年2月）、盾と表彰状（下）

AAA-JIA会議（2019年6月／アメリカ・ラスベガス）
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ARCASIA Forum参加報告

　ARCASIA では全加盟協会が参加する大会と学生ジャンボ
リーを行わないフォーラムが毎年交代で開催されるが、2018年
に東京で行われた ARCASIA東京大会2018/ACA18TOKYOに続
いて、2019年は ARCASIA Forum 20 がバングラデシュ・ダッカ
で11月3日から7日までの会期で開催された。会期前半は基調
講演やシンポジウム等が行われ、後半は理事会と5つの委員会
が行われた。JIA 代表団としては六鹿会長をはじめとして総勢 

11 名が出席した。
■基調講演
　2 日間にわたり基調講演として6つのセッション、計14名の
スピーカーが話した。
　14人のスピーカーは開催国バングラデシュからは4名のみ、
他はトルコ、シンガポール、英国など、9つの国から来ている。
日本からは坂茂氏が講演する予定であったが、業務のご都合
でキャンセルとなったのは残念だった。フォーラムのテーマ
は“Architecture in a Changing Landscape”「変わりゆくランドス
ケープにおける建築」が直訳となるが、これら基調講演のテー
マを見ると、アジアの多様性の中での建築という包括的なテー
マ構成になっていることが分かる。
　テーマには、“Amphibious　（何でも対応できる柔軟性）”、“Fast 

Changing （急速な変化）”、“Plurality（多様性）”などのキーワード
となっており、一神教のイスラム教国のバングラデシュから
も“Impermanence（諸行無常）”がキーワードとなっている。ア
ジア文化の多様性を象徴しているような基調講演の構成であり、
各講演内容はアジア各国の高度成長期において、柔軟に顧客要
望に応えてきた建築家の苦労がうかがえた。以下に代表的な
セッションを紹介する。
●セッション1
　スピーカーのEMRE AROLATは“Context and Plurality”と題
し、出身国トルコのキリスト教からイスラム教への変遷の歴史
の痕跡を建築と都市の中に見出すことと、自身の作品への両義
的影響について説明した。また、近代における米国と英国な
どのいわゆる西欧社会からの自国文化への避けがたい影響と、
近年の両国の自国優先主義による影響について警鐘を述べた。
SHAMSUL WARESはバングラデシュにおける有名な建築教育
者であり、アジア各国内における近代建築の先駆者たちの作品
について縦覧的な説明をした。
●セッション2
　スピーカーのWONG MUNは、自身がパートナーと2 人で
運営するシンガポールの設計事務所WOHAで手がけている数
多くのさまざまな規模におけるグリーン（緑化）建築・都市につ
いて、数多くのビジュアルを駆使して説明を行った。 SUMM 

NGUYEN HAI LONGは極めてシンプルな要素と材料で場 /

Tropical Spaceを構成し、よりシンプルな生活を実証する実験住
宅的な取り組みを紹介した。NAHAS AHMED KHALIL はこ
の40 年間でのダッカへの都市集中がいかに急激なものである
かについて、バングラデシュ、インド、中国、3 国の比較の中
で説明した。また、社会の総意が建築家の判断には重要である
としながらも、その総意があまりに動的で変化し続けるために、
対応に苦慮している自国の状況について説明した。
●セッション4
　MARINA TABASSUM、SIDHARTHA TALWAR とISANDRA 

(ANDRA) MATIN の講演内容はいずれも日本にはあまり紹
介されていない、独特な建築構成の内容だった。MARINA 

TABASSUM はモスクの設計において、バングラデシュ伝統文
化を継承しながらイスラム教の祈りの空間構成についてプレゼ
ンテーションした。
　SIDHARTHA TALWARはインドの多様な文化と、プロジェク
トに関与する多様な関係者で共有できる価値観を模索していた。
モダニズム建築は世界どこでも同じような形態となっていく中
で、独特の装飾を取り入れた建築をプレゼンテーションした。
■第40回 ARCASIA 理事会
　理事会とはARCASIA全加盟協会の会長会議のことであり、
通常、午前8時あるいは9時から午後5時まで、2日間連続で行
われる。まず、開会式においてARCASIAの歌が流れ、各国の
国旗掲揚と主催国バングラデシュの国歌斉唱の後、参加国の国
旗と共に各国の会長の入場から始まった。この国旗による儀式
は数年前から始まったが、理事会の伝統的行事として定着し
つつある。その後、開会が宣言され、ルーティンに基づく会
長、財務担当、各ゾーンの副会長、各委員会委員長からの報告、
会長選挙などが行われた。ここでは、そのうちのARCASIA 

EMERGENCY ARCHITECTについてご紹介する。
●AEA：ARCASIA EMERGENCY ARCHITECT
　Emergency Architectsとは災害時に活動する建築家のことで、
UIAから認証を受けた団体がフランス、カナダ、オーストラリ
アにおいてすでに組織されている。今回の理事会ではこれの
ARCASIA版の設立が全会長の署名により当理事会で承認され
た。AEAには、建築家の職能を活かして、災害からの復興にお
ける助言や物質的な支援を行うことと、災害の予防、被災害国
の建築家や工事関係者の教育・訓練への協力などもその活動に
含まれる。なお、AEAが対象にしているのは自然災害だけでな
く、技術的災害と人的災害も含むとされている。
●理事会での『SDGs建築ガイド日本版』の評価
　本年のダッカでのARCASIA 理事会は予定より少し早く議事
が進行し、最後の1時間が今後の展望など、フリートークのた
めに充てられた。 

基調講演が行われた、Bangabandhu 
International Conference Center

開会式　各国の国旗掲揚 理事会 ARCASIA建築賞受賞者集合写真
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■ARCASIA50周年記念式典
　ARCASIA設立50周年の記念イベントが、市内の屋外公会堂
で開催された。式典では初代会長のDr. Lim Chong Kcat以下、
歴代会長へのメダル授与式が華々しく執り行われた。JIAから
は第16代会長（2011-2012年）を務めた国広ジョージ氏の功績も
讃えられた。
　日本建築界にとって、アジア経済が世界を牽引する時代であ
るが故、ARCASIAを通じた国際活動の舞台はさらに重要性を
増していくことが実感された。
■委員会活動
●建築教育委員会（ACAE）報告
　本委員会は、各国の大学の建築教育やインターンシップなど
に関わる委員会で相互の情報共有とARCASIA独自のプログラ
ム（教育研修、学生対象のサマー・ウィンタースクール、学生・教員
交流プログラム）や加盟国間のインターンシップについて審議が
なされた。
●職能委員会（ACPP）報告
　各国の報告を受けて、設計料と設計契約とが共通の課題と
なった。設計料に関しては、UIAがガイドラインを策定してい
るようで、情報共有を進める。設計契約に関しても、UIAが
FIDICと協議を進めており、建築家とエンジニア、積算士が
win-winの関係になることを目的とした契約書案を策定中との
こと。また、クロスボーダー建築家についても議論がなされた。
●環境委員会（ACGSA）報告
　気候変動や大地震等による災害の巨大化、地域の環境汚
染や廃棄物処理、都市の居住環境問題等が深刻化する中で、
ACGSAの具体的対策と行動が求められる状況であるとし、こ
れからの取り組みとして、1）ヘリテージ・バナキュラー、2）
都市課題の新しい取り組み、3）レジリエンスという3本柱（3 

pillars）で議論していく方針が確認された
●社会的責任委員会（ACSR）報告
　Resilienceについて気候変動に対しての靭性を取ることを議論。
そのため、各国に災害対策委員会を設置し情報交換を推進する。
また、ヘリテージTask Forceを設置し、建築の保存に関するガ
イドブック策定を本委員会で行うことが確認された。
●次世代委員会（ACYA）報告
　委員会はARCASIAの歌の斉唱で始まり、ACYAの3つの活動
目標、すなわち、1）若手建築家の教育、雇用に関する問題の
共有、2）環境的問題に関する問題の共有、3）BIMやスマートシ
ティをはじめとする新しい技術に関する知識の共有、について
確認した。また、午後には、建築の領域の拡張に関してワーク
ショップを開催し、熱い議論が行われた。
 （ちくば だいじ／日建設計・たかしな すみと／高階澄人建築事務所）

　その中でシンガポール建築家協会Seah Chee Huang/シー・
チー・ファン会長が JIAのSDGsを媒介として社会と関わる姿勢
に共感をもつと発言し、出席者全員が注目することとなった。
　ファン会長は1,100名のスタッフを擁し、9つのグループ企
業と共に70以上の国で仕事をするDPArchitetcs＊3 の副CEOで
あり、シンガポールでの設計者のステータスと設計料の低さに
かねてより危機感を持ち続け、今後の設計者には社会との関わ
り方においてドラスティックな変化が必要であると訴えた。こ
の発言は同ガイドブックが単に建築の良例を並べ、バッジをつ
けることを目的としたのではなく、世界的な取り組みである
SDGsにおける建築の「貢献の可能性」を示す意図と、設計者と
社会の「コミュニケーションツール」としての有用性を理解し
たことに基づくものである。
　静かな語り口ながら強い共感の意思が感じられ、アジアに
デビューしたての『SDGs建築ガイド日本版』の発刊の意義を
ARCASIA理事会の中で改めて明解にし、支持するものとなった。

＊3  https://www.dpa.com.sg

■ARCASIA建築賞／ AAA: ARCASIA Award for Architecture
　11のカテゴリーで金賞と2つの佳作（合計33）の建築賞の発表
があった。
　日本からは、吉松秀樹氏の「つくばテクニカルセンター」が
カテゴリー B-1（商業建築）で、また日建設計の「銀座東急プラ
ザ」がカテゴリー B-4（特殊建築）で佳作（Mention）に選ばれた。
　今年の特徴は中国の躍進である。424の応募作品のうち中国
が202作品を占め、また、33のショートリスト作品のうちにも
中国作品が17あった。金賞も9作品が中国の建築家に贈られ、
中国人建築家の質が大きく向上していることが浮かび上がっ
た。もちろん、中国からの応募数が多すぎるとの批判もあった
が、保存建築や公共建築などバラエティーに富んでおり、中国
建築学会（ASC）の戦略を感じる内容であった。一方、日本から
は応募が14作品にとどまり、また金賞の受賞も逃したことから、
建築の先進国としてARCASIA賞の国内プロモーションを JIAが
積極的に行う必要性を感じた内容であった。
　各カテゴリーの受賞作品は『architecture asia』のAAA2019特
集号で閲覧可能である＊4。　

＊4  http://www.arcasia.org/awards/arcasia-awards-for-architecture

■建築ツアー
　会期中は毎日バスによる 3 ～ 4時間程の建築ツアーが開催さ
れた。主な訪問先は旧市街、光のモスク、ルイス・カーン設計
の国会議事堂であった。またダッカから40㎞ほど離れたPanam 

Nagarのヘリテージウォークツアーも夜間に行われた。市内外
の渋滞が激しく常に大幅に時間が押してしまう傾向にあったが、
観光ガイドの説明は分かりやすくボランティアの対応も丁寧で
参加者には好評であった。

建築ツアー ARCASIA50周年記念式典 最終日に行われた
フレンドシップナイト

ACAE委員集合写真


