先月号に続いて、元国際委員長の佐野吉彦氏に紹介していただく JIA の国際活動。
今回は ARCASIA（アジア建築家評議会）の取り組みと、JIA 国際化の展望について執筆していただきました。

The World Report
【海外レポート】

国際関係のなかでの JIA ❷
佐野吉彦（元国際委員長）
● ARCASIAの歴史
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アジアのテーマ、ARCASIAの取り組み
●第 17 回 ARCASIA（アジア建築家評議会）フォーラム

さて、ARCASIAの歩みはインドやマレーシアほか 6 か国によっ
て設立が提唱された 1967 年に始まる。日本が加盟したのは新日
本建築家協会がスタートした以降の 1991 年で、その頃は EUの設

この 10 月初旬に、カトマンズでの「第 17 回 ARCASIA フォーラ

立（1992 年）があり、世界のなかでの地域ブロック化が進み始め

ム（隔年開催。その間の年に ARCASIA 大会が開催）＋第 34 回評

た時期。そのころから今日のような活気ある ARCASIAへの道程

議会」に出席した。カトマンズはヒマラヤの山並みと多くの寺院

は、当然ながらアジア諸国の興隆と並行してきた。アジアの国々

で知られるネパールの首都である。ネパールは 18 か国が加盟す

の国家形態はほとんど戦後に始まるので、若々しい勢いがあるの

る ARCASIA 諸 国 の

だ。現議長が力を入れる「社会的責任（Social Responsibility）委

なかでは富裕とは言

員会」は、こうした興隆の光と陰の中にある社会問題と向き合う

えないが、ネパール

意識を持つ。アジアには都市問題もあり、多くの国で自然災害が

建築家協会（SONA）

相伴っている。この委員会のテーマの中では、日本が震災をどう

が国際会議を、手づ

乗り越えてきたかに大きな関心を持たれており、昨年に続いて今

くり感とともにうま

回も庫川尚益氏と岡部則之氏がこの委員会に招かれて継続的報告

く切り盛りをしてい

と議論を行っている。今このように、連携して事に当ろうとする

た。とりわけ若い世

姿勢が生まれたのは、それぞれの国の協会が社会に対するアク
ションを活発化したからだけでなく、UIAや、AUA（アフリカ建

代が運営の中核と
なって働いている姿

カトマンズの中心、ダルフール広場

築家連合）などのほかの地域ブロックとの交流推進が後押してい
ると言える。

は好感が持てるもの

忘れてはならないの

だった。

ARCASIAは、現在の議長 Pei Ing Tang 女史（マレーシア、任

が、ARCASIA が 取 り

「建築教育」
「建築家実務」
「サステナ
期 2013 ～ 2014 年度）のもと、

組んできた Students

ビリティ」
「社会的責任」
「フェローシップ」といった委員会を動

Jamboree にみられる

かしながら活動を進めている。このところ機関誌 Architecture

次世代育成アクション

Asia（AA）や ARCASIA 建築賞（AAA）のレベルアップも進んでい

である。このアジア発

る（今回は前田圭介氏が 2 部門で受賞した）。建築家の活動を社会

の意義ある継続的取り

に積極的にアピールする戦略眼は前任議長の国広ジョージ氏（任

組 み は UIA2011 東 京

期 2011 ～ 2012 年度）が着手した路線であり、現議長がうまく開
花させていると言えよう。今回の評議会で、ブータンの加入が承

大会での主要プログラ （国広ジョージ氏提供）
ムにも加えられた。こ

認されて構成国は 19 になったが、メンバーは高齢化に向かう大

の事業は古谷誠章氏が加わる「建築教育委員会」に属しているが、

国から国家インフラが整備途上の国までレンジは広い。ここでは

和智信二郎氏が加わる「建築家の実務委員会」も、今後ますます

UIA2011東京大会に集まった世界の若者たち

評議会の方向性を上手に束ねる手腕が問われるところだが、それ

経済交流が深まるアジア圏において、UIAでなされている議論以

ぞれが直面する問題に向き合う建築家の魂と誇りには通い合うも

上に日本の建築家にとってリアリティを伴う視点がある。

のがあり、忌憚のない議論ができる土壌が成立している。

ところで 3 度目（大会 ･ フォーラムあわせて）の参加である私は、
今回のテーマ “Spirituality”を受けて「日本の宗教建築」について
報告する機会を得た。参加して意見を交わしてみると、アジア諸
国の建築家がこのテーマをどのように理解したかを比較して知る
ことができ、興味深いものがあった。“Spirituality”（すなわち宗
教心、あるいは先人への敬虔さ）は、アジアの建築家がどのよう
に社会と関わるかのキーワードであるかも知れない。
次の大きな節目は 2014 年 6 月、クアラルンプルでの ARCASIA
大会である。次期議長に選出された Sathirut Nui Tandanand 氏
（タイ、任期 2015 ～ 2016 年度）は、そのあたりから本格始動とな
るが、彼のよりパワフルなリーダーシップ発揮が期待される。

ARCASIA建築賞の受賞者たち
（前列左から2人目が前田圭介氏、4人目がPei Ing Tang議長）
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国際化の目指すところはリアルな夢
●建築団体の国際的な動き
連載の最後に、JIAほか建築団体の国際的な見取り図を描いて

国際会議は人と人がよりよく付き合う場：AIA本部でのイン
ターナショナル・プレジデンツ・フォーラム（2012）

みたい。アジアのなかの 2 国間交流では、JIAは韓・中・タイ・
モンゴルなどと友好関係を維持してきたなかで、タイ建築家協
会（ASA）との間で若手技術者の相互派遣事業も今年からスター

●日本は何を売りにできるか

トし、さらに展開する見通しである。支部単位では、北陸支部に

こう見ていくと、日本の建築団体はそれぞれの特徴を活かして

おける中国・大連とのビジネス交流を含む連携、近畿支部による

国際的基盤を広げてきたと言えそうだ。一方で、国際活動はリア

韓国・釜山とのワークショップやデザインコンペ共催などの成

ルなビジネスとも隣り合わせである。前号で取りあげた AIAの国

果など、各地で自発的な取り組みが実を結んできた。東アジア

際戦略と比べてみると、この点でまだまだ取り組むべきことは多

の近隣国と上手に付き合うことはどの分野においても重要だが、

い。現状として日本の建築設計の海外展開が進むなか、かなりの

ARCASIAでもゾーン C（東アジア）定例会議が充実してゆく方向

部分が個々の創意工夫に委ねられているが、JIAはじめ建築団体

にあり、JIAもこれに積極的に加わってゆく（本年 8 月に中国山

は会員の国際ビジネスについても積極的にサポートをするべきで

東省威海市で開催された折の和やかな写真が『JIA MAGAZINE』

あろう。さらに、上記で述べたような、それぞれの団体が得意と

297（2013 年 10 月）号の p.21「本部便り」に掲載）。他団体でも、

する領域で得た知見や情報は、建築界一体で統合し、共通の長期

日本建築学会が 2 年ごとに中国建築学会・大韓建築学会と共催す

展開戦略を構築してはどうか。

る「アジアの建築交流国際シンポジウム」
（ISAIA）が 2014 年で 10

そのためにも「日本が何を売りにできるか」を明確にしておく

回目となる。柔らかいネットワークは良い展開をもたらすであろ

必要がある。たとえば、国家の整備発展を目指す動きが活発なア

う。

ジアに対しては、日本が有する環境や災害などの経験や知見、都

建築団体の大事な使命は、建築家の国際的な活動を支援・促進

市計画や建築における法令制度、建築のメンテナンス、建築専門

するために、日本の建築専門教育や資格制度の国際的なインター

教育カリキュラムなど、社会システムに関わるさまざまな知恵は

フェイスを整合させながら、今後に向けての活動インフラをつく

惜しみなく提供していくべきである。いま、国際的な場面で確実

ることにある。建築専門教育については、日本建築学会は、大学

な足跡を残すことへの期待は一層高まっている。世界至るところ

と大学院の教育認定制度である建築系 JABEEの普及定着に努め

にある社会問題を解くために、その責任感と実行力を証明してい

てきたが、この制度を国際的な枠組みのなかに適合させるには、

くことは日本の建築界の今後に有効に働くであろう。

これまでの UNESCO ／ UIAによる認証を継続しながらも、キャ

もはや閉じこもっているのはもったいない。人と人とがよりよ

ンベラ協定への加盟がより実効があがると判断している。まもな

く付き合うことで、実は日本自身を豊かにするために重要な知見

く日本の加盟手続きが行われるが、世界の主要な建築教育認定団

も得るはずだ。国際交流から得たものに学ぶことや、われわれが

体が批准して発行するこの協定に加わることはすでに国際的な賛

継続している資格制度や法体系をめぐる議論にも大いに示唆を与

同を得ている。このように、国際的に通用する教育基盤は着実に

えるであろう。海外のある地域で建築によっても社会問題を解

形成されつつあるが、大学等の教育機関にとっては、今年で 3 年

決できた事例は、日本国内の地域の課題と重ね合わせてみれば、

目を迎えた「日本建築学会国際都市建築デザインワークショップ」

普遍性のある知恵として大いに還流・適用できる可能性がある。

のような共同の啓発事業を含め、いかに次の世代の行動と意識を

ディック・オランゴ氏＋坂田泉氏がケニアで考えを掘り下げ、取

育てるかが命題となる。

り組んでいることは、日本からのアクションでもあるが、日本が

資格制度の国際化をめぐる取り組みでは、1998 年に承認され

建築を考え直すための教訓を引き出している（
『JIA MAGAZINE』

た APEC エンジニアと、それに続く PE アーキテクトの制度が稼

289（2013 年 2 月）号）。国際的な関わりは、地域や建築界全体を

働中である。これは建築技術教育普及センターが窓口であるが、

良い方向に変える契機になると捉えるべきである。

そのスタートと同時期の 1997 年に始まる、日本建築士会連合会

おそらく、JIA 各支部や個々の会員がそれぞれの発想で国際的

の「日・韓・中建築士協議会」は現在も継続している。これにつ

な取り組みを始め、自らその手ごたえを感じ取るのがごく自然な

いては東アジアにおける、資格問題をめぐる情報共有と相互検

なりゆきである。本部に置かれている国際分野の専門委員会は、

証の場として有効な役割を果たしてきた。その成果は 2013 年に

永続的な国際関係づくり、総合的戦略を構築しながら、そのよう

「建築実務国際ハンドブック（HOPPA）」としてまとめられている。

な会員ひとりひとりの可能性を広げる役割を果たすことになるだ

JIAも、ARCASIAの「建築家実務委員会」に関わりながら、今後

ろう。

アジアの資格制度のインターフェイスについて議論と情報共有を
深めていくことになる。
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