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ごあいさつ
日頃、日本建築家協会（JIA）の活動に格別のご理解とご高配を賜りまして厚く御礼
申し上げます。

建築は国際的にも経済・社会・文化の根幹をなす重要な分野であると捉えられてお

り、各国とも建築家の国際活動を積極的に促すなど、さまざまな戦略的政策をとって
おります。

日本建築家協会は UIA（国際建築家連合）や ARCASIA（アジア建築家評議会）など、

建築家の国際団体における活動や、友好国の建築家協会との二国間交流活動、JIA 大

会における国際会長会議の開催、さらには諸外国の建築関連団体との関係を通じて、
長年にわたり多くの実績を積み重ね、日本および日本の建築家として多くの貢献を行
い、またプレゼンスを確実に向上させるべく努力してまいりました。

通常は各国における対面の会議での発表や議論を通じて国際活動を行っておりま

すが、コロナ禍により 2020 年春以降、ほぼすべての会議がオンラインとなりました。
この 1 年も同様で、UIA 大会でも ARCASIA 大会でも、議論のみならず投票もオンラ
インで行われました。アジアとオセアニアの各国が属す UIA 第 4 地域の会長会議もオ
ンラインの手軽さのため従来になく頻繁に行われました。対面の空気感や臨場感はな

いものの、時間帯の異なる世界中の地域を同時に繋いで、密度の高い議論が行えたも
のと考えております。

その他、2023 年の UIA コペンハーゲン大会に向けて行われている UIA 国際マニフェ

ストリレーという催事に対して、その日本版を企画するなど積極的に対応し、海外で
活躍する日本の建築家が講演する越境建築家ウェビナーなども継続的に実施している
ところです。

このたび、それら 2021 年度の日本建築家協会の国際活動についての報告をここに

冊子としてまとめることにいたしました。これをもとに広くわが国建築界において日
本建築家協会の国際活動についての情報を共有していただき、ご理解いただければ誠
にありがたいと考えております。

なお、2021 年度は日本建築センターおよび建築技術教育普及センターの委託を賜り、

さまざまな調査研究業務を行うことができたことを申し添えます。

今後とも日本建築家協会の国際活動に対して格別のご支援とご指導を賜りますよう

心からお願い申し上げます。

2022 年 3 月

公益社団法人 日本建築家協会会長

六鹿 正治
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JIA の 2021 年度国際活動の概要

竹馬大二

JIAにおける年間の国際活動は、概ね下記に分類できる。
例年行っている報告書の調査対象は、主に 1）と 2）に属するものであるが、コロナ禍の影響
により 2）が行われなかったため本報告書では割愛させていただく。一方、2020 年度から行っ
ている国際委員会のイベントなど、3）
、6）
、7）に関する報告を加えさせていただく。

1） JIAが加盟する国際団体（UIA: 国際建築家連合、ARCASIA/ アルカジア : アジア建築家評議
会）を通じての活動 : 国際大会出席・理事会出席・定例会議・委員会活動等

2） JIAの協定締結国（協会）との定期的な活動 : 相互の全国大会開催時の大会出席、二国間定
例会議等

3） 他国建築家協会等との協働イベントによる活動
4） 他国建築家協会来訪による活動
5） JIA 支部・地域会による都市間交流・視察
6） 国際委員会が主催するイベント
7） その他
2021 年度の国際活動の概要は、下記の通りである。
1）のカテゴリーに属する活動としては、国際建築家連合（UIA）リオデジャネイロ大会とア
ジア建築家評議会（ARCASIA）ACA19 上海大会がある。例年であれば会長はじめ担当委員を派
遣するのであるが、今年はいずれもオンラインでの大会であり、Zoomにて参加した。なお、

2022 年 1 月から UIAの 2 つの常置委員会（SDGs 委員会と職能委員会）および 2 つの Working
Group（Social Housing、Heritage & Cultural Identity）に委員を派遣し ARCASIA 同様に UIAに
おいても委員会活動の活性化に努めることとした。なお、本活動については現時点では成果の
報告ができないため、2022 年度の報告に含めさせていただく。

2）は、アメリカ建築家協会（AIA）、タイ王立建築家協会（ASA）、韓国建築家協会（KIA）お
よび韓国登録建築家協会（KIRA）の全国大会の報告であるが、いずれも開催されなかったため、
本報告書では割愛させていただく。

3）については英国建築家協会（RIBA）が主催する Global Architecture Exchangesというウェ
ビナーへの参加要請があり、JIAから計 3 名が Social Housingなどについて発表を行ったので、
その報告を行う。

6）については 2020 年度から始めた JIA 国際委員会主催のウェビナーについて報告させてい
ただく。本イベントは、JIA 国際委員会が 2020 年 10 月から 8 回にわたり開催した《越境建築家
たちとの対話シリーズ》の Part 2 にあたるもので、
越境して活動する建築家を国際委員会のネッ
トワークで招き、その活動についてプレゼンテーションやモデレーターとの対話形式で発表す
るものである。Part 2 の登壇者は建築家に留まらず、建築教育や異業種連携、国際支援の立場
から、計 7 名（全 6 回）の建築家等に登壇いただくこととした。なお、本イベントは無料で JIA
会員のみならず誰でも参加可能としている。
5

7）として UIA 協定（UIA ACCORD）の邦訳を JIA 建築家資格制度委員会が行ったので、その
全文を掲載する。UIA 協定とは全世界の建築家の資格標準化を目指したガイドラインとして

1999 年に発表され、その後も改定が行われていたもので、建築家に求められる職能に関する
詳細な記述があるため、本報告書に含めることとした。
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Ⅰ
国際建築家連合（UIA）リオデジャネイロ大会
参加報告

ブラジル・リオデジャネイロ

2021.7.18 〜 7.22

1

概要
岩橋祐之

参加者：

六鹿正治会長、竹馬大二 国際委員長、高階澄人 国際委員会アドバイザー、
藤沼傑 国際委員、岩橋祐之国際委員

Oral Presentation：中村勉
UIA オンライン登録：岩橋祐之、田口純子、永野ますみ、佐々木寿久、安富祖理絵、
高階澄人
開催地：

ブラジル・リオデジャネイロ

期

2021 年 7 月 18 日〜 22 日

間：

テーマ：

パンデミックにつながる健康のためのデザインを顕在化させるプロジェクトを重
要視することとした 4 つのテーマ：

1）多様性と混合
2）変化と緊急性
3）脆弱性と不平等
4）移住
概

要：

UIAの大会は 2020 年の 7 月に予定されていたが、2021 年の今年は UIA-PHG 2021
の新たな白書の作成とプロジェクトを開始することとなり、第 27 回目となる建築
家の世界大会は、リオデジャネイロでの対面とウェブの両方のハイブリッドで行
われた。大会に先立ち、UIAの各組織の選挙が行われ、JIAから大会への参加メン
バーにより選挙に参加した。

■主な会議およびセミナー
7 月 18 日㈰ UIA-PHG セミナー

セッション

UIA World Congress 基調講演
7 月 19 日㈪ UIA-PHG セミナー

セッション

7 月 20 日㈫ UIA World Congress 基調講演

UIA-PHG セミナー セッション
7 月 21 日㈬ UIA-PHG セミナー

セッション

UIA World Congress 基調講演
7 月 22 日㈭ UIA-PHG セミナー

セッション

UIA-PHG セミナー UIA 総会 / 閉会セレモニー / 閉会パーティー
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2

国際建築家連合（UIA）リオデジャネイロ大会 参加報告

UIA 概要
竹馬大二

■歴史

UIA 国際建築家連合は国籍や人種、宗教、あるいは建築的信条の違いにかかわらず、世界中
の建築家を束ね、各国を代表する職能組織の連合体として、1948 年 6 月 28 日にスイス、ローザ
ンヌで設立され、今年で 71 年目を迎える。本部はフランス、パリにある。
設立当初は 27カ国に過ぎなかった UIAも、現在では 120 の国や地域の建築家と連携する組織
へと発展し、世界の計 320 万人を超える建築家および約 50 万人の学生を束ねるまでになった。
すなわち、UIAは五大陸の全てをつなぐ、他に被類のない建築家の職能ネットワークで構成さ
れる非政府組織（NGO）である。
■構成と運営

UIAは、その使命を全うするために永続的に専門家やその代表者とのつながりを保持し、国
際的レベルで相互の関係を民主的かつ公平に運営できるよう、下記のように段階で構成され意
思決定を行っている。

1） 総 会：下記全員（3 年ごとの大会時に開催）
2） 役員会：会長＋前会長＋副会長 5 名＋事務総長＋収入役（理事会時およびその中間時に
開催）

3） 理事会：役員会＋理事＋常置委員会委員長＋活動部会長等（年 2 回開催）
4） メンバーセクション：5 地域／計 120 の国と地域
第Ⅰ地域：西ヨーロッパ
第Ⅱ地域：東ヨーロッパ・中東
第Ⅲ地域：北中南米
第Ⅳ地域：アジア・オセアニア
第Ⅴ地域：アフリカ
■活動主体

UIAの活動主体の構成とテーマは下記の 4 つの常置委員会と 3 つの活動部会である。メンバー
セクションの全ての建築家はその指名によって常置委員会と活動部会に参加することができ
る。
常置委員会：Commission

1）建築教育：Architectural Education
2）職能実務：Professional Practice
3）国際設計協議：International Competition
4）サステナブル開発目標：Sustainable Development Goals
JIAからは、職能実務委員会に藤沼国際委員を、サステナブル開発目標委員会に岩橋国際委員、
建築教育委員会に柳澤氏を派遣している（2022 年から）
。
活動部会：Work Programme

1）建築と子供：Architecture and Children
9

2）万人の建築：Architecture for All
3）建築・都市・領域：Architecture, Cities and Territories
4）コミュニティ建築と人権：Community Architecture and Human Rights
5）教育と文化：Educational and Cultural Spaces
6）遺産と文化的独自性：Heritage and Cultural Identity
7）公衆衛生：Public Health
8）公共空間：Public Spaces
9）社会住居：Social Habitat
10）スポーツとレジャー：Sports and Leisure
JIAからは竹馬国際委員長が 6）に、坂田国際委員が 9）、田口国際委員が 1）に参加している
（2022 年から）
。
■国際ネットワーク

UIAは建築家の国際的集団であることを示し、その活動を広めるために以下のような高い地
位にある国際組織と共同関係を結んでいる。

UNESCO、UN-HABITAT、UNEP、UNECE、UNIDO、WHO、WTO、IOC
UIA 大会および 120 の加盟国よる臨時総会は 3 年ごとの開催がルールとなっており、前回は
2017 年にソウルで開催され、今回は 2020 年にリオデジャネイロ、次回は 2023 年にコペンハー
ゲンで開催が予定されている。
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国際建築家連合（UIA）リオデジャネイロ大会 参加報告

プログラム概要
岩橋祐之

会場：Hayder Aliyev Center 1F

UIA の大会は 2020 年の 7 月に予定されていたが、UIA-PHG 2020 セミナーとあわせて 1 年
延期された。
コロナへの対応から、2020 年は挑戦の年となったが、2021 年の今年は UIA-PHG 2021 の新
たな白書の作成とプロジェクトを開始することとした。

2 つの中心的なテーマは：
1）健康と都市
2）健康のための建築
パンデミックにつながる健康のためのデザインを顕在化させるプロジェクトを重要視するこ
ととしたこのテーマは本大会とも首尾一貫しており、以下の 4 つの大会テーマへとつながる：

1）多様性と混合
2）変化と緊急性
3）脆弱性と不平等
4）移住
大会においては、社会面、技術面、環境面からの議論が実務者である建築家と大学などの研
究者の両者から行われることが期待される。

UIA の大会はコロナへの対応で難しい状況の中、大会運営者とブラジル建築家協会はともに
安全な大会を目指し重要な課題である「世界全体が 1 つとなる」に取り組む。
第 27 回目となる建築家の世界大会は、リオデジャネイロでの対面とウェブのハイブリッド
で行われ、2021 年 7 月 18 日〜 22 日の 5 日間かけて開催される。
デジタルコンテンツは 3 月から先んじて配信され、7 月の大会の内容も世界中に配信される。
大会プラットホームには、業務プログラム、公約、参加メンバー、提携する各国建築家協会
はデジタル情報も記録として残し、前出の下テーマ記に関する全てのプレゼンテーションは

2023 年の 12 月まで視聴可能とする：
1）多様性と混合
2）変化と緊急性
3）脆弱性と不平等
4）移住
1）多様性と混合
建築と都市の文化的な価値、他の職能分野（政治・経済・社会・文化・人類学など）との交
流に対する多様性と混合を取り上げる。
文化と社会的多様性に価値を見出し、ジェンダー、収入、民族の統合を目指す試みを支持す
る。また、コミュニティや民族の伝統を大事にし、差別や囲い込みを打ち負かす世界的な視点
を支持する。
多様性については時間的、その大きさについても調査に値する。つまり、小さな集落、新し
11

い技術によるもの、スローペースの生活など、さらに他の可能性についても検討する。
2）変化と緊急性
現代社会において、集中的な建築と都市の変化について、社会、自然環境、そして技術的側
面からの論議を行う。技術面については、デザイン手法や建設技術の他、専門領域の創造的か
つ生産性向上のプロセスについての議論となる。
このテーマでは、気候変動に取り組み貢献できる人間の都市における生活環境を改善するプ
ロジェクトや、強制移住させられた人々のための緊急の補助や、環境建築の定義の更新などに
ついてである。新しい専門領域の職能との強調も重要で、例えば多分野のマルチな能力をもつ
チームや市民参加型のプロセスなどもある。
3）脆弱性と不平等
建築と都市の社会的側面から、世界的に都市が直面する脆弱性と不平等について焦点をあて
る。たとえば、スラムに集まる多くの人々の不安的な生活環境、スラムの住宅、一時避難のシェ
ルター、自分達で作った家など、脆弱性や都市でおきる暴力行為などにさらされる事の多い環
境についてである。
特に議論したいのは、
社会と政策決定プロセスへの参加の関わりについてのプロジェクトで、
社会へのインクルージョンや差別撤廃への貢献の社会プログラムについて議論を深めたい。た
とえば、スラムの都市化プログラム、下町エリアの老朽化した建物の価値の向上、土地の法律
の改正、セルフビルドの補助、都市インフラへの接続の普遍化など、包括的な良い事例につい
てである。
4）移住（一時的な流れ）
地球規模と地域での両方のスケールで、人口統計学的や人間の視点からの「移住」について
の指針への理解を広げる。この新しい変化の潮流の速度により、建築と都市の文化的なグロー
バル化を進めてきた。同時に現代の建築家の職能のトレーニングや実務についての議論を進め
る。
このテーマでは、人々の移住だけでなく、物やサービス、そして職や情報についての変化に
ついての理解を試みる作業が望まれる。これは国をまたぐ情報のネットワークや人々の生活ス
タイルを大きく変える新しい形のコミュニケーションや新しい社会の形などの整理と統合も同
様である。
大規模な民族の移住から小さな移住まで含め、最近の移民問題に取り組む作業は優先順位が
高い。その他、国や文化の境界線の考え方の見直し、緊急シェルターから大規模な国際的なも
のまで、建築や都市の与える影響も優先順位が高い。
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UIA-PHG セミナー
2021 年 7 月 18 日㈰

【Afternoon (13:00 - 14:00 Rio)】
UIA-PHG 基調講演

Live meeting

言語 : Portuguese with simultaneous translation (English, French, Spanish & Mandarin)

都市、健康と公平

CITIES, HEALTH & EQUITY

登壇者：Nísia Trindade Lima, PhD
モデレーター：Sérgio Magalhâes, President of the Brazil Institute of Architects (IAB)
登壇者経歴：
Dr. Nisia Trindade Lima is the President of Oswaldo Cruz Foundation, Ministry of Health, Brazil. Dr.
Lima is a highly awarded researcher, teacher, and sociologist. She earned her PhD in Sociology
(1997) and MA in Political Sciences (1989). She is a member of the Brazilian Academy of Science
(ABC). Her research areas include science and Brazilian social thinking, the Brazilian thinking about
hinterland, public health and health history, Brazilian history of development, and other social science
topics. She was a working group member of the WHO Global Action Plan (2018), of which the goals
were promoting global research in health systems worldwide. She has been a W.H.O. advisory group
member for the 2030 Agenda (2019). She was the co-chair of the Health for Everyone Web of the
United Nations Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN) (2019). She also served as
the co-chair of the Economic Recovering Director Group (2020), advising the United Nation's research
projects for COVID-19 recovery. She is the first female president of Oswaldo Cruz Foundation in its
116-year history. Her major role in shaping-up the partnership between Fiocruz and the Brazilian
Government has helped enhance the preservation of both cultural and tangible heritage of Health in
Brazil. She earned a medal of honor, twice, from the Brazilian Academy of Letters.

UIA World Congress
2021 年 7 月 18 日㈰
Please note that we do not provide detailed program here for the UIA World Congress. Please
visit https://www.uia2021rio.archi/en/ for more information of the congress.

【Morning (08:30 - 13:00 Rio)】
08:30 - 09:00

オープニングセレモニー

09:00 - 10:00

アーティスティック

10:00 - 11:00

特別パートナー（ゲスト）

11:00 - 13:00

賛辞 ( 登壇者 : Carla Juaçaba, Eduardo S. de Moura, Nuno Sampaio)

プレゼンテーション

【Afternoon (14:00 - 17:00 Rio)】
14:00 - 15:00

基調講演 Francis Kéré (Burkina Faso)
13

15:00 - 16:00

基調講演 Marina Tabassum (Bangladesh)

16:00 - 17:00

基調講演 Tatiana Bilbao (Mexico)

【Evening (18:00 - 20:00 Rio)】
18:00 - 19:00

ラウンドテーブル - World of Work

19:00 - 20:00

文化交流イベント

UIA-PHG セミナー
2021 年 7 月 19 日㈪

【Morning (08:30 - 12:00 Rio)】
08:30 - 09:00

UIA-PHG Seminar オープニングセレモニー

ライブ

Link: https://tamu.zoom.us/j/93478221423?pwd=SEhPYXhSb0xqVXhlL2oxZzlQengwZz09
Meeting ID: 934 7822 1423

09:00 - 9:50

Passcode: 77843-3137

セッション１：健康とコミュニティ

録画

言語 : English with Portuguese subtitles
高齢者の知覚：シンガポールの近隣住区における高齢者の目の焦点の追跡のマルチセンサーについ
ての研究

by Zdravko Trivic (Singapore)
地域コミュニティの健康管理システム：健全なコミュニティのための健康ポスト

by Lelissa Erkissa (Ethiopia)
住宅と近隣環境とコロナの感染の関係についてアフォーダブル住宅の住人不均等の影響

by Manasa Hegde (USA)

09:50 - 10:40

セッション２：ヘルスケアの状況への介入

録画

言語 : Portuguese with English subtitles
出産センターの繊細な環境：環境に関する感覚と主観

by Cristiane N. da Silva (Brazil)
Dourados/MS の一般公共病院に呼吸隔離病棟を設けることにおける建築の与える影響
by Silvia de Toledo Gomes (Brazil)
持続性のあるものとしての現在も引き継がれている健康遺産

by Valéria Nobre e Renato Gama-Rosa (Brazil)

10:40 - 11:30

セッション３：コロナウイルスから学んだこと

録画

言語 : English with Portuguese subtitles
健康を守るデザイン：コロナに対応するエピデモロジカル三角形について

by Ray Pentecost & Paul K. Carlton (USA)
コロナから学んだこと

by Erica Brusamolin (Italy)
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中国の一般的な病院におけるコロナの前と後の違いによる感染症病棟の建築計画論の比較

by Mohan Wang & Yi Yu (China)

11:30 - 12:00

ポスターセッション

録画

言語 : English, Portuguese & Spanish
各ポスターは 20 ～ 40 秒ずつ表示される

【Noon (12:00 - 13:00 Rio) 】
UIA-PHG セミナー

懇親会 ライブ（一般公開）

Link: https://tamu.zoom.us/j/93478221423?pwd=SEhPYXhSb0xqVXhlL2oxZzlQengwZz09
Meeting ID: 934 7822 1423

Passcode: 77843-3137

UIA World Congress
2021 年 7 月 20 日㈫

【Afternoon (13:00 - 17:00 Rio)】
13:00 - 14:00

建築

14:00 - 17:00

基調講演

UIA-PHG セミナー
2021 年 7 月 20 日㈫

【Morning (07:00 - 12:00 Rio)】
07:00 - 07:50

セッション４：ヘルスケアの状況への介入

録画

言語 : Portuguese with English subtitles
サステナブルと健康分野のプログラム： Fiocruz による健康促進の戦略

by Andrea Vasconcellos (Brazil)
健康についての科学者と都市計画プランナーの議論（ Manguinhos のケース）

by Rachel Vianna (Brazil)
住居可能なスケールとパンデミック：都市の再生かそのままか

by Renata Latuf de Oliveira Sanchez & Ana Paula Preto Rodrigues (Brazil)

07:50 - 08:40

セッション５：パンデミックにおけるデザイン

録画

言語 : English with Portuguese subtitles
キャビン病院のフレキシブルなデザイン

by Lei Tao (China)
地 域 公 衆 衛 生 シ ス テ ム の 中 の 自 律 型 の 危 機 管 理 省 庁 Free-Standing Emergency Department

(FSED) によるパンデミックにおける感染防止の可能性：インターナショナルなケーススタディ

15

by Mohana Das (Italy)
出産のとりまく環境の変化：パンデミック下における提言

by Doreen Balabanoff (Canada), Nicoletta Setola (Italy), Alessia Macchi (Italy) and Davis Harte
(USA)

08:40 - 09:30

セッション 6：ブラジルの病院（変化、改良、緊急）録画

言語 : Portuguese with English subtitles
社会と都市の変化の上昇と下降： Juiz de Fora のケーススタディ

by Camila da Cunha Duque (Brazil)
病院のマスタープランのブラジルの視点： São Paulo のケーススタディ

by Adriana Levisky (Brazil)
パンデミックの非常事態に対応する病院： Recife 市のケーススタディ

by George Eduardo Cabral da Costa, Renata Pascoal Freire & Fábio Bitencourt (Brazil)

09:30 - 10:20

セッション 7：ヘルスケアの設備デザインと研究

録画

言語 : English with Portuguese subtitles
手術器具の配置とフロー：システマチックなアプローチ

by Herminia Machry (USA)
コロナ感染と入院死亡率の関係性とナースセンターの特徴：アメリカからの報告

by Xuemei Zhu (USA)
Deyang 氏の人民病院
by Zhang Yuanping (China)

10:20 - 11:10

 セッション８：ラテンアメリカの病院建築におけるデザインとランドスケープ
録画

言語 : Spanish with English subtitles
エネルギー消費の少ない病院建築：包括的でサステナブルなデザインのガイド例（Proyectos de

Salud）
by Minor Martin Aguilar (Costa Rica)
ガーデンを利用した治療のプロセスのケーススタディ

by Valentina Moya & Sonia Cedres de Bello (Venezuela)
伝染病下の建築：線ペストの都市における予防における影響：20 世紀初頭のチリ北部エリアの例

by Claudio Galeno-Ibaceta (Chile)

11:10 - 12:00

セッション 9：ヘルスケア設備と癒しの場所の研究

録画

言語 : English with Portuguese subtitles
理論と実践の間のフレキシビリティの矛盾：病院設計者のためのフレキシビリティの有効化と検証
のツール

by Andrea Brambilla (Italy)
認知症を考慮したデザインでコスト削減

by Birgit Maria Dietz (USA)
健康的でサステナブルな健康施設：LEED で評価するプロジェクトと LEED で評価しないプロジェ
クト
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by Andrea Brambilla (Italy)

【Noon (12:00 - 13:00 Rio) 】
UIA-PHG セミナー

懇親会 ライブ（一般公開）

Link: https://tamu.zoom.us/j/93478221423?pwd=SEhPYXhSb0xqVXhlL2oxZzlQengwZz09
Meeting ID: 934 7822 1423

Passcode: 77843-3137

UIA-PHG セミナー
2021 年 7 月 21 日㈬

【Morning (07:00 - 12:00 Rio)】
07:00 - 07:50

セッション 10：健康のデザインとパンデミック

録画

言語 : English with Portuguese subtitles
健康のための建築：MIC のレベル１の陰圧の香港の病院のケーススタディ

by Carol Lam (Hongkong)
パンデミック下の救急病院のモジュール設計

by Zhang Yuanping (China)
シャングリラホテルを守る

by Zhang Yuanping (Chinal)

07:50 - 08:40

セッション 11：コロナとリオデジャネイロの脆弱なエリア

録画

言語 : Portuguese with English subtitles
コロナと欠格の感染を抑える健康住宅の設計方法の検証：リオデジャネイロの Manguinhos のケー
ススタディ

by Camilla Gillo de Assis Costa & Simone Cynamon Cohen (Brazil)
リオデジャネイロにおける都市内部でのコロナのパンデミックのモニタリング

Thales Mesentier (Brazil)
リオデジャネイロにおけるコロナの伝染のジオコーディング（地理的情報への変換）

by Fabiana Izaga (Brazil)

08:40 - 09:30

セッション 12：健康のデザインと今日のチャレンジー１

録画

言語 : English with Portuguese subtitles
日常と緊急事態の両方に対応するデザインの考察： Shenzhen Peopleʼs Hospital の救急病棟のケー
ススタディ

by Chunyang Zhang, Dan Qin, Lisaia Daria & Wenyu Zhang (China)
Leishenshan 病院のケーススタディ
by Ying Chen (China)

09:30 - 10:20

セッション 13：健康のデザインと今日のチャレンジー２

録画

言語 : Portuguese with English subtitles
リオデジャネイロの 2 つの病院における出産とコロナの関係：物理的なスペースの考察
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by Cristiane N. da Silva (Brazil)
水上病院

by Joaquim Meira (Brazil)
ブラジルでのコロナ専用病院化を受け入れた病院の悲劇

by Cristiane N. da Silva (Brazil)

10:20 - 11:10

セッション 14：健康と住宅

録画

言語 : Portuguese with English subtitles

LGBT を許容することでスラムや郊外の公共住宅の健康増進させるケーススタディ： Juliano
Moreira Colony セクター１
by Luís Carlos Madeira Domingues (Brazil)
公共住宅再考

by Luiz Carlos Toledo (Brazil)

11:10 - 12:00

セッション 15: Universal Design and Design for Older People

録画

言語 : English with Portuguese subtitles
身障者の自立のためのユニバーサルデザインの考察

by Jin Gyu Phillip Park (USA)
養護施設のレジリアンスの向上のためのデザイン：養護施設でのコロナ感染とメンタルヘルスの関
係の調査の再考

by Haoyue Yang (USA)
感染をコントロールする戦略の改革とケア施設の長期的な感染防止と社会的関与と具体的行動

by Zhipeng Lu (USA)

【Noon (12:00 - 13:00 Rio) 】
UIA-PHG セミナー

懇親会 ライブ（一般公開）

Link: https://tamu.zoom.us/j/93478221423?pwd=SEhPYXhSb0xqVXhlL2oxZzlQengwZz09
Meeting ID: 934 7822 1423

Passcode: 77843-3137

UIA World Congress
2021 年 7 月 21 日㈬

【Afternoon (13:00 - 16:00 Rio)】
13:00 - 16:00

基調講演

UIA-PHG セミナー
2021 年 7 月 22 日㈭

【Morning (07:00 - 12:00 Rio)】
18
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07:00 - 8:00 GUPHA (Global University Programs of Health Architecture) Meeting
Meeting (open to public)
Link: https://tamu.zoom.us/j/93478221423?pwd=SEhPYXhSb0xqVXhlL2oxZzlQengwZz09
Meeting ID: 934 7822 1423

Passcode: 77843-3137

【Afternoon (13:00 - 17:00 Rio)】
14:00 - 15:00 UIA-PHG Seminar Closing Remarks ライブ（一般公開）
Link: https://tamu.zoom.us/j/93478221423?pwd=SEhPYXhSb0xqVXhlL2oxZzlQengwZz09
Meeting ID: 934 7822 1423

Passcode: 77843-3137

【Morning (08:00 - 13:00 Rio)】
08:00 - 09:00

UIA 総会

09:00 - 10:00

UIA 総会

10:00 - 11:00

組織運営会議（主要メンバー）

11:00 - 13:00

Charter of Rio

【Afternoon（13:00 - 17:00 Rio)】
15:00 - 16:00

閉会セレモニーのスピーチ

16:00 - 17:00

リオからコペンハーゲンへ

【Evening (17:00 - 19:00 Rio)】
17:00 - 18:00

文化的イベント

18:00 - 19:00

閉会パーティー

19

Live

4

Keynote session

【2021 年 7 月 18 日

World stage】

講演者：Francis Kéré
講演者：Marina Tabassum
【2021 年 7 月 19 日

World stage】

講演者：Zhang Li
講演者：Francine Houben
講演者：Elizabeth de Portzamparc
講演者：Anna Heringer
講演者：Tatiana Bibao
【2021 年 7 月 20 日

World stage】

講演者：Carme Pigem e Rafael Aranda/RCR Arquitectes
講演者：Li Xiaodong
講演者：Studio Mumbai
講演者：Stefano Boeri
講演者：Jeanne Gang
【2021 年 7 月 21 日

World stage】

講演者：Rui Leao
講演者：Kengo Kuma
講演者：Andra Matin
講演者：Solano Bentiez

基調講演
2021 年 7 月 18 日㈰ プレゼンター：Francis Kéré

高階澄人

Diébédo Francis Kéré は現代建築界において非常に稀有な存在であるが、今やその名前を知
らないものはいないほどに世界的に有名な建築家である。彼はブルキナファソの首都ワガドゥ
グから南に 200キロ離れたガンド村首長の最年長の息子として生まれ、7 才の時に学校のなかっ
た村の中では初めて、教育を受けるために遠方の町に送られている。地元での勉強を終えた後
彼は大工になり、奨学金を得てドイツで実習生として職業訓練を受けながら夜間は中等教育を
受け、ベルリン工科大学に進み建築学を学んでいる。
20

Ⅰ

国際建築家連合（UIA）リオデジャネイロ大会 参加報告

Francis Kéré さんの講演

彼の建築の原体験は子供の頃に通った照明も換気も不十分な教室と、彼の祖母が孫たちに話
を聞かせてくれる決して明るくはないけれど心地良い空間である、として講演を始めた。

Gando Primary School
彼の初めての建築であり、彼自身も村人も建設に関わって地元の材料を使い「自分たちの学
校」が作られた。セルフビルドでつくるために極めてシンプルな構成と架構が選択されており、
採光や換気にはプリミティブ（よってパッシブ）なさまざまなアイディアが施されている。

LYCEÉ SCHORGE in Koudougou
この学校では複数の教室を円形に並べた囲み配置による中庭（安全なミニオアシス）と、各
教室の周囲の木製の素朴なルーバー（「ル・コルビュジエはブリーズソレイユをコンクリート
で作れたけれど、僕は薪に使うような材料しか使えない」
）で囲われた半外部空間を設けるこ
とにより、生徒が友達と共有する空間のグラデーションが実現されている。換気用のウインド
タワーや灌水のためのクレイポットなどアイディアも秀逸である。

BIT Burkina Institute of Technology
ここでは躯体を地元の土を用いたクレイセメントで作ること、プランにモデュールを用いる
ことなどの実験が行われている。ウインドタワーは更に進化し、給水タンクのためのタワーに
はインターネットコネクション用のアンテナも設置し、
「世界と繋がっている学校」現すキュー
トなアイコンとなっている。

STARTUP LIONS CAMPUS
ケニアの中でも特に暑さの厳しい地域であるため、躯体は砕いた岩を積み上げプラスターを
塗った壁構造とし、スラブのみを鉄筋コンクリートとしている。スーダンやエチオピアからの
難民の子供たちが楽しそうに過ごしている様子を Kéré は嬉しそうに説明した。

XYLEN Fishtail Montana U.S.
米国モンタナ州で、彫刻美術館のオープンエアパヴィリオンを「みんながリラックスする」
ように、また「ランドスケープの一部になる」ように、アフリカの地形をヒントにハニカム構
造と束ねた不揃いの丸太の組合せで作っている。
「David Adjayeはいつももっと高度な技術を
使えよって言うんだけど、そんなこと言われたって僕はそんなやり方がわからないしできない
よ！」と言う素朴なコメントに彼の作り方に対する自信が感じられた。

BENIN NATIONAL ASSEMBLY Port-Novo, Benin
「小さくてローカルな建築を作っていたらとうとう国会議事堂まで頼まれてすごいと思わな
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い？」
「単純に欧米の建物真似するのはイヤだから、大きな樹（バラバツリー）の下にみんなが
集まるスケッチを描いて、あえて政府を刺激してみたらこの案でいくことになってビックリ」
と彼自身が言うように、彼の最大の建築の建設が 2021 年の 4 月から始まったとのことである。

Kéré はアフリカで建築を作ることの一番の問題は労働（技術）力と材料であるとし、
「人を信
じること」
「みんなで参加すること」
「自らの手でつくること」
「そこにある材料を使うこと」が
自身の建築の全てである、と繰り返し述べている。
「全ての人が関わることで、全員がプロジェ
クトそのものになる」という彼の哲学は、もちろんアフリカでのプロジェクトにおけるコミュ
ニティ論に留まらず、地球を脅かす気候変動についても「どこかの村の話ではなくこの地球そ
のものの問題である」から「人類が存続するために建築家として世界を変えなければいけない」
という理念にまで繋がっている。

2022 年 3 月、Diébédo Francis Kéréは 2022 年のプリツカー賞を歴代 51 人目の建築家として
受賞した。

基調講演
2021 年 7 月 18 日㈰ プレゼンター：Marina Tabassum

安富祖理絵

Ar. Marina Tabassumはバングラデシュの建築家で、気候、文化、材料、場所、歴史に配慮
した 4 つの建築の取り組みについて紹介しています。
まず、世紀末には水位上昇によりバングラデシュの国土の３分の２が浸水し約 3000 万人が
避難すると予想されています。バングラデシュ人が暮らす世界最大のデルタ地帯は、河川の流
れが毎年変化するため、土手は浸食され村や町、集落が流されてしまいます。そのため人々は、
土地が浸食された場合にすみやかに解体し移動できる家に住んでいます。Ar. Tabassumは超
低所得者や無所得者のために、低コスト（250ユーロ）の移動可能なフラットバック構造をデザ
インしました。主要部は竹、ジョイントに鉄を使ったスペースフレーム構造で、壁は海岸にた
くさん生えている背の高い草を使用し、構造、剛性、軽量、移動のしやすさ、組み立て、解体
のしやすさが特徴です。
次に、スルダルバンの北側に位置するエコリゾートの設計について紹介しています。この地
域特有の泥で建築を造る試みは 2012 年にスタートし、地元の材料と労働力を使ったこのプロ
ジェクトは、敷地周辺の村々を助ける地域経済も生み出しました。そして、建設が終わりに近
づいた 2016 年、Ar. Tabassumたちは、村のコミュニティがより良い環境と生計を立てること
ができるよう、Panigram community initiativeを立ち上げました。この協同組合で自分たちの
資金を調達できるように支援した結果、村の女性たちは協同組合からの簡単な融資で、1,500
ドルの家をセルフビルドすることができるようになりました。ヴァナキュラー建築は、何世紀
にもわたって蓄積された、人間と環境のつながりに関する有形無形の知識を提供します。新し
い建築様式は、環境バランスに配慮し、生態系を修復し、地域経済を活性化し、工業生産され
る材料を含む地域資源に注目することで、その場所の特異性を強調することができます。
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Tabassumさんデザインのフラットバック構造の住宅

続いて、亜熱帯に属するバングラデシュの気候、風土から考える建築について言及していま
した。Ar. Tabassumが建築で追求してきたのは、建築を土地に根づかせること、その場所に
焦点を当てることでした。屋内と屋外の境界を曖昧にし、空気の流れ、光、影を有効的に扱う
ことが、常に焦点となってきました。また、ダッカの独立記念碑と独立記念博物館の設計コン
ペの作品を紹介しました。バングラデシュの歴史と独立戦争を抽象的に表現しています。
最後に、ダッカの北部、トゥラグ川のほとりに建設したベイト・ウル・ルーフ・モスクは、
「モ
スクとは何か？」という問いかけから始まりました。わずかな予算でプロジェクトを実現する
ため、中央の礼拝堂は 8 本の柱の上に建てられ、四方をレンガで包んだパビリオンになってい
ます。壁には穴が開けられており、
空気の流れを良くする呼吸するファサードになっています。
空に向かって開かれた採光・通風コート。昼間の光に照らされた祈祷殿。太陽の動きとともに、
全体的に光が変化し、雰囲気が変わります。予算が少なかったため、素朴で、光が唯一の装飾
品として機能しています。

基調講演
2021 年 7 月 19 日㈪ プレゼンター：Zhang Li

高階澄人

Zhang Li は 1970 年生まれで取得学位の全てを精華大学で修め、現在は母校で建築学科長と
して教職に就く教授であり、また北京で自身の設計事務所 Atelier TeamMinusを率いる建築
家でもある。TeamMinusは近年国内で多くの建築や都市のリニューアルデザインを行ってお
り、北京での冬季五輪の会場施設もその中に含まれている。他にも彼は中国の最先端建築雑
誌 ”World Architecture”の編集長も務め、国内外での講演も数多いマルチタレントである。
彼は講演テーマを「アーバンエルゴノミクス Urban Ergonomics/ 都市人間工学」と掲げ、身
体と都市建築空間の相互作用について論じた。
まず彼は相互作用の身体と対象との距離によって下記の 5 つのカテゴリーに分類した。

1）遠 /Far : 2km 人の動きは点として捉えられる
2）中遠 /Medium Far : 600m 〜 2km 人の動きは方向を含む矢印として捉えられる
3）中 /Medium : 200m 〜 600m 人の動き集団的行動として捉えられる
4）中近 /Medium Near : 200m 以下または徒歩 3 分程度の距離 表情を捉えることができる
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5）近 /Near : 手の届くような個人的空間 人の認識と感覚が一番豊かになる距離
続いて 1）から 5）の実例として彼の作品を紹介し、相互作用について説明した。

1）遠 /Far：Zhangjiakou National Ski Jumping Center/ 冬季五輪施設
2 つの谷を跨ぐ広大な施設を五輪終了後も有効利用するために、ジャンプ台山頂施設（3,900
㎡）は The Peek Clubとして多目的用途施設に、着地地点はフラットにしてサッカースタジア
ムにそれぞれ転換可能なようにし、いずれも巨大な施設であるのでジャンプ台の大きな滑降曲
線で繋いでいる、万里の長城と呼応するような相互作用を期待した、と説明した。

2）中遠 /Medium Far：Shougang Big Air Jump/ 冬季五輪施設
使われなくなった 3 基の巨大な冷却塔が背景となるようにスノーボード等のジャンプ台を新
設した鉄鋼工場のコンバージョンプロジェクトで、近代工業遺産をアイコニックに利用してい
る。人々が見慣れた工場を背景にして最新のアクティビティが行われることにより新しい相互
作用が起きる、との説明である。

3）中 /Medium：Aranya Qixing Youth Camp
一人っ子政策下で生まれた子供達が、夏冬の休暇中などに普段の環境から離れて自然に触れ
たり運動したりするための施設であり、大きなスロープが特徴的である。この施設では子供や
教師が独自や即興のゲームを始めるなど、空間が身体に様々な作用を及ぼしているとのことで
ある。

4）中近 /Medium Near：Jianamani Visitor Center
2 億 5 千万個ものマニ石が積まれた世界最大のチベット仏教記念碑を訪れる巡礼者のための
施設である。チベットの典型的な矩形の中庭を有し、その周りに 11 の展望台を市内の重要な
遺跡や史跡を指すように配している。屋上スペースは適度な広さとその快適さから、ビジター
だけでなく地元の人々が友人や家族と過ごすなどの積極的な利用を生み出している。

5）近 /Near：Installation at The Nets Garden Suzhou
ルカ・モリナーリスタジオのキュレーションによるインスタレーションプロジェクトである。

Zhang Liは中国の伝統的庭園に見られる「擬似山」を木の箱、布、ガラスブロックを用いて「水
の流れないトイレ」として再現している。この小さな空間が「自身を解放する」という新しい
経験に作用することを目指した実験である、とのことである。

TeamMinusのサイトにおいてもプロジェクトが SMALL/MEDIUM/LARGEにカテゴライズ
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されていることからも、Zhang Liは建築的対象の大きさや距離が身体に及ぼす物理的、精神的
作用に興味があることがわかる。
聴

衆の質問に答えて、今回のパンデミックが身体に与えた影響は大きく、自分達がいかに人

との関わりを求める社会的生物であるかを改めて知ることになった。
その結果、
社会のネガティ
ブな部分（犯罪、格差、貧困など）は、建築や都市を社会が共有することで解決できるのでは
ないかと考えるに至り、
「どのように共に生きるか」を考えていきたい、と締めくくった。

基調講演
2021 年 7 月 19 日㈪ プレゼンター：Anna Heringer

永野ますみ

Anna Heringer 氏はドイツ人の建築家で持続可能な建築の擁護者である。
“Architecture is a tool to improve lives.”「建築は生活を豊かにするための手段である」我々
は建築すると同時にコミュニティと社会的公正を築くことができる。我々は自然と調和して建
築することができ、自然には無償の資源がたくさん存在している。彼女のビジョンから講演が
始まった。
彼女は、19 歳のときバングラデシュへ行き、外的要因に頼らずその土地にある資源で持続可
能な開発を行うことを学び、“METIschool”の建築で実践した。この小学校は、地元の土と竹
を材料に 6 か月かけて人の力だけで建てられた。職人の技術力は、ソーラーや風力よりも重要
なエネルギーであり、地元の職人へ支払う給料は地元のマーケットで消費されるので、学校建
設は地方発展の誘発となり持続可能な経済につながると述べている。また、土は、手触りが素
晴らしく子供、障害者、老人も扱えるインクルーシブな材料である上に、地元で採取し、いつ
でもリサイクルできる持続可能な資源であると述べている。建築材料を選ぶとき、誰がその利
益を得るのか考えるのは重要で建築家の責任である。利益は、大産業だけでなく職人へもいく
べきだ。
バングラデシュ Budrapur 村の “Anadaloy Building”は、障害者のための施設と織物作業場
で「人は皆違いその違いが美しく多様性は尊重されるべきだ」というコンセプトで建てられた。
この施設も地元の土と竹で建築された。この村は、土の採取場や竹林、畑が建築の周囲に存在
し、スラム化している都心とは相反して持続可能な生活と建築が共存する素晴らし例である。

Anna Heringerさんの講演
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持続可能な地球を考えデザインを選択するとき、世界は大きな１つの決断で変わるのではな
く、小さなたくさんの決断で変わる。
一方、現代社会の願望を満たすため、彼女はテクノロジーを積極的に駆使している。我々は
創造力を働かせ現代の手法を用いることで昔の材料で建築することができる。中国 Baoxi 村で
は竹を編んで美しく安全で快適なホステルを建築した。
大聖堂の 100 周年を記念したコンペ企画では、バングラデシュで学んだことから、材料と道
具を準備しコミュニティで祭壇を制作した。みんなでつくる過程で築かれるコミュニティは、
完成品と同じくらい重要だ。なぜなら我々は材料や情報に不足はないが、良い人間関係が欠け
ている。建築の過程において人間関係が構築され所属感が生まれる。これはかけがいのないこ
とだ。
最後に、建築家としてわれわれはこの地球、惑星に重大な責任があると述べまとめている。
自然材料は規格化されていないため、たくさん職人技が必要となり、たくさん仕事を提供する。
自然材料はカーボンニュートラル、カーボンポジティブである。世界中が地元の財産である自
然材料で建てられるべきだ。
その建築は、
健康的で持続可能であるだけでなく、
人道的で美しい。

基調講演
2021 年 7 月 20 日㈫ プレゼンター：Stefano Boeri

田口純子

イタリアの建築家・都市計画家であるステファノ・ボエリ氏の仕事は、建築と生きている
自然との関係に焦点を当てている。今回は Boeri 氏によって ”From Vertical Forest to Forest

Cities”という講演が行われた。
はじめにボエリ氏は、元アメリカ国務長官のドナルド・ラムズフェルド氏の言葉 ”unknown

unknowns”を引用し、世界には私たちが知らないことを知らない部分があると述べた。
都市が占める地球上の面積は 3％に過ぎないが、その 3％が強力な力をもって、成長する世
界中の都市環境をコントロールしている。3％の面積の中に地球上の 55％の人口が住み、70％
のエネルギーを消費して、75％の二酸化炭素を排出し、80％の GDPを生み出している。
一方で、地球上には 3 兆本の木があり、
地球上の面積の 30.7％を覆っている。その 30％の森は、
地球上の 80％の生物多様性を保持し、40％の再生可能エネルギーを生み出し、海と共に 30％
の二酸化炭素を吸収し、20％のツーリズム市場を支えている。
私たちの都市生活は高度な科学技術やネットワークに支えられているが、それと同時に、こ
の 30％の森や海のことを忘れることなくケアしなければならない。
重要なのは、建築家や都市計画家、政治家などが最善を尽くすように導くことである。都市
は気候変動の第一原因であり、気候変動の第一被害者でもある。しかし、都市の緑化や持続可
能な政策により、都市は気候変動を緩和するリソースになることができる。成長した木は二酸
化炭素を吸収し、熱を緩和し、エネルギーを節約し、保水の機能を持っている。
そこでボエリ氏は、Nature-based solutions（自然の力による解決策）を提案している。2014
年にミラノに建設された ”Vertical Forest”はその第一歩である。2 棟のタワーは 21,000 以上の
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植物を有し、概算で年間 30トンの二酸化炭素を吸収し、19トンの酸素を生み出している。30％
のエネルギー消費を抑え、マイナス 2 度のヒートアイランド緩和効果がある。また、生物多様
性については 20 種類の鳥類、59 種類の植物を有している。スイスのローザンヌや中国の南京
の他、複数の都市で建設中であり、地域と協力して植物を育て、建設コストの削減にも取り組
んでいる。また、建設にかかる二酸化炭素排出量を削減するため、コンクリートの消費を抑え、
木を多用して建設する実験をしている。
ニューヨークのセントラルパークには 2 万の木があるが、1 棟の Vertical Forestに 1330 本の
木を植えられるとすると、15 棟あればニューヨークにある森を 2 倍に増やすことができる。
さらにボエリ氏は、自然の力によって都市を作り替える戦略として、Green Retroﬁttingを
提案している。集合住宅などの既存の建物にグリーンカーテンを設置するプロジェクトが紹介
され、それらは「都市のジャングル」と形容された。
最後にボエリ氏は、自然と都市を融合させる方法について説明した。ミラノの Green River プ
ロジェクト、ティラナ（アルバニア）の TR030プロジェクト、ジュネーブのプロジェクトなど、
より大きなスケールで都市を緑化し、二酸化炭素の排出やヒートアイランドを抑える計画が紹
介されたほか、火星居住計画における緑化都市のイメージも紹介された。
ボエリ氏にとって緑は建築を装飾するものではなく、
建築に新しい見方を与えるものである。
また、そこで生み出される生物多様性は、人間にとってだけでなく、様々な種の保存にとって
重要となる可能性をもっている。

基調講演
2021 年 7 月 21 日㈬ プレゼンター：Kengo Kuma

高階澄人

今や世界における日本人建築家を代表するアイコンである隈研吾はオスカー・ニーマイヤー
のファティマの聖母教会のスライドから講演を始め、教会の三角形の屋根の下の半外部空間
と、外壁に貼られたタイルの 2 点がブラジルと日本の建築における両者の共通点をであるとし
た。つまり、教会の周囲を巡る半外部空間は内部とも外部とも明確な区分けが出来ない部分で
あり、さまざまな教会活動に有効に利用できる空間である。一方で日本には「Engawa ＝縁側」
を設ける文化があり、
この空間も季節や気候により内部的にも外部的にも使われてきた。また、
27

隈研吾さんの講演

芸術家ブルカオのデザインによる創作性の高いタイルについては、ブラジル文化にルーツを持
つクラフトマンシップを感じさせるものであるが、ニーマイヤーの雄大な現代建築と融合し昇
華されている。日本でも地域により数多くの地域性のあふれる材料が職人の手によって創り出
されており、建築に用いられている。隈はさらにニーマイヤーのカヴァネラの家における「自
然との一体化」への試みと、日本の里山における自然と人の関係性の再構築の試みの共通性を
について述べ、その後の講演の中で自分の作品においていかにこれらのテーマ、
「半外部空間を
取り入れ、地場の材料を用い、自然との融合を目指してきたか」が繰り返し説明された。
紹介された作品群：
ジャパンハウス、広重美術館、檮原町立図書館、竹屋、呉市音戸市民センター、キラリ、
守山市立図書館、檮原町立図書館、角川武蔵野ミュージアム、新国立競技場
講演後の説明でコピーライトの問題であったことが説明されたが、講演当日は隈の紹介する
画像はほとんど見ることができず、話続ける本人の顔を眺めながら作品を想像する以外の術が
なく、オンラインのチャットは視聴者の不満で大騒ぎとなっていた。
それでも講演の最後に付け加えられた、隈に頻繁に投げかけられる「なぜ小さな建築もつく
り続けるのか？」という問いへの回答、
「外部的制限が少なく自分の判断により実験的な試みを
行う可能性が潜んでいる小規模な建築プロジェクトには、今後も建築家としてチャレンジを続
けていきたい」という言葉には、画像を超えた意志を感じた。

COVID-19 により UIA RIO 大会 2020 も東京オリンピック 2020 も開催が 1 年延期されること
となったが、隈の 7 月 21 日のこの講演の後、23 日に東京オリンピックの開会式が新国立競技場
で行われ、全世界に映像を通じデビューした。
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Oral Presentation
中村

【2021 年 7 月 9 日

勉

オンラインにて実施】

講演者：中村勉（JIA 代表、UIA Sustainable Architecture WG 委員）
講演テーマ：Architect’s Action against Fukushima, Global warming and Covid-19
Small environmental world! to the OFF-GRID House/ Office/ School

JIAの代表として、また UIA Sustainable Architecture WG 委員として、中村勉がオンライン
で 2021 年 7 月 9 日に講演を行った。

Architectʼs Action against Fukushima, Global warming and Covid-19
small environmental world! to the OFF-GRID House/ Ofﬁce/ School
講演目次
Report from Fukushima :

2014
2017
2019
Against Global Warming:

Eight Processes to De-Carbonized City against Disaster
1 ﬁrst: Stop excess development, minimum development by Planning,
2 second: Long Use of Existing, refurbish use of Existing buildings,
3 third: Zero Energy House/ Building,
4 fourth: Passive Energy Planning,
5 ﬁfth: Use self-create Local Renewal Energy except Nuclear power,
6 sixth: Make OFF-GRID Buildings,
7 seventh: Energy spread to Community by VPP( ※ virtual power plant ),
8 eighth: De-Carbonized City, by lower the Demand and higher the Energy
Against Covid19:
① from Circulation Air-conditioning System to One-Way Fresh Air System
② Natural Air Flow by the Heat Radiation System
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1
Basic Philosophy

1. Fukushima

Self sufficient in a small envi. world

Architect’s Action against Pandemics,
Fukushima, Global warming and Covid-19

☆

Environment

．．
．
Solar
Energy
．○

mountain
water

heat air
light

☆

planet
Space

☆

②With this amount, I can appeal no need for Nuclear Energy by the enough power of the
renewable energy.

Radiational Cooling
Radiation cooling
Air circulation

③We have organized “Fukushima Conference” together with Prof. Norio Akasaka, anthropologist,
with app. 50 specialists, at the end of August, we propose Non Nuclear Society by Natural
Energy which is enough in Fukushima Pref. The Governor of Fukushima Prefecture made the
declaration for the Non Nuclear Society in Fukushima at the end of August.

Ground City

Material Circulation forest Satoyama
Renewable Energy creature
water

Ben Nakamura BNA
Architect, JIA
President, Council for Promoting De-Carbonized Society, Japan
Former President for Tokyo Society of Architects, engineers,
Professor Emeritus, Monotsukuri Institute of Technologists

☆

Air Circulation

Small Environmental World !⇒⇒to the Off-Grid House/ Office/ School

2021 Lio De Janeiro UIA Congress

①After the Fukushima Disaster, 3・11, 2011, I have studied very quickly, the possible amount of
the natural / renewable energy, to be developed in Hama Shore Area of Fukushima Prefecture.

☆

We have hold Fukushima Conference in 9･11 and 3･11, and I have joined the discovery
committee member of Minami Soma City and Namie Town.

Cool air
Grass/trees

④I have discussed with the people of Minami-Soma City, Namie Town, and Iidate Village, and
proposed the Plan to Recover in more than 20 years, to remove the salt and the contamination of
the nuclear explosion from the land, without loosing the hope, and keeping the mind to be back
to their home land.
I have visited every year watching the real discovery situation and report at every UIA congress

Waste, Recycle
river
History/ Local Identity Field farm
Living creatures earth sea
ground source heat
geo heat
Natural Energy
magma

×Far transported energy×
×

⑤This year, 10year after the disaster, we, members of AIJ(Architecture Institute of Japan) have
WG to verify the actual recovery. At the end of the discussion, we report the recovery of the
contamination area have been totally non- decontamination process, and the town discovery has
been looks proceeding, however, the people’s living has not recovered yet.

○Renewable Energy〇
〇

©Ben Nakamura

2011 April

Report from Fukushima 2014

Recovery Plan for Fukushima Disaster Area ©Ben Nakamura
A: Damaged Area by
Tsunami / Radio-activity:
Sky Solar with Agri-Field
for Land Recovering
B: 20Km Agri-Horticulture Area:
Solar and Biomass Power
Plants
C: 20~30Kw Area:
Biomass Fields and Dispersed
Small Power Plants
Small Water Power Plants
using the Agri Water Reservoir
C,D: Shore Area:
Wind Power Plants on Hills
and Shore Area
D: 30~60Km Area:
Life Sharing Housing and
Light Industry Estates

Report from Fukushima 2014

Government only manage their wills.
Government construct sea walls, public sector buildings,
fishermen‘s’ markets, irrigation, infrastructural facilities.

Seamen lost their sea,
Farmers lost their land,
Merchants lost their market,
not by their own will.
Families separated in several houses,
Communities separated in some areas.

Many constructional demands increased, the development
babble occurred.

Still130,000 people lived apart from home.
Still Namie Town / shore area not clean up
and not yet recovered .
Still many people lived in emergency houses.
Government only manage their wills.

Recover housing development started in public,
very few in private houses.

The construction markets disordered、
cost has been higher, lack of workers, rejection new work,
etc.

Notwithstanding non desire of them,
it happened by Tsunami and Nuclear Accident.

©Ben Nakamura

Report from Fukushima 2014

Fukushima Dai -ichi Nuclear
Power Plant
No.1: 460,000Kw1971
No.2: 784,000Kw1974
No.3: 784,000Kw1976
No.4: 784,000Kw1978
No.5: 784,000Kw1978
No.6. 1,100,000Kw1979
total 4,696,000Kw

before

2019

2017
Nuclear Core has been left as the time collapsed.
Time has been stopped.
Still the core has big scale Nuclear Radiation 530SV.
Nobody, Nothing can be got into the core.

People made Kannon on the beach hill

Fukushima 1F plant, seen from north sea shore

2011
11,March 2011, Tsunami attacked and Plant
Stopped by emergency electricity immersion by tsunami.
Melt down of the core happened and hydrogen burst
destroyed No,1,2,3 plants.

530sv/h

In 2014, many tanks are set on the hills.
Nuclear contamination water is not under control,
360,000 tons stocked, 400 tons/d increasing
30m Ice bar walls will be put around the plants (1500m)
2014
30~40years needed to finish

5cm of the Iidate Village forest soil is corrected in 2.2million
flexible container packs

2019
Left: Ukedo, Namie town, 30 recovery houses
completed, however, people living are all workers for
Nuclear Plant 1F recovery site.
Below: Naraha town, shopping facilities is developed
by public sector.

2.2μSv

1.2μSv

Young people play for Surfing on the sea beside 1F plant

Forest Area still have Cesium 1~100,000Bq/㎡ ©Ben Nakamura

©koji Itonaga
1.8μSv

My friend looking for the name
He died one year later

2019
In 2019, community center has been
renewal in Odaka ward, Minami Soma
city,
After restricted zone is cleared, 3,000
people come back and looks little
active, where it had 13,000 people
before..

Before Decontamination, Houses near the
Forest has heavy cesium 0.5~1.9μSv

Decontamination work by the government clear only few
meter wide from the road and the house.
Back Forest is remained as heavy contaminated area.

1.7-1.9μSv
0.8μSv

0.5~0.9μSv
1.2μSv

1.05-1.22μSv
0.7μSv
1.1μSv

©koji Itonaga

Land use of Odaka city,

2μSv

Before(left) and
Happy land

2. Against Global Warming

After(right 2018)
Contaminated and vacant land

Temporary
Stock Yard(blue)

What I was afraid of finally began.
Nanda Devi glacier broke off, Feb.7, 2021
※ It is start to Himaraya, Assam Glacier Crashing
by Global Warming, as assumed by us.
Disaster
Preservative
Forest(green)

Decontamination
Along roads

Architect’s Action against Pandemics,
Global warming and Covid-19

Tsunami area
Red

Small Environmental World !⇒⇒
!⇒⇒to
⇒⇒to the OffOff-Grid House/ Office/ School

a massive flood of water, mud and debris flowing at
Chamoli District after a portion of Nanda Devi
glacier broke off in Tapovan area of the northern
state of Uttarakhand, India, Sunday, Feb.7, 2021
Record-breaking temperatures and months of severe
drought have fueled a series of massive bushfires
across Australia.

No decontamination
Mountain area

Eight Processes to De-Carbonized City against Disaster
1 first:

massive bushfires across Australia

3 third:

Zero Energy House/ Building,

Four: Passive Energy Plannings in my ZEH and ZEB Design

Fig.1: Definition of ZEH

Stop excess development, minimum development by Planning,

2 second: Long Use of Existing, refurbish use of Existing buildings,
3 third:

1. Passive Energy Demand Planning,

Zero Energy House/ Building,

4 fourth: Passive Energy Planning,
5 fifth:

Use self-create Local Renewal Energy except Nuclear power,

6 sixth:

Make OFF-GRID Buildings,

Himalayan glacier crashing

① Shade space by deep eaves,
② Thick heat insulation on the Skelton of the facilities,

Fig.2: energy consumption detail

③ Timber windows with quattro glass are very effective.
④ Low heat-penetration quality of the envelop skin of the building,

7 seventh: Energy spread to Community by VPP(※virtual power plant ),
8 eighth: De-Carbonized City, by lower the Demand and higher the Energy

30

Ⅰ

〈参考資料〉中村氏の講演資料

国際建築家連合（UIA）リオデジャネイロ大会 参加報告

2
1. Passive Energy Demand Planning,

1. Passive Energy Demand Planning,

① Shade space by deep eaves,
② Thick heat insulation on the Skelton of the facilities,
③ Timber windows with quattro.
④ Low envelop heatheat-penetration quality of the building is needed,

① Shade space by deep eaves,
② Thick heat insulation on the Skelton of the facilities,
③ Timber windows with quattro.
④ Low envelop heatheat-penetration quality of the building is needed,

2. Passive Energy Supply Planning,,
① Solar Direct Gain Energy
KimadoTimber Quattro
0.51

Aluminum Pair

the Passive Direct Gain of the solar energy in winter
Sommer sun

② Air movement by solar chimney,
③ Wind Power, Geo-power and Hot water Energy

Aluminum Single

Winter
sun

Heat Penetration ratio

⑤ Heat exchange with waste air
⑥ Ground heat by Hot/ Cool Tube under ground

Resin Triple

roof wall floor

① Shade space by deep eaves,

©Ben Nakamura

④ Night Purge storing the energy of the night for the daytime cooling system.

heat
penetration
ratio
world highest
0.51 w/㎡ｋ

Timber Pair

the Passive Solar Off Limit in summer

※単位は全てW/
単位は全てW/㎡
W/㎡K
Heat Insulation Quality of Roof/Ceiling (0.24), Wall (0.53), Floor (0.34) and Base column (0,53 w/sqm.k)

2. Passive Energy Supply Planning,,

resin triple glass sash (0.91), and (0.79) .

aluminum single glass sash (6.5), pair glass sash (5.6) and
timber sash pair glass (2.9w/sqm k).

©Ben Nakamura

2. Passive Energy Supply Planning,,

2. Passive Energy Supply Planning,,

① Solar Direct Gain Energy
② Air movement by solar chimney,
③ Night Purge storing the energy of the night for the daytime cooling system.
④ Passive Heat exchange with waste air
⑤ Ground heat by Hot/ Cool Tube under ground

① Solar Direct Gain Energy
② Air movement by solar chimney,
③ Night Purge storing the energy of
the night for the daytime cooling.
④ Heat exchange with waste air
⑤ Ground heat by Hot/ Cool Tube
under ground

① Solar Direct Gain Energy
② Air movement by solar chimney,
③ Night Purge storing the energy of the night for the daytime cooling.
④ Heat exchange with waste air
⑤ Ground heat by Hot/ Cool Tube under ground

④ Passive Heat Exchange flexible duct of
fresh air in the chamber of waste air (73%
exchange)

① Solar Direct Gain Energy

教室１
テラス

テラス

FCU

輻射

750

吹出口
輻射
吹出し温度12℃

■クール･ホットチューブ
竣工後、 1月の実測値と して、 外気温9
度に対し て床下の吹き出し 温度は12度
と 3度の温度差を計測し た。

② Air movement technology
Solar Chimney make air flow by solar
heat onto the top of the chimney
(passive energy supply)

©Ben Nakamura

マイナスイオンを含んだ森の新鮮空気
掃除口
中間ダクトファン
外気温度9℃

ｸｰﾙ･ホットチューブ φ250(３本×約６０ｍ）

Fresh air intake point
⑤ Ground heat by Hot/ Cool Tube (50m) under ground

©Ben Nakamura

３Active Energy Supply Planning,,
①Sky Solar (elevated sharing) system
②Solar Curtain Wall
③Ground source Heat energy

©Ben Nakamura

３Active Energy Supply Planning,,

①Sky Solar elevated panel
Against Water Hazard

①Sky Solar (elevated sharing) system
②Solar Curtain Wall
③Ground source Heat energy

④ Solar Curtain Wall
in Daito Bunka University

• Sky Solar (elevated) System was born from Fukushima, for the Solar Energy sharing with Farming for the
farmers’ recovery

３. Active Energy Supply Planning,,

• Sky Solar set on the River Flood Control Pond, and save the River from the Water Hazard

Connect to the line
Connect to the line

Power plant put above water
Power plant put above water

Sky Solar Panels above High Water Level
Sky Solar Panels above High Water Level

②Ground source Heat energy

①Sky Solar (elevated sharing) system
②Solar Curtain Wall

Easy maintenance, no grass cut
Easy maintenance, no grass cut

③Ground source Heat energy

Ground source heat pump using by
hollow construction pile
60～
～80kw/h energy with COP4.8

©Ben Nakamura

４．Off-Grid Building, spread to distributed VPP
to Smart City

① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house/ Office/ University/ School
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

４．Off-Grid
Building, spread to distributed VPP to Smart City
４．
① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house/ Office/ University/ School
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
Natural air flow in Summer
Direct solar gain in winter

④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

passive energy gain (solar, ground heat)
Passive energy storage (stone, concrete, soil)

Passive low emission (thick insulation, Timber Quattro Sash)
Passive heat exchange (fresh air / waste air)

① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house/ Office/ University/ School
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

Energy storage (passive)

Air into the underfloor
Only Central one Air conditioner

1 stone floor
2 under floor concrete base
3 internal plaster wall, ceiling

Natural air flow
Natural material use
Timber structure

Active Energy
10.5 kw solar panels,
4kw for networking,
1:battery 10kw
2:hot water tanks(HP) 2×450l

Solar panels 12kw

４．Off-Grid
Building, spread to distributed VPP to Smart City
４．

① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house/ Office/ University/ School
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

active energy gain (solar panel, ground heat bore hole)
active energy storage (battery, Hot water tank)
Heat pump one air conditioner system
Annual Solar Energy = 132GJ/y

Timber Quattro Sash

Ground heat bore hole
(100m) 10kw

４．Off-Grid Building, spread to distributed VPP
to Smart City

Passive Structure Quality:
By thick Insulation, timber quattro window
passive heat exchange,
UA (average heat penetration ratio)= 0.3
Primary Energy Consumption= 60GJ/y
Passive Direct gain of solar energy on the marble floor

Direct gain (passive)
Of solar energy
On the marble floor

©Ben Nakamura

©Ben Nakamura

Passive: Insulation:
Roof; fiver and wood board
Wall; fiver
Passive heat exchange
Through waist air to the fresh air

４．Off-Grid
Building, spread to distributed VPP to Smart City
４．
① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house/ Office/ University/ School
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

©Ben Nakamura

４．Off-Grid
Building, spread to distributed VPP to Smart City ©Ben Nakamura
４．
① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house and Buildings
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

Nanasawa
② OFF-GRID school

Self Sufficient in the Small Environmental World
is resilient against any Hazard

2010 LEAF AWARD of
Leading European Architect’s Forum

©Ben Nakamura

Daito Bunka University, Itabashi Campus

Solar Power and Storage System for Off-Grid University
Daito Bunka University, Itabashi Campus

４．Off-Grid
Building, spread to distributed VPP to Smart City
４．

① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house and Buildings
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

③ OFF-GRID Housing energy balance technology
◇ 28kw solar panels

=

75,000kwh/365=205.5kwh/d
〇 ＋10kw Battery

DEMAND

■ Low Income Group
Energy Use a Year
: 20GJ/yp=7.4Gj/ys=2050Kwh/ys
a Day =5.6kwh/d ?
2kwh ?
24 units a Day =135kwh/d

NANASAWA KIBOU-NO-OKA ELEMENTARY SCHOOL

４．Off-Grid Building, spread to distributed VPP to Smart City

① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house and Buildings
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

SUPPLY
■ Model Housing 30㎡×24 units

©Ben Nakamura

②OFF-GRID Self- Sufficient Development

Supply and Demand Balance
In every 365 days to be checked

①

Passive Cooling System

②

Off−Grid Development for low infrastructure Area:
A: Off-grid Energy ; Solar and Wind Power Energy
B: Off-Grid water ; Drinking Water from the well
C: Off-Grid sewage ; Sewage and Waste water
treatment system
D: Clean toilet ; Super water saving and clean toilet
by special toilet system
E: Rain Water soaking into the ground
F: HEMS Energy Control System

We propose Off-Grid Affordable Housing in India
where it is far from main infrastructure.
Off-Grid smart city is independent in its energy and water & sewage.

BOD 300 original waste water

⑤Trans Bio-Filter
Waste Water Treatment Technology

B

①
D
①

A

©Ben Nakamura

４．Off-Grid Building, and spread to distributed VPP to Smart City

① Passive Technologies save the energy to half
② Off-Grid house and Buildings
③ Energy Supply and Demand Balance Technologies
④ Bio-Filter Waste Water Treatment Technology

F

©Ben Nakamura
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3. Against COVID-19

3. Against COVID-19

① from Circulation Air-conditioning System to One-Way Fresh Air System
② Natural Air Flow by the Heat Radiation System

太陽光発電パネル

風の塔

通風

屋上緑化

• Japanese regulation require 0.5times/h air exchange against sic-house formaldehyde.
However against COVID-19, it will be fewer.
• Quin H(2010) experimented particle removal efficiency of HEPA air cleaner,
comfortable air movement is 2.5~5.6times/h.

天空光
ライトシェルフ

換気口
重床チャンバー
（蓄熱利用）

• Mousavi et al(2020) experimented 99% aerosol removal by 28 times/h ventilation.

通風
杜

給気塔
5℃

鮮空気

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ
余熱
10℃

• We have Experimented Cool/ Heat Radiation System, which make 5 ~ 30times/hour

沿道緑化

20℃

水蓄熱槽
冷温水

50℃

共同溝ホットチューブ
外気処理空調機
地熱利用中空杭
地中温度 年間15℃～20℃ （地熱を熱源として利用） 杭内循環水温度
8℃～15℃

① One way Air Flow for 9 story Minato Public Health Center
① One way Air Flow for
Daito Bunka S=1/400（冬季）
University
3号館設備断面図
©Ben Nakamura

This Natural Air Flow by the Heat Radiation System will save against COVID19

©Ben Nakamura

2. Against COVID-19

2. Against COVID-19

In Japanese four season, we set 7 operation pattern, by closing under floor or open to the room
1.5ヶ月
6月～7月前半
昼夜 除湿要

Mo期

東京月気温2019年
35

2.5ヶ月
７月後半～９月
昼 床冷房/除湿
要

Mo期

1.5ヶ月
10月～11月前半
昼夜 除湿要

Sm期

30
25

3ヶ月
12月〜2月
昼夜暖房要

15
10

Wi期

5
0

2019

1

2

Im期

Im期
Ws期
3

2ヶ月
3月〜4月
夜暖房要4

月平均値

2.5ヶ月
5月〜7月前半
中間期
5
日最高気温

6

Wi期

2ヶ月
10月〜11月
中間期
7
日平均気温

8

9
日最低気温

10

11

12

年の値

©Ben Nakamura

Outer Air
30℃

Yamaguchi Denki New HQ Off-Grid, Natural Air Flow Office

Please remember, your idea and action will save the Pandemic!

Thanks for listening and watching
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©Ben Nakamura

Sealing 28℃
Heat Radiation

Natural Air Intake Freely
Natural Air
0.5〜
1m/sec

Natural Air
0.5〜
1m/sec

Natural Air
Air Intake Freely
Natural
0.5〜
1m/sec

Heat Radiation

Floor28℃

©Ben Nakamura

① from Ventilation System to One-Way Fresh Air System
② Natural Air Flow by the Heat Radiation System

① from Ventilation System to One-Way Fresh Air System
② Natural Air Flow by the Heat Radiation System

20

① from Ventilation System to One-Way Fresh Air System
② Natural Air Flow by the Heat Radiation System

② Natural Air Flow by the Heat Radiation System
Normal Air condition System circulated internal air, We put Heat/ Cool energy put under floor closed space,
Floor Cool energy will radiate sealings and people cool by radiation, Then make internal space free for
Natural air Intake Freely. We also set 0.5~1m/sec (approx. 50times/sec) air which make 3~5℃ cooler to the body

• One Person requires 30㎥/hour of fresh air.

排気

太陽光

電パネル
ｲﾌﾟﾙｰﾊﾞｰ

2. Against COVID-19

① from Ventilation System to One-Way Fresh Air System
② Natural Air Flow by the Heat Radiation System

• Normal air has approx. 450ppm of CO2, Japanese standard requires less than
1000ppm for the people’s health.

One way Air Flow save the
inside air to be clean
against Covid-19

風力発電

3

Under Floor Closed space25℃〜28℃

Yamaguchi Denki New HQ Off-Grid, Natural Air Flow Office

©Ben Nakamura
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国際建築家連合（UIA）リオデジャネイロ大会 参加報告

いま UIA で何が起こっているか

公益社団法人 日本建築家協会会長

六鹿正治

UIA 大会とは
世界中の建築家協会の連合体である UIA（国際建築家連盟）では 3 年ごとに大会（Congress）が行われる。大
会では JIAの建築家大会と同様に、多くの講演・セミナー・会議・展示などが行われるが、あわせて UIA
に関わる大きな決定をするための総会（General Assembly）が開かれる。総会には 115 前後の全ての加盟協会
の会長が出席する。
東日本大震災のあった 2011 年に苦労の末に開催にこぎつけた東京大会以降、2014 年のダーバン、2017
年のソウルと順調に大会は開かれたが、2020 年のリオデジャネイロ大会はコロナ禍で 1 年延期された。
しかし状況が改善しなかったため、結局 2021 年夏にオンライン開催となった。
総会で議論し決議されるのは、運営の根幹にかかわる議案、次の 3 年間の役員選挙、そして 6 年後の開
催都市の選挙である。
役員も開催都市も総会でのプレゼンテーションや各国主催のパーティーなどで選挙運動をするのが従
来のやり方だったが、今回はそれがすべてメールやオンライン会議などに変わった。
今回の選挙で、会長にはメキシコのホセ・ルイ・コルテス氏、事務局長にはマレーシアのペイ・イン・
タン氏、第 4 地域（アジア・オセアニア）担当副会長にはバングラデシュのイシュティアク・ザヒア・ティ
タス氏が選ばれた。また 2023 年コペンハーゲン大会に続く 2026 年の開催都市としてバルセロナが選ば
れた（表参照）。

リオ大会で起きた問題は
対面ではなくリモートが中心の状況になると、飛び交うメールの重みがかなり違ってくる。自分への
投票を求める多くの候補者からのメール以外に、過去の会長や役員からも多くの主張や働きかけのメー
ルが全世界の会長宛てに発信される。たぶん SNSでは無数のグループで意見交換が行われているのであ
ろう。
その中で特に注目されるものが 2 通あった。1 通は第 1 地域（西ヨーロッパ）副会長だったロレンツ・ブ
レーカー氏からのもので、名指ししないまでも会長の運営スタイルを非常に厳しく批判するものであり、
同じく第 1 地域から大会に出された動議と対をなすものであった。
この動議そのものは UIAの運営を各地域の意見をより民主的に反映したものにする、執行部内での決
定プロセスをオープンにし、議事録、執行状況記録を確実に作成する、という全く基本的な改革の主張
であったため、そんなことが今まで行われていなかったのかという驚きとともに、大多数の賛同を得て
可決された。しかし他方、アメリカから出ていた会長にどういう問題があったのか、それは事実か、単
なる執行部内の確執なのか、などは必ずしも明らかでない。
しかしながら、2017 年のソウル大会での審議事項とその後の大きな流れを見ると、問題の所在はある
程度想像できる。当時、3 年に 1 度の UIA 大会では情報交換が円滑でないとして、執行部から 2 年に 1 度
にする案が出されたが、負担増になるとして小さな国々から猛烈な反対にあったため、4 分の 3 の支持を
得られずに否決された。
ところが、いつの間にか、総会の議決を経ないまま、3 年に 1 度の大会の中間に「UIA フォーラム」が急
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遽設定され、さらに総会での投票を経ないままに 2018 年に第 1 回をバクーで開くことが各国に一方的に
通知された。しかもフォーラムに臨時総会が付け加えられたのは驚きであった。総会は全加盟国会長の
出席が原則だからである。これでは通常の大会と何も変わらない、実質 1.5 年に 1 度 UIA 大会をやること
になったのか、賛否はともかく、どの国の会長もこの大きな決定に関わっていない、のである。
このようなことがしばしば執行部内で起こっていた可能性があり、今回の動議に至ったのではないか
と想像される。大会とフォーラムの位置づけについてもいずれオープンな議論と明快な整理が必要とな
るだろう。

UIA とオリンピックは精神でつながるか
もう 1 つ注目したのは、2011 年の東京大会のときに UIA 会長だったルイーズ・コックス氏からの世界
の全会長に宛てたレターである。
彼女は、第 1 地域からの動議にあるような UIAの改革が成功するように、投票前にしっかり考えてね
という忠告を全世界の会長宛てに送るにあたって、奇しくも同じタイミングで大会が行われていた UIA
とオリンピックの創立精神を類比してみせたのである。今回の東京オリンピックの開会式の TV 中継を
オーストラリアで見ながら、参加 205 か国の中にすべての UIA 加盟国が入っていること、そして各国の
若者たちが国旗をもって誇らしげに行進している姿に、UIAもオリンピックと共に原点は何かというこ
とを捉えなおして新しい出発をしなければならないと考えたという（次頁原文）。
東京オリンピックが引き合いに出されているのなら、日本の会長の私が返事を書かないわけにはいか
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ない。そこで私は、東日本大震災の直後に行われた 2011 年の UIA 東京大会と、パンデミックのさなかに
開催された 2021 年の東京オリンピックを対比させつつ、その同時期にリオ大会が行われていた UIAの持
つ不思議な巡り合わせに言及しながら、UIAの改革について、創立の精神に戻り、オリンピック精神も
参照して再起動していくことに心からの賛意を示した（次頁原文）。
これらのメールの往復に対して、元会長（1999-2002）で UIAに自己の名を冠した賞があるヴァシリス・
スゴウタス名誉会長（ギリシア）からも同感のメールが寄せられた（次頁原文）。

JIA が目指すべきことは何か
JIAは日本の建築設計界を代表して UIAに加盟して国際活動を行っている。また JIAの主導する登録建
築家制度の根幹は UIA 基準の建築家であるとされる。したがって JIAにとって UIAはたいへん大事なもの
である。にもかかわらず、既に述べたことからわかるように、UIAは無謬の絶対的存在ではない。世界
の国々の建築家協会の参加と議論によって作り上げられ、常に少しずつ動いているものなのである。そ
の点で国連や国連機関などと全く同様である。

UIA 基準が大事だとするなら、その UIAに JIAが大事だと思うことを反映させることも同じくらい大事
なのではないか。UIAも国連などと同じように建築家のプロフェッションをめぐる各国・各地域の思惑
が交錯して動いているのである。そこには理想もあり現実もある。
幸い JIAは過去の先人たちのお陰で選挙における投票数が 9 に達する。総投票数が 270 前後であること
を考えると、間違いなく UIA 主要国の 1 つである。今後、長期的にみて JIAは日本の建築設計界を代表し
て、この位置づけにふさわしい貢献を UIAの運営に対して行っていくべきであり、JIAと日本の建築設計
界の理想が UIAを通じて実現するよう努力すべきである。事実、多くの国々、とくにアルカジアの国々
から UIAに対する JIAのいっそうのコミットメントが強く期待されている。日本が自由と平和を愛する高
潔で中立的で民主的な国と感じられているからである。

UIAには、職能・教育・国際コンペ・SDGsの 4 常置委員会と多くのワークプログラムがあり、それら
が建築に関わる実際のコンテンツ活動であり、JIAからも何人かの会員が参加している。これらは JIAの 4
つの全国会議やさまざまな支部活動などに相当するものである。一方、会のマネジメントを司る本部の
執行部（Bureau）と評議員会（Council）で活躍した人は過去に第 4 地域担当の副会長を務めた岩村和夫氏のみ
である。
組織運営にせよコンテンツにせよ、日本の JIAでやっていることと本質的な違いはないから、原則的に

JIA 会員なら誰でも UIA 活動に直接参画するポテンシャルを持っていると言える。
課題があるとすれば、言語と旅費などの費用のみと言ってよい。言語は個人差があり得意な人の方が
有利ではあるが、やることへの意欲が言語力を確実に向上させるはずである。
一方、旅費などの費用は JIAとして組織的努力もし、公的協賛なども得ながら改善を続けている。また
オンラインの利便性に目覚めた世界では、たとえ対面が可能になっても、即時性や経済性の観点から対
面とオンラインの併用が進むに違いない。
いずれにしても、日本の建築設計界を代表して JIAは UIAへの関わりを深め、相互につながりあう世界
の環境と社会のサステナビリティを向上させるために力を尽くしていきたいものである。
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■ルイーズ・コックスUIA元会長から全世界の会長宛てのメール
みなさま
東京オリンピックの開会式をテレビで見ていたところ、これは全
くUIAそのものではないかと思いました。若くて誇らし気な選手たち
が国旗をもって入場してくるのを見たときは本当にそう思いました。
UIAの全ての加盟国がいま東京に集っているのです。何かUIAにとっ
ての新しい目覚めのように思えました。
私たちは今まさにUIAをよみがえらせ、この変化の激しい世界で
UIAが会員に対してだけでなく、会員が職業で関わるあらゆるコミュ
ニティや社会に対して、生活の質や持続可能性や文化やコミュニティ
の価値に対してどのように応えられるのかということを再考する機会
を得ているのです。
UIAの最初の目標は、民主主義に則って、世界中の建築家が友情の
絆を強め、知的で芸術的で科学的で職業的な繋がりを強めることでし
た。
このことは1948年、UIAの創立時の文書に書かれています。そし
てこれは今も70年前と同様に一番大切なことなのです。
今日皆さんがどのように投票されるかがUIAの今後を決めます。よ
く考えて投票してください。
世界中のすべての人々の役に立つために、私たちは私たち自身と周
りの世界を更新し、リセットして立ち向かう必要があります。
みなさま、心からよろしく。
ルイーズ・コックス／ UIA元会長（2008-2011年）

Dear All,
When I was viewing the Opening Ceremony of the Tokyo Olympic Games on Friday, it reminded me so much of the International Union of Architects (UIA), especially
when all the wonderful young athletes came in proudly behind the flag of each of their
countries. All the UIA Member Sections were represented there in Tokyo. It was like a
new awakening for UIA.
We all have the opportunity now to re-awake UIA and to rethink how it sits in this
changing world and what obligations it has to its members, to all communities large
and small and especially to the public, who we serve, in the contexts of quality, sustainability and cultural and community values.
Its first AIM is to unite, on a democratic basis, the architects of the entire
world and to strengthen the bonds of friendship as well as the intellectual, artistic, scientific, and professional ties between the architects of all countries.
This was written in 1948 when UIA was founded and it is as vital today as it was
70 years ago.
How you all vote now will affect the way forward for UIA, so think very carefully before you vote.
We need to RENEW, RESET and RE-ENGAGE with each other and the world to
serve all people, rich and poor, wherever they may be.
Best wishes and kindest regards
Louise Cox, UIA Past President (2008 to 2011)

■六鹿からコックス元UIA会長への返信
ルイーズ・コックス様、そして世界中の建築家協会の会長様
東京からJIA会長の六鹿がコックス元UIA会長の7月25日付のメッ
セージに全面的に賛同し、感謝のメールをさしあげます。
リオのUIA大会と総会は終了しましたが、東京オリンピックはあと
数日続きます。オリンピックに喚起されてUIAの創立のコンセプトを
思い出し、UIAの改革の必要性を説くあなたのメッセージに私も全く
同感です。私が初めてUIA会長ルイーズ・コックスの名前を聞いたの
は2011年のUIA東京大会でした。私は当時の芦原会長の後にJIA会長
になりました。
オリンピックの開会式の入場行進はたしかに喜びとエネルギーにあ
ふれていました。UIA加盟の全ての国が出場しているとあなたは書い
ていましたね。このパンデミックの困難な時期に膨大な数のチャンピ
オン選手たちが世界中から一堂に会するのを見られるのはすごいこと
です。東京オリンピックでは、多くの困難を乗り越えて高みに達し
ようとする人間の強さや真摯さや友情を示す無数の情景に出会いまし
た。
UIAでは今まさに新しい役員チームがスタートしたところです。新
しい執行部が力と真摯さと友情を発揮してUIAを改革することを強く
望みます。
未だ先が見えないパンデミックの状況にもかかわらず、オリンピア
ンたちはそれぞれ最善を尽くしています。
彼らと同じように、私たちUIA建築家たちも多様な文化を尊重しな
がら、手を携えて進むことができます。そして持ち前のデザイン能力
で持続可能な環境ばかりでなく社会の公平性、多様性、包摂性を実現
していくことができます。
私はUIA東京大会2011の標語をしばしば希望をもって思い出すこ
とがあります。
Beyond Disasters, Through Solidarity, Towards Sustainability
あらゆる困難を乗り越え、みんなで団結して、持続可能な環境と
社会へ
そうなるように一緒に頑張っていきましょう。近いうちに対面でお
会いできる日を楽しみにしています。お元気で。
六鹿正治／ JIA会長

Dear Louise Cox, and Dear Presidents,
From Tokyo, Masaharu Rokushika, JIA President, is responding to your message
on July 25th with full of agreement and gratitude.
The UIA Rio Assembly has been over while the Tokyo Olympic Games still have several days to go.
I fully support your message on the concept of UIA and the need for its reform and
re-birth, with reference to the Olympian spirit.
It was at the time of UIA Tokyo 2011 when I first heard of the name of Louise Cox as
UIA President. At that time JIA President was Taro Ashihara, from whom I have succeeded the position.
Opening parade of the athletes was full of joy and energy. You said all the UIA
member sections were represented in the parade of 205 countries. It was really great
to see a tremendous number of champions gathered from all over the world, even in
such a difficult time.
In the Tokyo Olympic Games, we have seen countless scenes that have shown
strength, decency and friendship of people. We have definitely received courage from
the athletes that have overcome all the difficulties and reached their own height.
UIA has just started with a new team of executives and councils. We have strong
expectations for the new administration to show strength, decency and friendship to
reform UIA.
Despite the continuing difficulties of the unforeseeable situation of the pandemic,
the Olympians are doing their best. Just like them, we UIA architects can go hand in
hand with respect for all the different cultures, work together with well-trained ability to
design built-environment, and attain sustainability and equity, diversity and inclusiveness of the society.
At times, I remember with plenty of hope the phrases of UIA Tokyo 2011. That is,
Beyond Disasters, Through Solidarity, Towards Sustainability
Yes, let’s go together.
Good luck to all of you. Looking forward to seeing you in person in the near future.
With best wishes
Masaharu Rokushika, President, JIA

■ヴァシリス・スゴウタス名誉会長からの返信
親愛なる六鹿会長
東京オリンピックが、疑念や問題にぶつかりながらも、今やたけな
わの時に、同じ東京で2011年に行われたUIA大会のことをあなたが
思い出させてくれたのはとてもよかったです。
まったく状況が似ています。今はコロナ禍で当時は大震災でした。
あなたの言ったように、2011年当時、JIAは芦原太郎会長、UIAは
ルイーズ・コックス会長でした。大震災で東京大会を中止することの
是非をコックス会長と議論していた我々は、多くの人々から延期への
非常な圧力を受けていたことを思い出します。しかし彼女は強い確信
を持って、東京大会を当初の予定通り進めることを決断しました。
あとは歴史です。大成功の大会となりました。建築家にとっても学
生にとってもです。それはちょうど、今回の東京オリンピックが、た
しかに組織的運営や友情の涵養という視点からは非常に成功した大会
とみなされることになるだろうというのと同じです。そしてまぎれも
なくオリンピック精神は横溢しています。
2011年のUIA東京大会はいつも我々の行動を導く光であり続ける
ことでしょう。すなわち、あらゆる災厄を乗り越えて、みんなで団結
して、持続可能な環境と社会を目指して進もう、ということです。
お元気で。
ヴァシリス・スゴウタス／ UIA名誉会長

Dear President Rokushika,
Now while the Tokyo Olympics are continuing in full force despite the doubts and
the problems encountered, it is good that you have brought back to memory the parallel of the UIA 2011 Congress, also held in Tokyo.
It is a parallel indeed – now Covid, then Fukushima.
You have highlighted the fact that in 2011 Taro Ashihara was JIA President and
that Louise Cox was UIA President. Those of us who had, at the time, the opportunity
to discuss with Louise the pros and cons of canceling the Tokyo Congress because
of Fukushima, will well remember the very great pressure put on her by many to postpone the Congress. She showed great resolve and purposefulness, personally taking
the decision to let the Tokyo Congress progress as planned.
The rest is history – a very successful Congress for both architects and students,
just like these Olympic Games are also on their way to being deemed very successful Games – certainly from the organization and camaraderie point of view. And, not
least, with the Olympic spirit prevalent everywhere.
Tokyo 2011 will always remain a beacon for our actions, ie proceeding beyond disasters, through solidarity and towards sustainability.
Best regards,
Vassilis Sgoutas, UIA Honorary President
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1

UIA Region IV Meeting

参加者：

2021.5.18

六鹿正治会長、竹馬大二 国際委員長、高階澄人 国際委員会アドバイザー

■ PROVISIONAL AGENDA
9:00 - 9:20

Welcome Notes

		
9:20 - 9:40

RIO Congress Updates

		
9:40 - 10:00

UIA Bureau
General Assembly, Election Updates

Wisdom to be shared

		

UIA Past Presidents (Sara Topelson / Gaetan Siew / Louise Cox /

		

Albert Dubler / Esa Mohamed)

10:00 - 10:40

Discussions and Presentations

		
10:40 - 11:10

RIV Council Member Candidates

		
11:10 - 11:30

RIV Presidents and Delegates
7 candidates 3 min. each

Miscellaneous subjects/ wrap-up
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Ⅱ UIA Region IV Meeting

2

UIA Region IV Meeting

参加者：

2021.8.26

六鹿正治会長、竹馬大二 国際委員長、岩橋祐之国際委員
高階澄人 国際委員会アドバイザー

■ PROVISIONAL AGENDA
Paris time
12:00 - 12:05

introductions, attendance, adoption of agenda

12:05 - 12:10

Welcome Notes - UIA president, Jose Luis Cortes (5’)

12:10 - 12:15

Remarks by - UIA secretary General , Tan Pei Ing (3’)

12:15 - 12:25

Report by - UIA Vice President Region IV, Ishtiaque Zahir (10’)

12:25 - 12:40

Remarks by the Council Members Region IV (3’ each = 15')

		

Richard KIRK (Australia)

		

Debatosh SAHU (India)

		

Anju Malla PRADHAN (Nepal)

		

ZHANG Li (P.R. China)

12:40 - 13:40

UIA Region IV Shared Vision 2021-2023

		
13:40 - 13:45

Knowledge sharing ( 3’ each)

		
13:45 - 14:00

by UIA Region-IV, 22 Member section’s Presidents (3’ each = 66‘)
by UIA Past Presidents , Louis Cox and Esa Mohammad.

Miscellaneous subjects/ wrap-up (15’)

六鹿会長発言
2021 年 8 月 26 日㈭

Hello. This is Rokushika, JIA President from Tokyo.

六鹿正治

Today, I am with Daiji, Sumito, and Yuji.
First, I would like to congratulate all the newly elected executives and councils.
During the election period, we received quite a few emails from not only the candidates
but also the past ofﬁce bearers. Among them, the one from the former President Louise Cox
was urging us to think twice before casting ballots for better reforming UIA
For me, her mail was even more memorable, because she was discussing UIA in analogy with
the Olympic Games that was just held in Tokyo at the same time.
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I responded to her with the manifestos of the UIA Tokyo 2011 that was held just after East
Japan Earthquake.
The situation is paralleled to what we are facing with the Tokyo Olympics in the midst of the
pandemic.
We are sincerely grateful to all of you for your country sending many great athletes to
Japan in such a difﬁcult time. We have seen numerous scenes of excellence and friendship in
and out of the venues. And many athletes and participants have sent their messages by SNS of
their impression and gratitude to Japan to the world.
As Louise pointed out, the founding concept of UIA and the spirit of the Olympics have a
lot of similarity. Both are promoting a free and open, democratic world that honors diversity
and inclusion, excellence and friendship. They believe in the strength of solidarity of people
that could overcome any difﬁculties.
In 2023 architects will meet again in Copenhagen, and in 2024 athletes will meet again in Paris.
Both with the similar concept and spirit.
Copenhagen won the 2023 Host City Race by focusing on SDGs.
In a way, SDGs also have the similar message ｓ to us.
Diversity, Inclusion and Equity, Sustainability of Environment and Society through Justice
and Partnerships.
JIA has been active in heightening understanding of SDGs among architects.
In June this year we had JIA-SDGs Architecture Forum on-line, which was originally
planned to be held last year in person at the United Nations University in Tokyo.
We are now having a series of on-line seminar on Architectsʼ role for Carbon Neutral 2050.

【和訳】
皆様こんにちは。日本建築家協会会長の六鹿です。まず 7 月の UIA 大会で選ばれた新任の執
行部の皆さまと役員の皆さまにお祝いを申し上げます。
大会の選挙期間中、候補者だけでなくかつての役員からも多くのメールをいただきました。
なかでも元会長のルイーズ・コックス氏から送られたメールは、UIAをよりよく改革するため
に投票前にしっかり熟考するように強くよびかけるものでした。
私にとって彼女のメールがとりわけ印象深かったのは、ちょうど同じ時に東京で開催されて
いたオリンピックと UIAを類比して論じていたからです。
私は彼女への返信で、東日本大震災の後、同じ 2011 年に行われた UIA 東京大会のマニフェ
ストについて触れました。
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Beyond Disasters,
Through Solidarity,
Towards Sustainability
というものです。コロナ禍の真っただ中で行われた 2021 年の東京オリンピックが直面してい
る状況と似ていると思えたからです。
このような困難な時期にもかかわらず、多くの優秀なアスリートたちが日本に派遣されてい
ることに私たちは心からの感謝の念を抱いています。この間、私たちは会場の内外で数えきれ
ない名場面や友情の証を目にしてきました。そして多くのアスリートや参加者たちが、感銘を
受けたことや日本への感謝のメッセージを SNSなどで世界中に発信しています。
ルイーズさんが指摘したように、UIAの創立のコンセプトとオリンピック精神は共通すると
ころがとても多いです。共に自由でオープンで民主的な世界を志向し、多様性と包摂性、そし
て卓越と友情を尊重するものです。そしてどのような困難も乗り越えていく人々の力と団結を
信じるものです。

2023 年に建築家たちはコペンハーゲンで再会します。そしてアスリートたちは 2024 年にパ
リに結集します。共に同様のコンセプトと精神をもってです。
コペンハーゲンは 2023 年 UIA 大会の開催都市レースにおいて、SDGsをテーマにして勝利し
ました。SDGsは私たちにとって UIAやオリンピックの精神と同じ線上にあるとも言えます。
正義とパートナーシップを大事にしながら、多様性、包摂性、公平性、社会や環境の持続可能
性を求めているからです。
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日本建築家協会も建築家の SDGsに対する理解を深める活動に力を入れてきました。2021 年

6 月には「JIA-SDGs 建築フォーラム」をオンラインで開催しました。これはもともと昨年、東
京の国連大学を会場として対面で行う計画をしていたものです。
「カーボン・ニュートラル 2050 と建築」というテーマでも現在オンラインの連続セミナーを行っ
ています。

2022 年の年次大会は沖縄で行う予定で、テーマは地域文化とデザインの多様性ということ
であり、SDGsやカーボンニュートラルについての考察もその中で深めることになるでしょう。
ここまでの話はすべて日本語を中心としたイベントなのですが、近いうちに UIA 加盟のすべて
の皆さまとシェアできるような、英語でのオンライン・イベントを何かできないかと考えてい
るところです。
最後に UIAに対する日本建築家協会の方針についてです。先程言った精神ともつながります
が、自由でオープンで民主的な UIAのためにもっとコミットしていくということです。これは
もちろん、よりよい社会をつくるためです。
そのため新任の執行部や役員の皆さまが民主主義の精神で UIAのコンセプトを安心して推進
できるように、私たちも力を貸していくということです。皆さまの支持が得られるなら、日本
建築家協会から 2023 年のコペンハーゲン大会において役員候補を出して、UIAのマネジメン
トの重責の一端をよろこんで担う用意があるということを申し上げます。
ご清聴ありがとうございます。
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〈参考資料〉2021.8.26 会長発言の資料
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SDGs
Carbon Neutral
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UIA Region IV Meeting

2022.1.10
竹馬大二

開催方法 :

Zoom

開催日時 :

2022 年 1 月 10 日㈪ 20:00~23:00（日本時間）

参加者 :

六鹿正治会長、竹馬大二 国際委員長（JIAから）

1. Jose Cortes, UIA President
2. Pei Ing Tan, UIA General Secretary
3. Ishtiaque Zahir, UIA Vice President (Region IV)
4. Richard Kirk, Affordable Housing Committee, Australian Institute of Architects
5. Debatosh Sahu, SDGs Committee, Indian Institute of Architect
6. Zhang Li, Financial Committee, Architect Society of China
7. Anjumala Pradchan, Heritage & Cultural Identity WP, Society of Nepalese
Architects
8. Region 4 各国の会長 / 会長代行者（名前は省略）
出席 :Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Macau,

Malaysia, Nepal, Mongol, Pakistan, Philippines, Korea, Sri Lanka, Thailand
の計 16 か国
欠席 :North Korea, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Vietnam
■報告

Luis Cortes 会長から 5 月のマドリッドフォーラムは “Affordable Housing”をテーマに開催す
るが、Covidの影響によりオンラインのみとするかは現在検討中である旨報告があった。また、
各国に Carbon Neutralへの取組みの加速の要望があった。

Pei IngTan 書記長から 2022 年の活動方針とプログラムについて報告があった。
Ishtiaque Zahir 副会長からは 2022 年の Region IVの活動方針とプログラムについて報告が
あった。
1. 各コミッティ理事からの報告

1）Affordable Housing（Richard Kirk）
Carbon Neutralに関する内容が Covid-19 の影響もあって Affordable Housing 委員会ではより重
要なテーマになっている。

2）SDGs（Debatosh Sahu）
Affordable Housingについて SDGs 員会でも協議している。また、Task Forceを作り各国にア
ンケートを実施する予定である。
3）Financial Committee（Zhang Li）

a）Healthy ﬁnancial condition (low spending in activities)、b）幹部の旅費の個人負担をなくせ
ないか検討中、3）収入の増加（イベントなどの収入）について検討中
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4）Heritage & Cultural Identity (Anjumala Pradchan)

Region IVは UIAのなかで最も民族的・宗教的・経済的に多様な地域であり、また長大な歴史
を持つ国も多いため議論を活性化して行きたい。

4. 各協会会長からの報告
1）オーストラリア：NZを UIAに勧誘する
2）バングラディッシュ：2022 年は IAB 創立 50 周年なので IAB 大会に参加してほしい。
3）中国：ACA19 の開催（オンライン大会）の報告。
4）香港：HKIA50 周年（9 月に展示会：深センビエンナーレ）、Cultural Event（West Kowloon）
5）インド：省略
6）インドネシア：省略
7）日本：2022 年の活動報告、UIA Manifestosを JIA 会員から公募して UIAに応募するイベント
として計画している。また、UIAに集まったマニフェストの早期公開を求めた。

8）マカオ：HKIAと深センビエンナーレに取り組む、東チムールを勧誘する。
9）マレーシア：メンバー勧誘の取組み
10）ネパール：省略
11）モンゴル：ARCASIA Forum 21（2022 年 9 月 4 日 -10 日）に開催。進捗の報告。
12）パキスタン：省略
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13）フィリピン：省略
14）韓国：建築ビエンナーレ、KIA 新会長の紹介。
15）スリランカ：2021 年の活動報告。
16）タイ：ASA Expoをオンラインにて開催予定。
また、下記について全体で確認した。
・新規加入国の勧誘：NZ、東チモール、ミャンマー、ラオス
・Design for Health：UIAの活動テーマ。各協会でもこれをテーマにして 2022 年は活動する。

六鹿会長発言
2022 年 1 月 10 日㈪

六鹿正治

New Year Greetings from Japan! This is Masaharu Rokushika, President of JIA. I hope all
of you are well in this continuing pandemic situation.
Let me brieﬂy talk about what we will do this year. In 2022, JIA will continue a series of online seminars.
One is about Carbon Neutral 2050 and Architecture. 4 national committees of JIA,
that is about Environment, Disaster Prevention, Preser vation, and Community Planning.
All of 4 committees have been working together for SDGs in architecture. They are now
working together for this Carbon Neutral Seminars. We are also actively participating in the
government committees on this subject to better formulate the policies and laws.
The other is about Cross-border Architects programmed by International Committee.
As for the annual convention of JIA, if in-person gathering is possible this year, we will
hold it in October in Okinawa.
As for UIA International Manifesto Relay, I have taken the invitation letter from Secretary
Pei Ing Tan ver y seriously into consideration. She asks us to pick up three architects,
designers, or planners, to make manifestos. Some of you may like to see manifestos of famous
Japanese architects, like Kengo Kuma, Shigeru Ban, or SANAA. It might be easier for me to
leave this in their discretion. But, instead, I have chosen a more time-consuming route, and
decided to invite all the JIA members who are interested in participating.
For UIA submission, our jury will pick up 3 manifestos that would hopefully represent
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what Japanese architects are thinking now on those themes. So, I have very carefully selected
7 jury members so that the result could be sharp and diverse and yet centering on to the point.
So, this is a sort of Japan Version of UIA International Manifesto Relay. After we receive all the
manifestos from the members of JIA, we will have a selection process by the jury.
And then translation of 3 selected proposals into English. And uploading PDFs onto UIA
website by April 12th.
Immediately after we upload 3 manifestos onto UIA website, JIA will make all the
submissions of JIA members open on its website and publish a booklet. We will start using
these manifestos for discussions and seminars throughout the year up to Copenhagen
Congress of July 2023.
According to UIA, all the submissions, that is probably 3 by 115 member countries, that is
345 manifestos in total, all of them will be open just before the Copenhagen Congress.
I think, in such ever-changing world, keeping so many manifestos in a frozen box for 15
months is not realistic and not recommended.
They should be open as early as possible to start sharing the ideas throughout the world.
I hope Pei Ing and Ishtiaq to call for much earlier disclosure of all the manifestos to start
discussion prior to Copenhagen Congress.
At least JIA will make open our members ideas, although written in Japanese. And we will
start sharing the ideas and start discussion within Japan from April this year.
Well, thatʼs all for JIA today. Thank you and Happy New Year.
【和訳】
日本から皆さんに新年のご挨拶を申し上げます。日本建築家協会会長の六鹿正治です。依然
としてコロナ禍が世界的に続いていますが皆さん健やかにお過ごしでしょうか。
今年 1 年、JIAで計画していることを手短にお話します。

2022 年も JIAではいくつかのオンライン連続セミナーを続けて行います。1 つはカーボン
ニュートラル 2050 と建築についてです。

JIAには、環境、災害対策、保存再生、まちづくり、という 4 つの全国会議があります。4 つの
全国会議は SDGsと建築といった分野横断的な課題について既に連携して活動を行ってきまし
たが、カーボンニュートラル連続セミナーの企画開催についても協働を始めています。カーボ
ンニュートラルについて JIAは政府の政策決定にも委員会などを通じて関わっています。

2 つ目は 2020 年から JIA 国際委員会が主催している越境建築家のウェビナーシリーズの継続
です。
今年の JIA 全国大会は、対面が可能になれば 10 月に沖縄で開催予定です。
次に UIA 国際マニフェストリレーについて。ペイイン事務局長から各協会会長宛てに送ら
れたお誘いの手紙では、3 人の建築家を選んでマニフェストを提出してほしいということです。
そうすると、日本からは隈研吾、坂茂、妹島和世のような有名な建築家のマニフェストが見ら
れるだろうと期待されるかもしれません。私にとってはその方が簡単で彼らに任せればすごく
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よいものがでてきて、とりあえず面目がたつでしょう。しかしそれでは JIA 全体としてこの課
題を捉えたことになりません。そこで私はもう少し手間のかかる方法をとることにしました。
すべての JIA 会員にこのマニフェストリレーに参加するように招待したのです。もちろん関心
の強い人しか応募しませんが、少なくともこの大事な課題に対する JIAでの関心は大きく広が
ります。
最終的に UIAへ応募するにあたり、選定委員会が代表作 3 つを選ぶ予定です。多様でかつ的
を射た提案を選ぶには、選定委員こそが大事だと思い、慎重に人選しました。ちょうどこれは

UIA 国際マニフェストリレー日本版というべきものになります。
審査委員会が 3 案を選んだ後、英訳をして 4 月 12 日までに UIAのウェブサイトにアップロー
ドする予定です。
その後すぐに JIAに提出されたすべての作品を JIAのホームページ上で公開するほか、冊子
として出版することにしています。そしてそれらをさまざまな催事などで使いながら JIAや日
本での議論を 2023 年 7 月の UIA コペンハーゲン大会へ向けて高めていきたいと考えています。

UIAによると、すべての提出物（115 の加盟国 3 作品＝ 345 作品）はコペンハーゲン大会直前
に公表ということですが、このように変化の激しい世界で、これほど多くのマニフェストを

15カ月も冷凍保存するのは現実的ではなく勧められないと私は思います。
なるべく早く公表して世界中でアイデアの共有を始めるべきです。ペイイン事務局長やイ
シュティアク副会長においては、大会よりずっと前から議論を開始できるように、すべてのマ
ニフェストを早期に公表するよう説得してくださることを期待します。
少なくとも JIAではこの 4 月には、日本語のままではあるものの、すべての提案を公表して、
アイデアを共有し議論を始めることにしています。
ということで、日本建築家協会からの報告です。ご清聴ありがとうございます。今年が皆さ
んにとってより良い年でありますように。
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III
アジア建築家評議会（ARCASIA）ACA19 上海大会
報告

中国・上海

2021.10.29 〜 11.2

概要

1

竹馬大二
参加者：

六鹿会長、竹馬国際委員長、高階国際アドバイザー、藤沼 傑 国際委員 /ACPP 委員、

JIA

岩橋国際委員、新居 ACGSA 委員、柳澤 ACAE 委員、伊藤友紀氏・周戸南々香氏・
山縣レイ子氏（Student Jamboree）
、羽山恵（JIA 事務局）

開催地：

中国・上海

期

2021 年 10 月 29 日㈮〜 11 月 2 日㈫

間：

テーマ：

“SHARING & REGENERATION”

目

1 ）ACA19 への出席

的：

2）ARCASIA 理事会・各委員会等への出席
■行程
10 月 29 日㈮

10 月 30 日㈯
10 月 31 日㈰

11 月 1 日㈪

11 月 2 日㈫

13:00 〜 19:00

執行委員会及び各種委員会（オンライン）

13:00 〜 17:00

STUDENT JAMBOREE（オンライン）

19:00 〜 21:00

Fellowship 会議（オンライン）

14:00 〜 18:00

ARCASIA 理事会（オンライン）

13:00 〜 17:00

STUDENT JAMBOREE（オンライン）

14:00 〜 18:00

ARCASIA 理事会（オンライン）

13:00 〜 17:00

STUDENT JAMBOREE（オンライン）

19:00 〜 21:00

ARCASIA 建築賞（AAA）授賞式

13:00 〜 14:00

ACA19 開会式

14:00 〜 18:00

基調講演

19:00 〜 21:00

フレンドシップナイト

13:00 〜 18:00

フォーラム
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Ⅲ ARCASIA ACA19 上海大会 報告

ARCASIA の ACA19 上 海 大 会 が Covid-19 の 影 響 を 受 け 1 年 延 期 さ れ て 2021 年 10 月 末
から 5 日間の会期で、上海での対面とウェブの両方のハイブリッドで開催された。ホスト
は ARCASIA、中国建築家協会（ASA）及び同祭大学である。ACA とは Asian Congress of

Architects の略で日本語ではアジア建築家評議会と訳される。
大会は 2 部構成になっており、前半の 3 日間は委員会、理事会、Student Jamboree 等の

ARCASIA に参加する 21 か国のメンバーによるイベント、後半の 2 日間は有料の公開イベン
トで基調講演やセミナーが行われた。
親睦会であるフレンドシップナイトはハイブリッド形式で行われた。JIA は事前にビデオ
（香
港大会と東京大会の阿波踊りを編集したもの）を送り、バーチャルで参加した。

Rita Soh ARCASIA 会長

Jose Cotes UIA 会長

Taining CHENG 基調講演 -1

Sarah Whiting 基調講演 -2

Shirish Beri 基調講演 -3

Ary Indr 基調講演 - ４
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Wang Su 基調講演 -5

Rossana Hu 基調講演 -6

Boonserm Premthada 基調講演 -7

Khondaker Hasibul Kabir 基調講演 -8
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Ⅲ ARCASIA ACA19 上海大会 報告

2

第 41 回

理事会
竹馬大二

第1日
2021 年 10 月 30 日 15:00 ～ 20:00（日本時間） 開催方法：ZOOM

■第 1 部：2021 年の活動報告と審議事項
1.

リタ・ソウ会長からの 2021 年度の活動報告

・Sowing Seeds Together：5 つの種と委員会についての説明。
・急速なアーバニズム、気候変動、レジリエンスについて議論を深める必要がある。
・コロナの影響で ACA19 の延期、役員選挙の延期、2019 年執行部の任期延長があった。
・シンガポールに ARCASIAの事務局を設立し効率的な運営を行うこととした。
・AA マガジンの所管が PAM（マレーシア）から ASC（中国）変更になった。
・2021 年は ZOOMを活用し複数の委員会の合同開催を実施、共通テーマについて議論を深めた。
・2022 年 1 月就任予定の Abu S. M. AHMED 新会長の紹介。
2. 審議・報告事項

1) KAU (Architect Union of Korea：北朝鮮 ) の ARCASIA への加盟
可決。所属は Zone Cとなる。KAUからは建築部門のみ ARCASIAへ参加可能。22 番目の加盟団
体となった。

2)AMA（Association of Myanmar Architect）
軍事政権により AMAの銀行口座が凍結、事務所も閉鎖され活動ができていない状況
会費支払いの免除と ARCASIAへの参加保留を要望について要望があり、2020 年、2021 年の
会費免除とすることを可決した。

3)BIA（Bhutan Institute of Architects）
会費未納で活動がほとんどないため会員の継続について協議した結果、会費（200ドル / 年）を

IAP（パキスタン）と IAB（バングラデシュ）が肩代わりを提案。継続協議

4) 会計報告
承認された（詳細省略）

5）他団体との MOU の更新中止（リタ会長の提案）
・MOUが無くても交流可能、失効した MOUの更新を中止したい（リタ会長）
・PAMは、MOUは政治的なステートメントなのでなくすべきでないと発言。
・中止に賛成（ASC、IAB、他）多数であったので可決された。

6）Forum 21（2022 年 7 月）について
UMA（モンゴル建築家協会）から進捗紹介。

7)AAA (ARCASIA Awards for Architecture）2020-2021 の報告（ASC）
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214 作品の応募、審査完了 10/31 に発表。

8）Barry Will Award の報告
HKIAから故 Barry Will（ARCASIA 会長 2003-2004）の名前を冠した賞の創設の報告があった。
若手建築家を表彰するもの。Will 家から賞金のオファーあり。2 年毎に表彰。10 年分の原資あり。

JIAから、賞のルールを決める必要があるのではないか、と発言。 リタ会長から継続審議の
指示があった。
■第 2-1 部

各国からの活動報告

1)IAB（バングラデシュ）
Covidにより多くの若手建築家が職を失っており、厳しい状況にある。

2)IAP（パキスタン）
・Covid-19 による建設業への影響：80％の建設関係者が失職
・Webinar：アガカーン賞に関連、Zero Carbon、BIM、等を行った
・建築教育の改善への取組み：学生への賞の創設、パネルディスカッションの実施

3)IIA( インド )
省略

4)SLIA( スリランカ )
・オンライン CPD、若手建築家の表彰。
・ARCASIA スポーツイベントの開催報告。
・Covid-19デザインガイドラインの策定。
・コロナの影響：資材不足、建設費の高騰、資金不足、建設マーケットの停滞。

5）SONA（ネパール）
・コロナ禍：2020 年と 2021 年に全国でロックダウンがあった。
・経済への打撃（特に観光業）が深刻。

6）ALACE（ラオス）
Covid-19：建設業の停滞が起きている。

7)ASA( タイ )
コロナ関連で仮設病院（15 か所 4,000 床）の計画と New Normalの次を模索する活動を紹介。

8）IAI（インドネシア）
省略

9)PAM（マレーシア）
・国内大会の中止あるいは縮小開催を検討中。
・工事現場の閉鎖（2021 年 6-7 月は 7 割が閉鎖）
。
・教育：コロナ禍により就職難が発生していることと、学生への支援で PCの寄付（在宅教育の
ため）、コンペの開催（賞金付き）などを遂行していることを紹介。
・コロナ対策として PAMの会員会費を 50％減とした。

10）PUJA（ブルネイ）
・ブルネイ独自の環境認証の新設を準備ちゅうである。
・コロナ禍：建設作業員の不足（国境封鎖）
、工事費の高騰
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・建築家資格の新設を検討中（現在は建築技術者資格のみ）

11）SIA（シンガポ−ル）
・Archifest（オンラインイベント）の開催
・Green Bookの刊行
・コロナ禍により建築学科卒業生の就職難、建設作業員の不足（国境封鎖）
、工事費の高騰等の
問題が発生していることを報告。

12）UAP（フィリピン）
・UAPによる社会奉仕活動の報告
・就職斡旋や若手建築家のための CPD 講座の開設などの支援策の紹介。
・建築家起用のキャンペーン（非建築家による設計が多いため）

13）VAA（ベトナム）
・CAPAの新設（建築家の能力向上）
・Heritage キャンペーンの紹介

14）AAM（マカオ）
・コロナ禍：景気刺激策として 60 か所の公衆トイレプロジェクトを政府が発注した。
・設計施工案件の増大、フィープロポによる競争激化の状況報告。
・クロスボーダー開発（中国との協働開発）の紹介。
・Heritage：マカオのアイデンティティ、建築界もキャンペーンを行っている。

15）ASC（中国）
・コロナ禍：デザインガイドラインの作成。

16）IHKIA（香港）
・若手建築家の能力向上を図る施策の紹介。
・Carbon Neutral 2050 活動紹介。
・北京。杭州、NYで HK 建築展を開催予定（2022）
。
ここまでの報告で ZOOMが突然シャットダウンしたため、閉会した。日本、韓国、モンゴ
ルの 3 か国は翌日に発表を行うこととなった。

第2日
2021 年 10 月 31 日 15:00 ～ 20:00（日本時間） 開催方法：ZOOM

■第 1 部（10 月 30 日の続き）

17）JIA（日本）
・SDGs ＆ CN2050 に関する活動の紹介
・Cross Border Architect（越境建築家ウェビナーの紹介）
・Heritageに関する啓もう活動の紹介
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18）KIRA（韓国）
・陰圧移動式クリニックプロジェクトの紹介
・Architectural Film Festivalの紹介
・Soul Architecture Biennaleの紹介

19）MAU（モンゴル）
不参加
■第 2-1 部

各コミッティーの活動概要の報告

ACPP : 省略
ACGSA : Heritage & Vernacular Wisdom、New Urban Agenda、Resilienceをテーマに活動を
行う。また、環境に関するスタンダードやガイドラインの整備について協議を行っている旨
報告があった。
ASCR：ARCASIA Heritage Preservation Groupの新設と ACSR Awardの創設について報告が
あった。
ACYA : New leaders are made not bornと若者に対するプログラムの必要性を訴えた。
ACAE : Webinar, Exhibition, Competitions. Awards についての 2021 年の活動報告を行った。

Fellowship : 2021 年の活動報告。委員会に昇格を提案し、継続審議することとなった。
■第 2-2 部

2022-2023 年度の幹部選挙

VP Zone A: Russell Dandeniya, SLIA……他候補なく、無投票当選
VP Zone B: Ana Mangalino, UAP ……他候補なく、無投票当選
VP Zone C: Chun Gyu SHIN, KIRA ……他候補なく、無投票当選
Fellowship Chair: Shahab Khan, IAP ……他候補なく、無投票当選
この後、リタ・ソウ会長から 2022 年度のアブ・アーメッド新会長への引継ぎのあいさつが
行われ ACA19 の理事会が閉会した。

六鹿会長プレゼンテーション
2021 年 10 月 31 日

六鹿正治

Hello, my dear friends of ARCASIA
This is Masaharu Rokushika,
President of Japan Institute of Architects
First, I would like to show you this familiar diagram of Global Warming that any architect
might have seen.
This diagram shows the mechanism of the climate change that is caused by the
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greenhouse effect aggravated by carbon dioxide produced by human activities.
This mechanism is now recognized by most of the people all over the world. And most
counties are now trying to reduce carbon dioxide emission. In fact, COP 26 is to be held from
tomorrow in England for more concrete measures.
Recently, I was really surprised when Nobel Prize 2021 Physics was awarded to a Japanese
scholar, Dr Syukuro Manabe, for his establishing the physical modelling of Earth's climate,
quantifying variability and reliably predicting global warming.
This fact has given me even more motivation to work harder for organizing the movement
among JIA architects for carbon neutrality in architecture.
As for JIA, we have been active in relating subjects.
1: SDGs
2: Carbon Neutral 2050 Policy
3: Crossing-border Architects
4: Heritage and Renovation Design
As for SDGs, After we published JIA SDGs Architecture Guide Japan Edition in 2019, we
have urged JIA architects to show and explain their most recent works from SDGs point of
view. Our monthly magazine has piled up their accomplishments.
We also held SDGs Forum this summer on-line, with lecturers from United Nations related
organizations besides architects.
As for Carbon Neutral 2050 that is directly related to Goat 7 and 13 of SDGs, we started a
series of Webinar from this summer on-line.
The ﬁrst series were mainly on solar panels and architecture. One of the heated discussions
was design compatibility of solar panels with traditional Japanese architecture.
We are now about to start the second series that will put focuses on wooden materials and
structures both from building point of view and from regional planning point of view.
Also the committee discussion of the Government that JIA is participating, will be open and
delivered soon on YouTube at the real time basis.
Heritage and Renovation Design also shows an important connection to our efforts
towards carbon neutrality. And JIA has been active in Heritage and Renovation Design. In fact,
this yearʼs JIA Grand Prix was awarded to Jun Aoki who renovated Kyoto City Museum with
highly creative design manner.
As for Crossing-border architects, we had the first Webinar series early this year.
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Japanese architects living and working in other countries reported the life as architects in the
midst of the pandemic, sometimes under lockdowns.
The second series which will start soon will be featuring architects working back and forth
between Japan and other countries during the time of Green Recovery. Many of them have
had to work on-line for the last one and a half years.
The on-line situation has deﬁnitely made the distance almost zero between areas within
each country or areas in the world, in spite of some inconveniences and demerits compared
with in-person communications.
The lecture by Tadao Ando will be held in a small city in November in-person, but it will
be delivered by YouTube at the real time. The origin could be any small place distant from the
center. And yet we can share all the knowledge and wisdom from anywhere.
We should try to ﬁnd better ways to work for Green Recovery through architecture.
Thank you.
【和訳】
アルカジアの親しい友人である皆さん、こんにちは。
日本建築家協会会長の六鹿正治です。
今日はまず、建築家なら誰でも見たことのある、地球
温暖化のメカニズムを示す図をお見せします。

Climate Change ← Greenhouse Effect
Climate Change Resource Center/USDA

この図は人間の活動によって排出される二酸化炭素に
よって加速する温室効果ガスによって引き起こされる気
候変動のメカニズムについて示しています。
このメカニズムは今や世界中のほとんどの人によって
認識されています。そしてほとんどの国が二酸化炭素の
排出量を削減しようと取り組んでいます。実際、さらに
具体的な方策を求めて明日から COP26 がイギリスで開催されることになっています。
最近の出来事で私が非常に驚いたのは、2021 年のノーベル物理学賞が日本人の真鍋淑郎氏に
贈られたことと、彼が地球の気候の物理学的モデルを確立し、変動を数値化し、地球温暖化を
予見したことを知ったことです。
この事実を知ったことによって、JIAの建築家たちの間で建築におけるカーボンニュートラ
ルの運動をさらに組織的に進めるよう努める気運が高まりました。

JIAではカーボンニュートラルのほかに、SDGs、越境建築家、建築の保存再生などのテーマ
にも力を入れているところです。
まず、SDGsでは、2019 年に『SDGs 建築ガイド日本版』を発刊したあと、JIAの会員建築家
にそれぞれの最近作を SDGsの視点から解説するように勧めてきました。月刊の機関誌で連続
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してその成果を掲載してきました。また 2021 年夏には JIA − SDGs フォーラムをオンラインで
開催し、建築家のほか国連系の SDGs 関係者にも講演者として参加してもらいました。

SDGsのゴール 7 と 13 に直接関係するカーボンニュートラル 2050 については、オンラインで
連続セミナーの開催を 2021 年の夏以来続けています。
第一シリーズは主に太陽光パネルなど再エネ・創エネと住宅建築についてであり、伝統的な
日本建築とのデザイン上の親和性などについて熱心な議論が交わされました。
間もなく始める第 2シリーズでは木造・木質建築や材料について、建築と地域計画の両面か
ら焦点をあてる予定です。

JIAでは国の社会資本整備審議会の部会などに委員を出して、行政や法整備の面からも協力
していますが、ここでの議論はネット上で同時中継で公開されます。
保存再生に関わるデザインもカーボンニュートラルへの努力に関係してきます。JIAは以前か
ら保存再生には大変力をいれてきましたが、たまたま本年の JIA 日本建築大賞は 80 年以上前に
創建された京都市美術館を非常に独創的なデザインで改修した青木淳氏に与えられました。
越境建築家ウェビナー・シリーズでは、外国で働く日本人建築家が、コロナ禍のさなかに、
時にはロックダウンがある中で、建築家としてどのように仕事をしているかについて興味深い
報告を行いました。
間もなく始まる越境建築家の第 2シリーズは、基本的に日本をベースに外国の仕事をしてい
る建築家の話を聞きます。過去 1 年半、外国との往復ができずにオンラインで仕事をした人も
多いので、これもまた注目です。
オンラインという状況によって、確かに対面のコミュニケーションに比べれば不便や欠点も
あるものの、国内も世界も異なる場所の距離が一気にゼロになったとも言えます。

JIAなどが主催する安藤忠雄氏の講演が 11 月に地方の小都市において対面で行われます。し
かしオンラインで同時配信されることになっていて既に日本をはじめ海外からも大変多くの人
が予約しています。どんな小さな場所から発信されても、その知識や知恵をどこからでも享受
できる時代なのです。
コロナ禍からのグリーン・リカバリーをよりよく果たせるように、皆で力を合わせて努力し
てまいりましょう。ご清聴を感謝します。
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各委員会

2021 年 10 月 29 日㈮ 13：00 ～ 19：00
開催方法：Zoom

1）ARCASIA 建築教育委員会
ARCASIA Committee of Architecture Education（ACAE）

柳澤 要

日時： 2021 年 10 月 29 日（金） 15:00 〜 19:00 （上海時間 14:00 〜 18:00）
参加国メンバー ：AAM, ASA, ASC, HKIA, IAB, IAP, IIA, JIA, KIRA, PAM, SIA, SONA, UAP,

UMA, VIA
■ ACAE の概要

ACAE(ARCASIA Committee of Architecture Education)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す。なお議長は IIA（Indian Institute of Architects：インド
建築家協会）の Gyanendra Singh Shekhawat 氏、オーガナイザーは ASC (Architectural Society

of China：中国建築協会 )です。
■スケジュール

AFTERNOON SESSION 15:00 〜 17:00 （上海時間 14:00 〜 16:00）
開会の挨拶……Ar. Gyanendra Singh Shekhawat（IIA）
第 40 回 ACAE 会議（Dhaka, Bangladesh）報告……Ar. Gyanendra Singh Shekhawat（IIA）
ロックダウン期間中の学生コンペ報告……Ar. Gyanendra Singh Shekhawat（IIA）
（ACAE Photography Competition, ACAE Sketching Competition, Student Design Competition）

2020 年に実施したオンラインセミナー報告……Ar. Gyanendra Singh Shekhawat（IIA）
（Architectural Education in Corona times- The Way Ahead, The Master Speaks, Talk on Reframing

Resilient Urbanism Manipal International Symposium on Design 2020）

ACA19 に向けて実施されたコンペ報告……Ar. Gyanendra Singh Shekhawat（IIA）
（THESIS of the Year (TOY 2020) , MEET THE WINNERS WEBINAR, ARCASIA Student Design

Competition 2020）

各国代表による状況報告・確認（Country Report）……各国 ACAE 委員
（最近の建築教育・カリキュラム、教員のスキルアップの試み、教育認証システム、アジア地域の
交流プログラム、インターンシップ、CPD（継続教育）など）

EVENING SESSION 17:15 〜 19:00 （上海時間 16:15 〜 18:00）
各国代表による状況報告・確認（Country Report）……各国 ACAE 委員
（最近の建築教育・カリキュラム、教員のスキルアップの試み、教育認証システム、アジア地域の
交流プログラム、インターンシップ、CPD（継続教育）など）
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ACAEで進めているプロジェクト報告 ……Ar. Gyanendra Singh Shekhawat（IIA）
（THESIS of the Year Awards (TOY 2021) , ARCASIA Student Design Competition 2021）
次期議長の挨拶……Ar. Adrianta Aziz（PAM）
（THESIS of the Year (TOY 2020) , MEET THE WINNERS WEBINAR, ARCASIA Student

Design Competition 2020）
決議事項まとめ……Ar. Gyanendra Singh Shekhawat（IIA）
閉会の挨拶……Ar. Gyanendra Singh Shekhawat（IIA）

2）ARCASIA 職能委員会
ARCASIA Committee on Professional Practice（ACPP）
藤沼 傑
日時： 2021 年 10 月 29 日（金） 15:00 〜 19:00 （上海時間 14:00 〜 18:00）
参加国メンバー ：AAM, ASA, ASC, HKIA, IAB, IAP, IIA, JIA, KIRA, PAM, SIA,SLIA, SONA,

UAP, VAA
■ ACCP の概要

ACPP(ARCASIA Committee of Professional Practice)は、建築家の職能に関して各国の情
報交換をする委員会で、ARCASIAで最初にできた委員会です。議長は IIA（Indian Institute of

Architects：インド建築家協会）の Dilip Chatterjee 氏、オーガナイザーは Mukul Goyalです。
■協議内容

Convening of the meeting 15:00 〜 15:30 （上海時間 14:00 〜 14:30）
開会の挨拶と、出席者自己紹介、前回議事録の採択など

Round One Country Reports 15:30 〜 17:30 （上海時間 14:30 〜 16:30）
建築家の職能に関して、各国の最新状況を 5 分程度で報告した。報告内容は、1．国の概要、2．
建築家人数構成、3．設計事務所数、4. 建築家資格登録数、5．設計料概要、6．建築学教育制度、

7．CPD 継続教育制度概要、8．建築士法規関連、9．国際活動、10．課題など。
香港は設計料支払い、タイは公共投資の増加（6％）
、バングラデシュとパキスタンは設計料
の確保、インドネシアは設計品質の向上、韓国は社会の変化に合わせた職能の更新、マレーシ
アは市民との対話力向上、ブルネイは未資格者の設計行為、シンガポールは設計業務のデジタ
ル化、スリランカは公共工事における設計者選定、ネパールとベトナムは継続教育制度の構築、
フィリピンは建設法改訂や設計料全国展開、などが課題として報告した。
Round Two Post CORONA 17:30 〜 19:00 （上海時間 16:30 〜 18:00）

コロナ後を見据えて、今後建築家が取り組むべき課題について協議した。建築家の国際活動
にどのように若手を参加させていくか、SDGs 取組状況、気候変動への対応、そして 2022 年
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に向けたアクションプランなどを協議した。日本からは、コロナ禍において気候変動対策に関
して各国の対策が不十分であること。最新の報告書では各国の最新の対策を実施しても気温が

2.8 度上昇すると試算できることを報告した。JIAではこのような状況下で SDGsに関しての各
種啓蒙セミナー、会議、出版などを実施していることを会議で報告した。

ACPPは今後も継続して情報交換を進め、特に継続教育などについて情報交換を進めていく事
を合意し、閉会した。

3）ARCASIA グリーン・サステナブル建築委員会
ARCASIA Committee on Green and Sustainable Architecture（ACGSA）
新居照和
日時： 2021 年 10 月 29 日（金） オンライン方式
参加国：インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、マレイシア、ブルネ
イ、フィリピン、タイ、インドネシア、シンガポール、ベトナム、日本、韓国、中国、
香港、マカオ、合計 17 建築家協会

参加人数：30 名

■開催式および活動報告
議長は Acharawan 氏（タイ）で、オンライン写真撮影とウェルカムアドレスを行った後、バ
ングラデシュの前回大会 ACGSA 会議の議事録の共有し、ジャイプールでの円卓会議の確認を
兼ねた報告が行われる。
■ 16 名によるカントリーレポート
自然災害とコロナ禍がすべての国に強い影響をもたらしていることは明らかであることを確
認し、各国の取り組みの発表が行われた。その要旨を報告する。
マレーシアと香港は、特に古い歴史的地区において、公・私にわたって健康的な環境基準を
作りその認識を高める対策をする。
香港と韓国は、
建築家を支援する健康インフラとエネルギー
消費分野のコンサルタントの専門家を養成する。また韓国は、
「グリーン・リモデリング」とい
うラベルで次世代の例を作り、公共建築物をアップグレードしている。
パキスタンは、ボランティアの市民参加を通して清潔にする衛生環境の改善を行う。
「津波
対策の百億本の樹木植栽」のようなプロジェクトで緑化を促進している。パキスタンとスリラ
ンカとマレーシアが生物多様性に取り組み、フィリピンも「森林再生」に取り組んでいる。タ
イは「気候変動に関するマスタープランに対応したバンコック緑化」のプロジェクトに取り組
む。インドネシアは「都市のエ
コシステムの回復」に関わって
いることが紹介された。
インドからは、既存建物のア
ダプティブリユーズの成功例を
紹介。 地域の自立性を高めよ
うとする日本の課題と試みを紹
介。スリランカは、農村地域に

ACGSA 委員がオンラインで顔を合わせる
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力を与える手段として伝統的な集落保全の導入例が示された。シンガポールとマレーシアは、
健康的な生活空間への公平なアクセスの課題が報告された。
発表で各国が共通していたのは次の内容であった。グリーン・ツールによるエネルギー消費
のコントロールを強化していると語ったのは、ブルネイ、日本、韓国、バングラデシュ、マ
レーシア、ベトナム。エネルギー源とインフラの多様化と分散化を語るインド、日本、ブルネ
イ、インドネシア。同じ意味で、経済を安定させるために経済の多様化に取り組むマカオ。緊
急措置実施対策を語る中国と香港。 グリーン・テクノロジーとグリーン・マテリアルについて、
バングラデシュ、日本、中国、香港が紹介した。
会議を 1 時間延長する。
■ ACGSA 活動の３本柱

ACGSAは 1. ヘリテージ 2. 都市の新課題 3. レジリエンスという 3 つのテーマに集約して委
員会 3 本柱とし、活動を行おうとしている。その経過報告と展望が話し合われた。

2021 年 4 月、レジリエンスをテーマにしたウェビナーを最後に行った。3 本柱をテーマとす
るウェビナーに基づき、さらに各国の経験を共有させて、新たな記録を作成する方針を出す。
そのための活動を話し合う。
報告書を作成するプロセスにおいて、さまざまな国の状況をもっと知る必要性があるとし、
テーマ第 2、第 3 柱のメンバーがどんな課題があるか、大会前にアンケート調査を行う。7 ヵ国
からの回答があった。
回答を得た国のアジア西側から順に東へと移動し、７ヵ国の課題を紹介する。パキスタンの
乾燥地帯は、熱波、干ばつ、地震、洪水、地滑りが発生している。 インドとスリランカは干
ばつと洪水に直面しており、スリランカも地滑りに直面している。バングラデシュは、サイク
ロン、洪水、人口増加の問題に直面している。 ブルネイ、香港、日本もコロナの影響を大き
く受けている。気候変動の影響は台風も勢力が大きくなり、高層建築物への風、都市排水への
大きな影響を香港は被っている。日本はその多くの問題に加え、地震、食品浪費、人口縮減問
題を抱える。
こうした課題とその対策を、さらに多くの国、地域に働きかけて収集していく必要があると
し、今後の活動にする。
■ GreenAsiArch20,21 環境建築展オンライン

2021 年 2 月にオンラインで開始され、上海の展示会で、2020 年に提出された国のグリーンプ
ロジェクトを加える予定であったが、担当者がコロナにかかり延期せざるを得なくなった。
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作品を 3 本柱の Heritage / Vernacular、New Urban Agenda、および Resilienceに準じて展示
するつもりであった。
■ Vernacular Wisdom Book 土着の知恵の出版

16 の加盟国が寄稿する。 2021 年に上海 ACA 大会で配布するためにバングラデシュ建築家協
会が印刷する予定でいた本は、オンラインになったため延期される。ウェブ上の編集も完成を
していない。
■新議長挨拶と総括
会合の閉会にあたって、次の 2 年間の新議長、インドの Tushar Sogani 氏が挨拶する。
オンラインで参加が制限されているため、ACGSA 会議のこれまでの強い相互コミュニケーショ
ンと交換の力を体験することはできていない。上海大会はプレゼンテーションだけに限定され
て、開催国、その場所、その文化と建築を感じ理解することが損なわれ残念であった。それに
もかかわらず、オンライン参加は約 18,000 人の視聴者をカバーする。 開催国である中国の実
際の参加者を含めると、参加者の総数は 4 万人であった。
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Student Jamboree
伊藤友紀

参加国メンバー ：AAM, ASA, ASC, HKIA, IAB, IAP, IIA, JIA, KIRA, PAM, SIA, SONA, UAP,

UMA, VIA
■開催概要

ARCASIA Student Jamboree 2021 は、アルカジア（アジア建築家評議会）に加盟する国と地
域のうち 15 の建築家協会から 100 人以上の学生とメンターが集まり、オンライン形式で、3 日
間開催されました。プログラムは、学生ジャンボリーと、第一線で活躍する建築家によるレク
チャーの 2 つのパートで構成されました。
学生ジャンボリーは、近年パンデミックの影響下にある都市や街の世界的な状況と、共通の
課題に応じて、
「Reconnecting Our Community」がテーマとなりました。課題は、開催日程の 1
週間前に参加者に通知され、各チームは、それぞれディスカッションなどの事前準備をして学
生ジャンボリーに臨みました。
■ワークショップテーマの概要
「Reconnecting Our Community」
現在、私たちは、パンデミックによって人々の繋がりが絶たれ、個々に孤立してしまうとい
う全世界共通の課題に直面しています。デジタル技術や仮想テクノロジーは、人々が物理的に
会うことができないという問題において、孤立によって引き起こされるギャップを埋めるのに
十分ではありません。私たちは、いかにしてこの状況によって失われたコミュニティにおける
帰属意識と、そして自らのアイデンティティを取り戻すことができるでしょうか。
人々の間の絆を深め、地域社会における交流を活性化させるソリューション、人々の心にセ
ラピーのように働きかけ、孤独を癒し、希望を灯すようなアイデアを提案してください。
■スケジュール
【第 1 日目

2021 年 10 月 29 日㈮】

モデレーター：Ar. LI YANBO
12:45-13:15

開会式

スピーカー：Ar. Rita Soh, Ar. Wu Jiang, Ar. Li Zhenyu

13:15-14:00

レクチャー

スピーカー：Ar. Chris Hardie

14:00-15:50

ワークショップ

各チームのグループワーク

16:00-17:00

レクチャー

スピーカー：Ar. Vinayak Bharne

【第 2 日目

2021 年 10 月 30 日㈯】

モデレーター：Ar. ZHOU MINGHAO
13:00-14:00

レクチャー

スピーカー：Ar. James Wei Ke

14:00-15:20

ワークショップ

各チームのグループワーク

15:30-16:30

レクチャー

スピーカー：Ar. Puay-peng Ho
66

Ⅲ ARCASIA ACA19 上海大会 報告

【第 3 日目

2021 年 10 月 31 日㈰】

モデレーター：Ar. WANG YIMING
最終講評とポスターショー

各チーム：プレゼンテーション 5 分 + 質疑応答 3 分

13:00-13:40

ファイナルレビュー

発表チーム：AAM, ASA, ASC, HKIA, IAB

13:50-14:30

ファイナルレビュー

発表チーム：IAP, IIA, JIA, KIRA, PAM

14:40-15:20

ファイナルレビュー

発表チーム：SIA, SONA, UAP, UMA, VIA

15:20-15:35

閉会式 スピーカー：Ar. Gyanendra Singh Shekhawat, Ar. Li Yanbo

未来へ続くアルカジアのエネルギー
伊藤友紀

私が初めて ARCASIA Student Jamboree に参加させていただいたのは、2008 年の韓国釜山大
会でした。まだ学生であった当時、人生で初めての国際大会に、右も左もわからず、つたない
英語を頼りに、やっとの思いで会場へたどり着いたことを覚えています。アジア中から集まっ
たアルカジアの学生たちは、本当に優しく、家族の様なあたたかさで迎え入れてくれました。
学生ジャンボリーでは、アジアの人々がそれぞれの文化の違いを楽しみながら共に暮らす未来
の風景を描き、国際交流の喜びを教わりました。
アルカジアに出会ってから 10 年の時を経て、2018 年の東京大会、
そして 2021 年の上海大会に、
再びチューターとして携わらせていただけたことに、不思議なご縁を感じながら、よみがえる
楽しい記憶とともに、あの頃たくさん親切にしてくれたアジアの友人たちや先生方、そして送
り出してくださった JIAの皆さまにいただいたあたたかな気持ちを、ずっとポカポカと胸の内
に抱いたまま、年月を重ねてきたのだなと感慨深く思っています。
パンデミックという人類未曾有の経験によって、都市や街のあり方、人々の関係性や住宅の
間取りに至るまで、私たちを取り巻く環境は随分と変わりました。その渦中にあって、人々は、
これまで大切に育んできたコミュニティや親しんできた環境が、自分ではっきりと気が付かな
いうちに、日常からどんどん消えていってしまうような不安や喪失感を覚えています。
「Reconnecting Our Community」というテーマは、物理的な接触や移動が制限される近年の
世界的状況において、
「建築の力」によって何ができるだろうかという問いに、真剣に向き合う
機会をくれました。
今大会は、アジアのさまざまな国と地域の参加学生が、この世界共通の問題に取り組み、彼
らのいきいきとしたアイデアとソリューションによって、人々の心を癒しながら、新しい時代
に向かい、前に進んでいこうとするエネルギーに溢れた大会となりました。
また、今大会は、プログラムの全面オンライン開催という新しい挑戦に臨んだ大会でもあり
ました。日本チームも、事前準備やディスカッションを含めた全ての共同作業をオンラインで
行いました。

3 日間という非常にタイトな日程の中で、外国語のレクチャーと、オンラインのみで共同作
業をするワークショップが交互に組まれたプログラムをこなし、その成果を、国や地域の学生
を代表して発表するという経験は、多くの参加学生にとって、きっと頭が爆発するような密度
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の高い経験だったのではないかと思います。
それでも、最終日のファイナルレビューでの各チームのプレゼンテーションは、国際ワーク
ショップとして非常に高い成果を感じる素晴らしいものでした。
日本チームも、周戸南々香さんと山縣レイ子さんの熱意ある頑張りと、それぞれに素晴らし
い感性によって、とてもユニークなソリューションが完成しました。
フレンドシップ・タイム
最終日の閉会式で、先生方より総括の
メッセージを頂いた後に、参加学生全員
が、Zoomのカメラとマイクをいっせい
にオンにする時間がありました。互いに
笑顔をみせ、自然と Thank youという言
葉が口々に飛び交い、いよいよ閉幕とい
う時、誰かが音楽をかけると、そこに居
た皆が、音楽にあわせて手を振ったり、
頭を揺らして踊る一幕となりました。

フレンドシップ・タイム

オンライン開催により、今大会では、フレンドシップナイトでの交流はかないませんでした
が、参加学生たちは、ユニークなアイデアによって、大会の開催に尽力して下さった先生方や、
一生懸命頑張った仲間たちに、感謝と健闘の気持ちを伝えていました。
フレンドシップ・タイムと呼べるような、あたたかな時間でした。
このような素敵な機会を与えて下さった JIAの皆様、多大な準備をして下さった大会関係者
の皆様、日本チームとして頑張って下さった周戸南々香さんと山縣レイ子さんに、心より感謝
申し上げます。

（伊藤友紀建築研究所）

■参加学生レポート

アジアを繋ぐ、会えずとも存在する
周戸南々香

世界的かつ歴史的な脅威に生活を脅かされている、その状況に慣れ始めた 2021 年 10 月末。

3 日間にかけてオンラインで行われた ARCASIA student jamboreeの命題は、
「reconnecting our
community」と、きわめて切実なものだった。
日本チーム（学生：山縣・周戸、チューター：伊藤）の話し合いは、東京、京都などそれぞ
れの自宅から Zoomを通して行われた。自己紹介はもちろん画面越しであり、相槌のタイミン
グすら自然と意識的になる。そんな中、わたしが予想外だったことは、思いの外議論が弾んだ
ことである。いや、思いの外などではなく、むしろ学校でアイデアを話すような多くの場合よ
り、話し合いの中で考えが深まっていた。何故初対面であったのにと考えてみると、参加学生
が同じ JIA 主催の卒業設計コンクールの入賞者同士であることに改めて思い至った。ほぼ全て
の卒業設計コンクールがオンライン開催であり、入賞者同士の交流もない中で、このように他
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大学の学生と深くお話しできる機会を与えていただけたことが、わたしにとって非常に新鮮で
あり、幸運なことであった。
私たちが第一に話し合ったことは、
「reconnectすべき communityとは何か」だった。この
命題を考える上で、私たちからよく発言されるようになった単語が、帰属意識 ̶ sense of

belongingである。いつしか問いは、
「生活習慣の変革を余儀なくされたことにより、私たちか
ら失われた帰属意識とは何か」と読み替えられていた。それは、直接会うことを封じられ、画
面を通した交流のみとなった会社・学校への帰属意識だろうか。もしくは、帰省することが困
難となった家族への帰属意識だろうか。
私たちは、
社会そのものへの帰属意識こそが、
今最も欠損していると結論付けた。電車に乗っ
ていても、乗客全員の顔はマスクで白くぼかされ、個人を認識することが困難になった。店員
の表情は読み辛くなり、他人との必要のない会話は避けるようになった。このような状況で、
人々は自分が社会に包まれているとは感じられないのではないか。その欠損は、特にコミュニ
ティに属していない、もしくは属していても関係性が薄い人々にとって、切迫した寂しさや孤
独感をもたらす。
プログラムは、利用者を選ばずかつ多くの人が日常的に利用する駅を選択した。参加学生 2
人が卒業設計において駅を設計しており、駅というプログラムに対して関心が深かったことも
理由の 1 つである。
そうして 2 日間で問題提起・設計からプレゼンテーションの資料作成までを行い、3 日目が
国ごとの発表であった。1 日目、2 日目に実施されたレクチャーでも質問をして参加していた学
生はいたが、このプレゼンテーションの時間になって初めて、国ごとに並列しているという意
識を覚えた。拙い言い方になるが、世界は本当にあるんだと実感した。レクチャーや各国のプ
レゼンテーションの内容はもちろん興味深く貴重な体験であったが、何より当たり前に中国人
がいて、韓国人がいて、フィリピン人がいる、その環境に刺激を受けた。

ARCASIA student jamboreeが終わった次の日、胸に芽生えた世界という現実味を動機に英
語のスピーキングの勉強を開始した。6 畳半の和室で英文を呟き、また建築への思索を深めな
がら、世界で建築を学ぶ皆と reconnectingできるその日を待つ。

（京都大学工学研究科研究生）

■参加学生レポート

創造で世界とつながる
山縣レイ子

このたび、ARCASIA Student Jamboree 2021 に出場させて頂けたことを大変光栄に思います。
日本建築家協会の皆様、並びにチューターを務めてくださいました伊藤様、チームメンバーで
ある周戸さんに心より感謝申し上げます。

Student Jamboree 2021 は、コロナウイルス感染拡大の影響により、ディスカッションや作
業をはじめ、最終日の発表まで全てがオンラインで開催されました。例年と異なりオンライン
で開催されたことで、今年ならではの貴重な経験ができたと感じています。また、大会テーマ
「Reconnecting Our Community」を通し、感染拡大を受けた都市や建築は、どのように人々の
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暮らしに貢献できるのか、どのように変化すべきなのか、また、建築が私たちの日常に与えて
いたものは何であったかを考えることができました。
コロナ禍で過ごす日々を振り返り、オンラインを活用することで、日常的に所属するコミュ
ニティ内では、むしろ以前より親密に会話を交わすようになりました。
しかし一方で、
「誰か」との間で偶発的に起こるコミュニケーションが減る、もしくはそれら
を避けなければいけないことに、私は寂しさを感じていました。
チームでの議論を深めるうちに、日常のコミュニティ外における他人との繋がりは、私たち
に予期しない変化や刺激を与えていることに気づきました。それは、“ 何となく誰かと繋がっ
ている安心感 “を与えるものでもありました。
このように、オンラインなどの技術を通したコミュニケーションは、既存のコミュニティや、
目的があることが前提です。そのため、偶発的で適度な距離感を保つコミュニケーションは生
まれにくいように感じます。一方、現実空間である建築・都市は、ゆるやかな拘束感の無いコ
ミュニケーションを発生させる場所であると考えました。
これらの考えを応用し、駅内の人の移動が散水の仕組みとなるプラットホームの共有庭を設
計、提案しました。
直接的な関わりを避けなければならない現在のような状況下で、駅を歩行する「誰か」の動
きによって共有庭に水が注がれ、草木が育ち、その光景がまた違う「誰か」にとって日常風景
の変化となる。
「誰か」の痕跡を感じられる仕組みが、
「どこかの誰か」に繋がっている帰属性を
感じさせます。
また、国際大会であることを踏まえ、日本の都市背景が伝わるような敷地の選択を心がけま
した。駅を舞台に選んだのは、満員電車が日本の都市でよくみられる特有の景色であり、問題
点を持ち合わせている場所でもあると感じたからです。また、チームの親睦を深める中で、卒
業制作の敷地として互いに駅を選択していたという共通点は、限られた時間での議論を活性化
させてくれました。
最終日のプレゼンテーションでは、各国の状況や都市、文化背景が反映された様々な提案を
見ることができました。行ったことのない場所に想像力を働かせながら提案への理解を深める
と、オンラインで見る数々の図面やパースが、より迫力あるものに感じられました。
また、それぞれ個性的な提案でありながらも、コロナという世界共通の大きな変化の中で、同
じテーマを考え、互いに刺激し合うことができました。
この有意義な時間の共有は、世界中の誰かと繋がりを感じられる、つまり私たちが求めてい
た Reconnecting Our Communityそのものであると感じています。想像力を創造力に変えなが
ら、今後も人々の繋がり、そして人と建築・都市の繋がりを、建築を学ぶ者として考えていき
たいと思います。

（明治大学大学院
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ファイナルレビュー

最終日のファイナルレビューでは、15 組のチームが、プレゼンテーション 5 分、質疑応答・
講評 3 分の構成で発表を行いました。それぞれのチームが導き出したソリューションには、ア
ジア各地の地形的特性や文化習慣、社会背景などが映し出され、その地域ならではのアプロー
チによって課題を解決する個性豊かなポスターショーとなりました。参加学生にとって、さま
ざまな国と地域で学ぶ同世代の仲間のアイデアに触れる機会となりました。
〈日本チームへの講評コメント 要旨〉
素晴らしいプレゼンテーションをありがとうございました。
私は、
自然と植物を用いてコミュ
ニティーメンバーと再び繋がるというこのアイデアが好きです。特に、アジアの高密度の都市
において、こうした方法はとても明快だと思います。
ここ上海も、日本の東京のような都市と同様に、非常に高密度な都市であり、そして自然と
植物を必要としています。ですから、コミュニティに再び繋がるために、とても注意深く、賢
い手法だと思います。

Wang Yiming 氏
同済大学

日本チームのプレゼンテーションを担当した山縣レイ子さん

Wang Yiming 氏から講評を受ける様子
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建築都市計画学部 助教授

同済大学
建築都市計画学部 助教授
Wang Yiming 氏から講評を受ける様子

各国チームのファイナルレビューの様子

IAP（パキスタン）

HKIA（香港）

ASA（タイ）

UAP（フィリピン）

AAM（マカオ）

UMA（モンゴル）

各国チームのファイナルレビューの様子

日 本 チ ー ム 案「New Connection
Under the Ground」
「共有の庭の世話をすること」によっ
てできる人々の関係性と、「都市の
地下鉄駅で起こるアクティビティ」
に着目し、日常の延長線上に新しい
風景をつくり出すことで、自然への
帰属意識の回復と、コミュニティへ
の新しい繋がり方を提案しました。
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5

ARCASIA 建築賞（AAA）2021

2021 年 10 月 31 日㈪
会場：上海の授賞式会場とオンラインの同時開催

竹馬大二

2021 年度のアルカジア建築賞は
2021 年 4 月 1 日 に 募 集 が 始 ま り、
ACA19 の第 3 日に各賞の発表がリ
アルとオンラインで行われた。下
記の表に掲げられた 10 のカテゴ
リ ー に 対 し 15 か 国 か ら 224 の 作
品が応募され、5 つの金賞と 17 の
佳作、4 つの特別賞が授与された。
日本からは、三菱地所設計による
追手門学院大学 ACADEMIC-ARK
が金賞を受賞。他には日建設計の

受賞者集合写真

2 作品と百枝優建築設計事務所の 1

作品が佳作に選出された。現地審査はなく、オンラインによる書類審査の結果であることを追
記しておきたい。また、日本において本賞のプロモーションが必要であることも痛感した。

Category
カテゴリー

Award
賞

A1Single Family
HM
Residential Projects
A2Multi-family
Residential
Complexes

B1Commercial
Buildings

B2Resort Building

B3Institutional
Buildings

Project
プロジェクト名

Architects
設計者

Country
国

SABUJ PATA

ASIA KARIM, INDIGENOUS

Bangladesh

RAS HOUSES

SANJAY PURI

India

HM

The Statesman

Shahla K Kabir, Suvro Sovon
Chowdhury, Studio
Morphogenesis Limited

Bangladesh

HM

ARAKAWA Bldg.

Keiichiro Taniguchi, Ayumi
Chihara, Tomohiko Hayata

Japan

HM

CADG Innovation & Scientific Research
China Architecture Design &
Demonstration
Research Group
Center

China

HM

DaiyaGate Ikebukuro

Koji Okada, Sae Ito

Japan

HM

One Excellence

Farrells

Hong Kong SAR, China

HM

Navakitel Design Hotel

JUNSEKINO ARCHITECT AND
Thailand
DESIGN

HM

The Aluminum Mt.

Wutopia Lab

Gold

ACADEMIC-ARK,
OTEMON GAKUIN
UNIVERSITY

Yasuhiro Sube, Keisuke Aneha,
Japan
Mitsubishi Jisho Sekkei

HM

KOKUGAKUIN
UNIVERSITY Learning Center

Koji Okada, Toshimi Ura,
Takahide Fukui

HM

Viettel Academy Educational Centre

VTN Architects, Nghia Vo Trong Vietnam

HM
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China

Japan

B4Social and
Cultural Buildings

B5Specialised
Buildings
CIndustrial Buildings
D2Conservation
projects, Adaptive
reuse
EIntegrated Projects

Special Award

Gold

Pocket Plaza, Yongjia Road, Shanghai

Shen ZHUANG

China

Gold

UCCA Dune Art Museum

OPEN Architecture

China

HM

Agri Chapel

YU Momoeda

Japan

HM

Yan Luo Sports Park

Ming Zhang, Zi Zhang, Original
China
Design Studio TJAD

Gold

Choui Fong Tea Café 2

Jeravej Hongsakul, IDIN
Architects

HM

The Architecture wears PVC PIPEs.

KUK HYEON KU, Studio Atelier
Korea, Republic of Korea
Maroo

HM

BingDing Wood kiln

AZL ARCHITECTS

HM

Conservation and renewal of Gunanjie Jianguo Wang, Architects
Street historic
& Engineers Co., Ltd. of
district
Southeast University

China

Gold

Dapeng Grain Warehouse Renovation

Ruiding Cai

China

Yan An Tourist Service Center

Weimin Zhuang, Hongjun Tang,
China
Kuang Li

HM

Thailand

China

Special Award
for Socially
Pocket Plaza, Yongjia Road, Shanghai
Responsible
Architecture

Shen ZHUANG

Special Award
for Sustainable Pit Art Space
Architecture

Ming Zhang, Zi Zhang, Shu Qin China

Special Award
for Sustainable Tank Shanghai
Architecture

OPEN Architecture

Special Award
Tea Leaf Market of Zhuguanlong
for Sustainable
Yehao Song
Township
Architecture

China

China

China

Gold:Gold Medal（最優秀賞）、HM: Honorary Mention（特別賞）

Congratulations to all shortlisted projects and their architects! We would like to thank our Awards Jury for their supports and
months of hard work.
Acknowledgement:
Awards Jury
ARCASIA President: Rita Soh
Non-Architect Juror: Kenya Hara
Zone A Juror: Jitendra Singh
Zone C Juror: ZHENG Shiling
International Juror: Francesco Dal Co

74

Ⅳ

ARCASIA 委員会 活動報告

職能委員会（ACPP）

グリーン・サステナブル建築委員会（ACGSA）

1

ARCASIA 概要

■ ARCASIA
Zone A

藤沼 傑

加盟国
ブータン、パキスタン、スリランカ、ネパール、インド、バングラデシュ

Zone B マレーシア、インドネシア、ラオス、ブルネイ、シンガポール、ベトナム、ミャンマー、
フィリピン、タイ

Zone C

中国、香港、マカオ、韓国、日本、モンゴル

ARCASIA アジア建築家協議会は、現在アジアの 21 の国と地域が加盟しており、理事会の他
に下記 5 つの委員会を設置し、建築家関連の情報交換を行っている。

2

職能委員会（ACPP）活動報告
ARCASIA Committee on Professional Practice, Round Table

藤沼 傑

職能委員会 ACPPは 2020 年に各国の建築家実務情報の整理をした（2020 年度 JIA 国際委員会
活動報告参照）
。これは下記 10 項目で各国の概要をまとめたものとなる。

1．国の概要

2．建築家人数構成

5．設計料概要
8．建築士法規関連

3．設計事務所数

6．建築学教育制度
9．国際活動

4. 建築家資格登録数

7．CPD 継続教育制度概要
10．課題

2021 年度に提出された各国の上記情報を添付資料としてまとめた。
2021 年度は 7 月と 8 月に各委員会と連携してウェビナーを開催した。
■ 2021 年 7 月 24 日 文化遺産とその活用

5 つの委員会が歴史的建造物の保存に関して報告し、ACPPからはネパール SONAが代表し
て 2015 年地震後の歴史的建造物修復について講演した。
■ 2021 年 9 月 4 日

デジタル化への対応

同じく 5 つの委員会が建築設計のデジタル化について報告した。ACPPからは日本がビジュ
アルソフトの最新動向と国土交通省のデジタルコモン、データプラットフォーム、建築情報学
会の設立などを紹介した。
また、インドネシア工科大学 ITBと共同して、8 月に建築家の倫理について合同ウェビナー
を開催した。
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ISSUES AND CHALLENGES FACED BY JIA

New architectural design service quigeline was issued in 2018 (notice no
98). This notice reduced the fee for small projects. The revision process is
to start this year (2021).

ISSUES AND CHALLENGES FACED BY JIA

New architectural design service quigeline was issued in 2018 (notice no
98). This notice reduced the fee for small projects. The revision process is
to start this year (2021).

The Ministry is promoting CM project delivery system, in which Design
Build contracts are allowed for public project.

The Ministry is promoting CM project delivery system, in which Design
Build contracts are allowed for public project.

The Ministry issued the new BIM gudieline in April 2020. They have restarted “model BIM projects” according to this new guideline this year
(2021)

The Ministry issued the new BIM gudieline in April 2020. They have restarted “model BIM projects” according to this new guideline this year
(2021)

Thankyou

FUJINUMA,masaru
mfuji@wistarchi.jp
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3

グリーン・サステナブル建築委員会（ACGSA）活動報告
ARCASIA Committee on Green & Sustainable Architecture, Round Table

新居照和

1）
 2020 年 4 月 15 日から 2021 年 4 月 3 日までの ACGSA 活動
初期は月例会議をし、途中から 2 か月に 1 回、オンライン会議を行う。
■ Covid 問題に関する情報交換：2020 年 5 月 7 日第１回 Web 会議
・セントラル AC システムや ACのハイブリッドシステムを避ける。
（バングラデシュ）
・自宅で仕事、オンライン会議。現場の材料保管は検疫空間で、写真やビデオを通して現場と
のコミュニケーション（インド）
・病院のデザインがテーマ（中国）
・優れた健康的なデザインで社会の認識を向上させる。
（香港）
・ライフスタイルや都市のあり方の変化の兆候と低密度化計画（日本）
・食料自給と都市農業の重要性（パキスタン、ネパール、タイ）
・外国人労働者への依存問題（マレーシア）
・検疫センターの公共建築物利用（インド）
・Arcasia Covid19タスクフォース：Covid-19分離センターの設計ガイドラインをバングラデシュ
建築家協会が作成（2020 年 4 月 15 日）
■コンペティション「Covid-19 と闘うグリーンビルディングの貢献」2020 年 4 月 25 日
■ウェビナー ACGSA フォーラム「土着的知恵を通して持続可能性を再定義」
2020 年 11 月 7 日、モデレーター Tushar Sogani
発表国：タイ、香港、中国、ベトナム、ネパール、インド、ミャンマー
参加者：140 人オンライン

地域コミュニティの過去と現在を繋いだ住居、先祖ホールとレジャーの複合施設
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保存、アダプティブリユースの課題、そして現代社会おける実行可能な革新的な現代土着的
試み例が、議論され共有された。
注目される中国の例を取り上げる。急速に変化する中国において、伝統的な技能と文化を継
承・維持する強い必要性は、すべてのアジア諸国にも関連し共有できる課題である。

2012 年、4,000 の村が「中国の伝統的な村のリスト」に指定され、中国で消滅していく伝統的
な村を全体的に保全する課題に全国的な注目を集める。 2017 年に、健全な国家経済システム
と伝統文化継承への効果的アプローチに基づいて、
「農村活性化戦略」が発表される。 逆に言え
ば、地域文化遺産は農村開発のための持続可能な資源でもあるという認識。 中国建築協会は、
学術研究、適応再生、および現代デザインへの応用のための団体、サブソサエティを設立した。
■ウェビナー ACGSA フォーラム
「グリーン評価ツールは、どのようにしてより持続可能で回復力のある（レジリエント）建

築を促進できるか」
2020 年 12 月 12 日
モデレーター Tan Szue Hann
発表国：インド、タイ、パキスタン、中国
参加者： 35 人オンライン

2） 2021 年 4 月〜 2022 年 3 月の ACGSA 活動報告
■ウェビナー ACGSA フォーラム「都市のレジリエンスと持続可能な未来への進化」
2021 年 4 月 3 日、モデレーター Alice Leong
発表国：バングラデシュ、香港、中国、日本
参加者：110 人オンライン

Ar. Titasは、文化遺産に基づくイノベーションは、すべての人々に利益をもたらす持続可能
な解決策に到達するために重要であると強調する。

Ar. Chanは、すべての開発途上国の社会的危機として、香港の密度問題について議論する。
量より質を重視した手頃な価格の住宅、共同生活空間、屋外の部屋、良質仮設住宅、都市農業
の設計を考え出すことは、世界共通のニーズである。

Ar. Weiは、中国の Covidのパンデミックの経験から、回復力は優れた医療システム、給水お
よび衛生システムから始まると述べる。 それは都市と農村計画に影響を与え、都市空間の健
康と質を改善し、結果として生態的保護に貢献する。
新居は、気候変動による繰り返される災害、および長期にわたるパンデミック状況と闘うた
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めに、エネルギー、労働、生活の分散的ネットワークに基づく適切な地域的アプローチを示す。
増加する格差問題に対して、災害リスクとその影響を減らすために、健全なコモンズやコミュ
ニティのような相互支援システムを育成する必要性を提示する。より自立的になることは、よ
り強い地域コミュニティを導くことになる。
■デザインコンペ「変化する環境に対するレジリエンスデザイン」
2021 年 7 月 3 日、ネパール SONA 主催
スポンサー：タイグリーンビルディング財団賞
登録：278
参加：8 か国、エントリー 73（専門家 25、学生 48）

■ウェビナー「保存に関する委員会をまたぐ議論」

ACGSAの 3 本柱である、1. ヘリテージ 2. 都市の新課題 3. レジ
リエンスの観点に基づいて、計画した 5 つの建築委員会と交わる 3
回の議論の２つが行われた。3 回目のレジリエンスに関する委員会
間議論は、計画中。
●セッション 1「私たちの遺産に気を配る：アジアの構築遺産の保
全と適応的再利用にどのように取り組むか」
2021 年 7 月 24 日
発表委員会と出身国：

ACSR・香港代表、ACAE・バングラデシュ代表、ACGSA マレー
シア代表、ACPP・ネパール代表、ACYA マレーシア代表
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●セッション 2「デジタル化の採用：私たちの未来のために新しいテクノロジーを建築家がど
のように活用できるか」
2021 年 9 月 4 日
発表委員会と出身国：

ACSR・香港代表、ACAE・シンガポール代表、ACGSA・シンガポー
ル代表、ACPP・日本代表、ACYA・香港代表
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越境建築家たちとの対話シリーズ

Part 1（第 7 回、第 8 回）
Part 2（第 1 回〜第 5 回）

1

越境建築家たちとの対話シリーズ Part 1 第 7 回

藤沼 傑

「《越境建築家 ) たちとの対話シリーズ Part 1」の第 7 回には、ミャンマーで活躍していた
フューチャーリンク建築社の 3 名、大賀行雄氏、イアン トゥ氏、平木秀和氏をお招きした。
以下に、その概要を報告する。
日時：2021 年 4 月 23 日㈮

19:00 〜 20:00

モデレーター：藤沼 傑（ウィスト建築設計｜ JIA 国際委員）
視聴者数： 64 名（パネリスト、電話のみの参加者を除く）
講演テーマ：「変革期の建築家とは —ミャンマー編」

講演概要：2000 年代に建築学科を卒業した後、2011 年後の震災復興に携わってから東南アジア
に活動を展開していった。 成熟した日本社会での震災を体験し、2010 年に民主化したミャ
ンマーにどのような思いで事業を始め、どのような苦労をして設計活動を展開し、そして、
クーデター後どのような思いで帰国し、何を今は考えているかを建築家の従来の職能を超え
た活動で説明した。
■講演者プロフィール
大賀行雄｜ OGA Yukio
1995 日本大学大学院 修了
1995-2006 坂倉建築研究所
2007 大賀行雄建築設計事務所
2010 フューチャーリンクコンサルティング設立
2013 フューチャーリンク建築社に改名
2013 ヤンゴンオフィス設立
トゥ イアン｜ Ian Tu
ミャンマーのヤンゴン生まれ
1998 来日
2002-2006 坂倉建築研究所
2010 フューチャーリンクコンサルティング設立
2013 フューチャーリンク建築社に改名
2013 ヤンゴンオフィス設立
2014 オックスフォード大学 MBA 修了
2016 ロンドン大学バートレット建築校大学院 修了

平木秀和｜ HIRAKI Hidekazu
2004 石川工業高等専門学校専攻科環境建建設工学専攻 修了
2007-2013 観光企画設計
2013 フューチャーリンク建築社
2014 ヤンゴンオフィスマネージャーとしてミャンマーに常駐
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越境建築家たちとの対話シリーズ

■主なスライド

■所感
卒業後、震災復興事業に携わることで建築の本質的な力を体験した。与条件を設計するので
はなく、社会活動の中での設計をするという従来の建築家の職能概念を大きく越境した活動で
ある。ミャンマーの都市計画制度、建築行政づくりまで業務を展開した。コロナ禍が始まる直
前の 2020 年 1 月にミャンマーのフューチャーリンク建築社を訪問した。その後コロナにより
海外の渡航ができなくなったが、ミャンマーの情勢は民主化を着実に進展しているように見え
ていた。かららの活動は、建築設計に限らず、民主化したミャンマーではあらゆる分野で挑戦
があったものと思う。しかし、そのような努力を一蹴するクーデターという現実をあらためて
考えさせられた。詳しくは『JIA MAGAZINE NO.392 ｜海外レポート』を参照。

当日のウェビナーについての大賀さん、
トゥさん、
平木さんのリポートは下記でご覧ください。
『JIA MAGAZINE NO.392 ｜海外レポート』
http://www.jia.or.jp/closed/magazine/vol392.pdf
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越境建築家たちとの対話シリーズ Part 1 第 8 回
坂田 泉

「
《越境建築家 ) たちとの対話シリーズ _Part 1」の第 8 回には、ディック・オランゴさんをお
迎えした。当日は、オランゴさんとケニア、日本で活動を共にしてきた JIA 国際委員の坂田が
モデレーターを務め、
「対話形式」 で進めた。以下に、その概要を報告する。
日時：2021 年 5 月 21 日㈮

19:00 〜 20:00

モデレーター：坂田 泉（一般社団法人 OSA ジャパン｜ JIA 国際委員）
視聴者数： 30 名程度
講演テーマ：「ケニアから日本へ、日本からケニアへ」
講演概要：ケニア、ナイロビの高校を卒業後、留学生として日本に渡航、国立岐阜工業専門学校、
東京都立大学で建築を学ぶ。そして今、日本で出会った建築家、坂田泉と共に、
「ソシアルデ
ザイングループ OSA」を設立、
『虹プロジェクト』の名の下、日本とケニアの間に「虹」を架け
るような仕事を目指している。ケニアから何を求めて日本に渡り、どのように坂田と出会い、
日本からケニアに何を届けようとしているのか―これまでの軌跡とこれからの展望を語る。

■講演者プロフィール
ディック・オランゴ｜ Dick OLANGO
コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社｜ Colliers International Japan
K.K. ｜シニア・ディレクター
東京都立大学工学部建築学科卒業。坂茂建築設計事務所などでの実務経験を経て、
AOAD（ATELIER OLANGO ARCHITECTURE・DESIGN）建築設計事務所を設立、
AAP(AFRICAN ARCHITECTURE PROJECT) を共同設立。スウェーデンにおける建
築ビエンナーレや国連人間居住計画（UNHABITAT）のプロポーザルに入賞、作品が
展示される。現在、コーリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社に所属。
OSA ジャパン顧問を兼任。
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■主なスライド

■所感
オランゴさんと私が組織した「ソシアルデザイングループ OSA」は、2011 年の設立当初から、
ケニアと日本という国境を越え、いろいろな領域の人たちと連携し、さまざまな領域の課題を
解決することを目指してきた。その活動は、住環境、保健衛生、医療、再生可能エネルギー、
農業、人材育成、など多様な領域に広がっている。まさに「越境」を前提とした活動体といえ
る。その多様な内容については、ウェビナーの後半、オランゴさんと活動を共にしてきた私か
ら多岐にわたるプロジェクトの一端を紹介した。
「ソシアルデザイングループ OSA」について
は、JIA 関東甲信越支部機関誌『Bulletin』
、海外レポート（2020 年６月〜 2021 年 3 月連載）を参
照されたい注。
オランゴさんと私が日本とケニアの間で活動を始めて 10 年以上になるが、当日のウェビナー
では、改めて、私たちの「初心」を確認した思いがする。現代社会には新型コロナ感染症や気
候変動など、その解決には国境や職域、領域を超えた連携が必要な課題があふれている。これ
からも初心を忘れることなく、
さまざまなパートナーと共に、
ケニアと日本の間で
「越境建築家」
として生き、現代の課題解決に取り組んでいこうと思う。

注：『Bulletin』の連載記事の PDFは下記からダウンロードしてください。
http://osa-rainbow.com/assets/ﬁles/Bulletin_210301.pdf
当日のウェビナーについてのオランゴさんと坂田のリポートは下記でご覧ください。
『JIA MAGAZINE NO.394 ｜海外レポート』
http://www.jia.or.jp/closed/magazine/vol394.pdf
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越境建築家たちとの対話シリーズ Part 2 第 1 回
坂田 泉

「《越境建築家 ) たちとの対話シリーズ _Part 2」の第 1 回には、寺本健一さん、山雄和真さ
んをお迎えした。当日は、二人をよく知る JIA 国際委員の坂田がモデレーターを務め、リラッ
クスした雰囲気の「対話形式」で進めた。以下に、その概要を報告する。
日時：2021 年 11 月 19 日㈮

19:00 〜 20:00

モデレーター：坂田 泉（一般社団法人 OSA ジャパン｜ JIA 国際委員）
視聴者数： 71 名（パネリスト、電話のみの参加者を除く）
講演テーマ：「ボーダレス」
講演概要：国境のみならず、文化、人種、世代、技術、職種などあらゆる物事がボーダレスに
つながるようになってしばらく経つ時代に、建築を実践するということはどういうことなの
か考えたいと思います。都市と地方、個人と世界、など通常は対立的にとらえられる事象も、
分け隔てなくあつかえるとしたらどういうやり方があるのか。
それぞれ異なった経歴を持ち、
異なるものの化学反応を楽しむことを信条としてきた 2 人（と皆様）との対話がどうなるのか
楽しみにしています。
■講演者プロフィール
寺本健一｜ TERAMOTO Kenichi
Ofﬁce of Teramoto ｜代表
1974 年生まれ。東京理科大学大学院（小嶋一浩研究室）修了
ロッテルダムと東京で設計事務所勤務の後、2012 年よりドバイの ibda design パート

ナー
2018 年 に ド バ イ と 東 京 に 拠 点 を お く waiwai を 共 同 設 立。2021 年 よ り Ofﬁce of
Teramoto 代表
今年の第 17 回ベネチア・ビエンナーレ国際建築展で、寺本とワイル・アル・アワー
ルが共同企画したアラブ首長国連邦（UAE) 館が金獅子賞を受賞

山雄和真｜ YAMAO Kazuma
waiwai ｜ Founding Partner、東京事務所代表
1978 年生まれ。京都府出身。京都大学卒業、東京大学大学院修了
CAtにてシニアアーキテクトをつとめたのち、2013 年 GINGRICH 設立、同代表
2018 年、Wael Al Awar と寺本健一とともに waiwai を共同設立。同東京事務所代表
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■主なスライド

■所感
まさに「越境（ボーダレス）」を生きる寺本さん、山雄さんとの対話は、
「越境建築家」を自称
する私にとって実に刺激に満ちたものだった。また、お二人の越境のきっかけを作ったのが、
私が学生時代からよく知る故・小嶋一浩さん（元・CAt 共同設立者）だったことには感慨深いも
のがある。
お二人は国境を越えるだけでなく、職域、領域を越えることにも積極的だ。寺本さんがベネ
チア・ビエンナーレ国際建築展で今回、金獅子賞を受賞されたアラブ首長国連邦（UAE）館は、
海水の淡水化の過程で生じる廃棄物を再利用したセメント部材で構築されているが、その実現
には多くの領域の専門家との連携があったという。また、山雄さんが現在進めている住居系プ
ロジェクトでは高気密・高断熱をテーマに医療関係者とのコラボレーションを進めている。
気密、断熱、脱炭素、あるいは SDGsといった建築における「指標」が声高に論じられる中、
私たちはややもすると指標に向けた合目的性、成果主義、数値主義に陥りがちではないか。私
は建築家の本来の職能には、限られた指標に縛られることなく、専門に閉じこもることもなく、
あくまで柔軟に「オルタナティブ（別のあり方や考え方）
」を提供する役割があると思う。まさ
にボーダレスな姿勢が今、建築家に求められているのだ。これからも「越境建築家」に注目し
ていきたい。

当日のウェビナーの動画を下記でご覧になれます。
https://jia-intl.org/webinar-20211119/
当日のウェビナーについての山雄さんのリポートは『JIA MAGAZINE NO.398 ｜海外レ
ポート』に掲載予定。

119

4

越境建築家たちとの対話シリーズ Part 2 第 2 回

竹馬大二

「《越境建築家 ) たちとの対話シリーズ Part 2」の第 2 回には、中国で 25 年間活動している
日建設計の陸 鐘 驍 氏に、中国でのさまざまな設計業務を紹介いただいた。以下に、その概要
を報告する。
日時：2021 年 12 月 17 日㈮

19:00 〜 20:00

モデレーター：竹馬大二（日建設計｜ JIA 国際委員）
視聴者数： 60 名
講演テーマ：「制度への挑戦・中国におけるビッグネスデザイン」
講演概要：25 年間携わってきたいくつかの中国プロジェクトを通して、時系列から見た中国の
都市化と発展、環境大国を目指す未来への時代変化を紹介する。
・都市から農村まで、政治が求める建築の象徴性
・従来の建築概念を超える「ビッグネスデザイン」を生み出す時代性
・新しい都市インフラとしての「ビッグネス」
・環境装置としての「ビッグネス」
・「ビッグネス」で都市を縫合する
■講演者プロフィール
陸 鐘驍｜ LU Zhong Xiao
1966 年 中国上海生まれ
1986 年 同済大学中退 来日
1988 年 東京工業大学工学部建築学科入学
1994 年 東京工業大学 修士課程修了
1994 年 株式会社日建設計 入社
2006 年 日建設計（上海）設立 董事長
2021 年 現在：執行役員 設計部門プリンシパル、グローバルデザイン部門プリンシ
パル 上海、広州、深圳など中国の TOD プロジェクトを多く手掛ける。
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■主なスライド

■所感
建築に象徴性が求められた 1980 年代後半からの中国の大都市は巨大な超高層ビルが林立す
る複製都市であるというの氏の洞察と、その状況に対して建築家としてコミュニティー建築、
生態建築、TODなどを通して都市の個性を醸成させる様々な試みがその膨大な PJの紹介を通
して伝えられた刺激的な講演であり、これからの都市建築を考察する貴重な機会を与えていた
だいた。

当日のウェビナーの動画を下記でご覧になれます。
https://jia-intl.org/webinar-20211217/
当日のウェビナーについての陸さんのリポートは『JIA MAGAZINE NO.399 ｜海外レポー
ト』に掲載予定。
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越境建築家たちとの対話シリーズ Part 2 第 3 回
藤沼 傑

「《越境建築家 ) たちとの対話シリーズ Part 2」の第 3 回には、大江太人氏、上田真路氏をお
迎えした。以下に、その概要を報告する。
日時：2022 年 1 月 21 日㈮

19:00 〜 20:00

モデレーター：藤沼 傑（ウィスト建築設計｜ JIA 国際委員）
視聴者数： 63 名（パネリスト、電話のみの参加者を除く）
講演テーマ：「建築とビジネスの垣根を取り払う / 教育と不動産開発の融合「U Share」
」
講演概要：企業の経営的な視点から建築の作り方・使い方を考え、ビジネスとして不動産価値
を上げる建築設計の進め方について実例を交えての説明。

■講演者プロフィール
大江太人｜ OHE Taito
東京大学理工学部建築学科卒業（隈研吾研究室）
株式会社竹中工務店設計部
株式会社プランテック総合計画事務所・プランテックファシリティーズ取締役、株
式会社プランテックアソシエイツ取締役副社長
ハーバードビジネススクール MBA 修了
Fortec Architects 株式会社を創業、建築士としての専門的知見とビジネスの視点を
融合させ、クライアントである経営者の目線に立った建築設計・PM・CM・コンサル
ティングサービスを提供

上田真路｜ UETA Masamichi
早稲田大学理工学部建築学科卒業、同大学院修士課程終了（小野梓芸術賞）
鹿島建設株式会社建築設計本部にて国内外の大規模開発に関わったる
ハーバード大学デザイン大学院（不動産デザイン）にフルブライト奨学生として留学
外資系不動産ファンドを経験後、独立し国際学生寮 U Shareの開発運営を主軸とする
KUROFUNE Design Holdings（株）を創業
早稲田大学、慶應 SFC 特任講師、著書に『ハーバード式不動産投資術』
（ダイヤモン
ド社）
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■主なスライド

■所感
建築設計の価値は社会で正しく認知されていない。設計力で不動産の価値が何倍にもできる
と多くの建築家は豪語しているが、それをビジネスとして実践できている建築家は少ない。お
二人は、建築設計の価値をビジネスとして正面から捉え、実践している数少ない事例であるが、
かれらは建築家の職能を越境しているのではなく、本質に回帰しているだけかも知れない。し
かし、そのような本質的な活動が越境として感じるのは、我々建築家の普段の活動がいかに制
限されているかを改めて実感する。これからも「越境建築家」に注目していきたい。

当日のウェビナーの動画を下記でご覧になれます。
https://jia-intl.org/webinar-20220121/
当日のウェビナーについの大江氏、上田氏のリポートは『JIA MAGAZINE』に掲載予定。
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越境建築家たちとの対話シリーズ Part 2 第 4 回

坂田 泉

「《越境建築家 ) たちとの対話シリーズ Part 2」の第 4 回には、井本佐保里さんをお迎えした。
当日は、「アフリカ仲間」として以前から井本さんをよく知る JIA 国際委員の坂田がモデレー
ターを務めた。以下に、その概要を報告する。
日時：2022 年 2 月 18 日㈮

19:00 〜 20:00

モデレーター：坂田 泉（一般社団法人 OSA ジャパン｜ JIA 国際委員）
視聴者数： 46 名（パネリスト、電話のみの参加者を除く）
講演テーマ：「都市を生き抜くための空間ーナイロビのノンフォーマルスクール」
講演概要：ケニアの首都ナイロビに立地するムクル地区（インフォーマル居住地）の住まいや
学校の空間には、
低所得層の人々が都市で生き抜くためのたくさんの知恵が詰まっています。
現地でのフィールドワークを通して見えてきた、インフォーマル居住地における空間づくり
のルールと、現地で取り組んでいる、ノンフォーマルスクールへの支援活動（教室建設など）
について紹介します。都市開発に翻弄されるインフォーマル居住地の実態、そこでの生活を
支えるための空間づくりについて考えていきたいと思います。

■講演者プロフィール
井本佐保里｜ IMOTO Saori
日本大学理工学部建築学科｜助教
日本女子大学家政学研究科住居学専攻修士課程修了。藤木隆男建築研究所勤務後、
米国 studio g architects インターンを経て、東京大学大学院工学系研究科建築学専
攻博士後期課程にてケニアでの研究をスタートし、2013 年博士（工学）を取得。 在
学中に NPO 法人「アフリカ地域開発市民の会」にてインターン。2014 年東京大学大
学院工学系研究科復興デザイン研究体助教を経て、2019 年より現職。また 2020 年に
Mukuru Design Unitを立ち上げ、ムクルでの支援活動を継続している。
著書に、
『復興デザインスタジオ』
（東京大学出版会）、
「アジア・アフリカの都市コミュ
ニティ」
（学芸出版会）など。

124

Ⅴ

越境建築家たちとの対話シリーズ

■主なスライド

■所感
講演者の井本さんは、坂田の「アフリカ仲間」のひとり。ナイロビのスラムを舞台にした研
究や活動には以前から注目していた。今回のスラムの学校に焦点を当てた発表も興味深い内容
だった。
「ノンフォーマルスクール」とは、いわゆる正規の基準、制度の中で整備された「フォー
マル」な学校に属さない学校のこと。スラムの住人のような低所得層の人々も（いや、だから
こそ）、子どもの教育には熱心だ。社会の底辺から抜け出す数少ない術のひとつだからだ。ス
ラムにもフォーマルスクールは存在するが、絶対数が少ない。そこで、人々はいろいろな方法
でスラムの中に「学校」を成立させる。井本さんの発表では、スラムに既存する店や食堂、共
用トイレ、空き地などを利用しながら学校空間が成り立っている事例の紹介があった。地域住
民の見守り、サポートの中で子どもたちが学んでいく。こうした面は日本の学校のあり方のヒ
ントになるような気がする。私たちが先進国の立場から「誰ひとり取り残さない開発」を目指
すとき、注意すべきなのは「先進国の基準優位」になりがちの点だ。途上国では先進国からの
呼びかけに応え「先進国並み」
「先進国の仲間入り」をめざした開発が進行する。その中で排除
されるのが「ノンフォーマル」な部分だ。ほんとうに「誰ひとり取り残さない」ためには、多様
なセフティーネット、受け皿が幾重にも用意されていなければならないだろう。井本さんの発
表にはそのヒントがあったように思う。

当日のウェビナーの動画を下記でご覧になれます。
https://jia-intl.org/webinar-20220218/
当日のウェビナーについての井本さんのリポートは『JIA MAGAZINE』に掲載予定。
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越境建築家たちとの対話シリーズ Part 2 第 5 回

蔵楽友美

「《越境建築家 ) たちとの対話シリーズ _Part 2」の第 5 回には、エルウィン・ビライ氏をお
迎えした。当日は、
京都工芸繊維大学時代の教え子にあたる JIA 国際委員の蔵楽がモデレーター
を務めた。以下に、その概要を報告する。
日時：2022 年 3 月 18 日㈮

19:00 〜 20:00

モデレーター：蔵楽友美（FIVES ARCHITECTURE & INTERIOR ｜ JIA 国際委員）
視聴者数： 64 名（パネリスト、電話のみの参加者を除く）
講演テーマ：「建築の学生と大学は持続可能性に関して何ができるか ?」
講演概要：·

「建築の学生と大学は持続可能性に関して何ができるか？」という問いかけにつ

いての短いプレゼンテーション。SUTD（シンガポール工科デザイン大学）の建築・サステナ
ブルデザイン学部における建築教育や、
大学のサステナブル・プラン―
「持続可能性」
のフレー
ムワークが、学生の卒業設計作品とどのように関連しているかを共有します。

■講演者プロフィール
エルウィン・ビライ｜ Erwin Viray
シンガポール工科デザイン大学 教授／ CSO（最高サステナビリティ責任者））
2021.8- 現在 シンガポール工科デザイン大学 CSO（最高サステナビリティ責任者）
2016.5-2021.7 シンガポール工科デザイン大学 建築・サステナブルデザイン学部
学部長（The Head of Architecture and Sustainable Design Pillar）
2012-2016 京都工芸繊維大学 デザイン・建築学専攻長、同大学 KYOTO Design
Lab チーフコミュニケーションオフィサー
2012-2019 東京・TOTO ギャラリー・間 運営委員、バルセロナ建築研究所 (BIArch)
アドバイザリーカウンシル
2012-2017 The Singapore Presidentʼs Design Awards 審 査 委 員 長、Holcim Award
for Sustainability 審査委員等
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■主なスライド

■所感
エルウィン・ビライ氏は建築の教育に長く携わってこられ、2016 年より SUTD（シンガポー
ル工科デザイン大学）建築・サステナブルデザイン学部の学部長、2021 年 8 月からは同大学の

CSO（最高サスティナビリティ責任者）となられ、本講演では 12 月に発表された大学のサステ
ナブル・プランを紹介し、大学のミッションである “A Better World by Design”のもと、企業・
地域コミュニティ・大学が一緒になって研究費用を投じて進められる様々なサステナブル・プ
ロジェクトの実例を共有くださった。サステナブルな港湾貨物輸送、廃品回収アプリの開発、
海をメガバッテリーに変える（海水淡水化バッテリー）
、新素材 FLAMの開発などのほか、4 年
生時に 1 万ドル程度の研究費を与える “Industry sponsored capstone”や、AIとデザインの歴史
を学ぶなどの建築・サステナブルデザイン学部の独自のカリキュラムも紹介された。
ルネサンス以降は artと共に、産業革命以降は technologyと共にあったデザインのありかたを

2000 年以降は intelligenceと共にあると捉え直し、良い世界（A Better World）をつくっていく
ために、建物の設計にとどまらない広義のデザインが SUTDでは実社会と深くつながりながら
取り扱われている。そのための研究費が調達され、持続可能な未来を生きる将来のリーダーと
なる人材を育て続けていくためにアップデートされた大学のひとつのありかたが示されたよう
に思う。
講演の後半にはビライ氏自身のプロジェクトとして、卒業設計作品集「Forming-Unforming」
の表紙を AIに選定させる試みが紹介された。教育者であるビライ氏のもう一つの個性は a+u 誌
のエディターとしてピーター・ズントーや H&deMの特集号を手掛けたほか TOTO ギャラリー・
間のキュレーター等を務めてきたことであるが、
「表紙の選定」という、これまでビライ氏自身
の頭脳が行ってきたキュレーションの要である高度な知的作業を AIにさせるという実験は非
常に興味深い。講演は「こうした技術に助けられながら最後（の判断）はやはり人間（の感覚）
が大事だと思います」という言葉で締めくくられた。未来への示唆に富む講演であった。

当日のウェビナーの動画を下記でご覧になれます。
https://jia-intl.org/webinar-20220318/
当日のウェビナーについてのエルウィン・ビライ氏のリポートは『JIA MAGAZINE』に掲載予定。
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RIBA Global Architecture Exchanges
参加報告

Topic 1
Topic 3

1

概要

参加国：

岩橋祐之

AIA（アメリカ）、ASC（中国）、AuslA（オーストラリア）、BNA（オランダ）、
CAU/BR（ブラジル）、JIA（日本）、KIA（韓国）、NZIA（ニュージーランド）、
RIAI（アイルランド）、RIBA（英国）

JIA 参加者：岩堀 JIA 会員、坂田国際委員、岩橋国際委員
開催日：

第 1 回セッション

気候変動：2021 年 6 月 9/10 日

岩橋登壇

第 2 回セッション

都市の未来：2021 年 7 月 28/29 日

第 3 回セッション

低所得者住宅：2021 年 9 月 22/23 日 岩堀、長尾、坂田登壇

第 4 回セッション

コロナ禍の建築実務：2021 年 11 月 17/18 日 JIA 不参加

JIA 不参加

■テーマ：４つのテーマ
A. 気候変動 / サステナビリティ：気候危機に対して、建築家は何ができるか？
B. 未来の都市：都市の活性化 / コロナ後に都市が再び立ち上がれるか？
C. 低所得者住宅：建築家は社会の不平等に対して何を提言できるか？
D. コロナ禍：コロナは建築家の業務においても影響があった（新しい解決方法、新しい働き方）
が、建築家はこの機会をとらえて日々の業務において変化し続けられるか？
■概要

2021 年から始められた RIBA（英国王立建築家協会）の主催による、各国の建築家協会と協働で、
建築の課題について、トピックスを決めて WEBによりそれぞれの建築家協会から集まったメ
ンバー 7 〜 8 人により、6 分ずつの合計 30 分〜 45 分のプレゼンテーションを行い、その後 30 分
〜 45 分の質疑応答を行う構成のセッションである。今年は 2 回目となり、ABCDの 4 種類、２
回ずつの合計８回が行われ、昨年は JIAからは 2 回登壇し、今年は JIAから 3 回登壇した。
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2

Topic 1
岩橋祐之

2021 年 6 月 10 日㈭

環境配慮型建築の設計について、こ
れまで多様な取り組みがされている。
建物外壁の熱負荷を低減し、空調効率
を上げることが、エネルギー消費を抑
えながら室内の温熱環境を保つ上で不
可欠である。同時に、エネルギー消費
量を犠牲にすることなく、自然換気や
太陽光を取り込むことへの「人間の自
然な欲求」に応えることも必要である。
一方、環境に対する好みは人によって
異なるため 1）、建物から与えられる
環境だけでなく、居住者が自らの意思
によって「環境を変えられる建築」を
作ることで、居住者の満足度が上がる
と考えられる。
環境配慮の「要素技術」を日本の気
候に応じ「組合せ」て利用し、さらに
季節、時間、天候の変化に応じて「切
替える」ことで「要素技術」の本来の
効果が最大限に生かされると考えられ
る。特に住宅においては、「切替え」
を居住者が自ら開口部などの操作を行
うことで、好みに合わせて環境が選択
でき、満足度が上がると考えられる。
本論では、日本の気候に応じた要素
技術の組合せとして、「5 つの基本形」
を具体的な住宅モデルに組込み、同時
に居住者が行う運用計画を提案する。
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3

Topic 3

坂田 泉

2021 年 9 月 23 日、英国王立建築家協会（Royal Institute of British Architects、以下「RIBA」）
主催のウェビナー ”Global Architecture Exchanges_Topic 3” に参加し、当日のテーマである
「Affordable Housing」について発表をした。
日本からは私以外に、岩堀未来・長尾亜子（岩堀未来
長尾亜子建築設計事務所）
、他にアイルランドから Gerry

Cahill FRIAI、オーストラリアから Jeremy McLeod、中国
から Liu Xiaozhong、英国から Lanre Gbolade が参加し、そ
れぞれの国、地域における「Affordable Housing」をテーマ
に発表した。いずれもそれぞれの社会事情が反映された興
味深い内容だった注 1。

岩堀・長尾の発表スライド「矢吹町中町第二
災害公営住宅」

英国、アイルランドからの発表には「福祉」
「階級社会」
の存在を感じたし、中国には「国家」
「経済成長」を感じた。一方、日本からの発表はどちら
も（偶然にも）
、東日本大震災に端を発する内容であった。すなわち、岩堀・長尾の発表は震
災復興のための福島県「矢吹町中町第二災害公営住宅」であったし、私が発表したケニアにお
ける「FACILITY SEPARATED HOUSING SYSTEM（設備分離型住宅）
」プロジェクトも元々
は福島県の復興住宅を発展させたものである。ここには、戦後復興期から高度成長期を経て今
や少子高齢化社会に成熟した日本における「Affordable Housing」の「不在」があぶりだされ
ている。すなわち、
「収入に応じた適正な家賃や価格の住宅」という本来の意味での「Affordable

Housing」に着目した場合、戦後復興期に住宅公団が果たしたような公共セクターの役割はす
でに完了している。公共セクターの住宅供給はむしろ、自然災害復興において、あるいは、私
のケニアでの事例のように、途上国の膨大な住宅需要に応える住宅モデルとして活用されてい
るのである。

坂田の発表スライド

"FACILITY SEPARATED HOUSING SYSTEM"
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世界に目を向ければ、地震、津波、台風といった自然災害に見舞われる地域は多い。また、
戦禍にあえぎながら、復興を果たそうとしている人々もいる。あるいは、かつての日本のよう
に、急激な経済成長を背景にした膨大な住宅需要を抱える国々も多い。
こうした地域や国々、人々にとって、日本の戦後復興期から成熟期にいたる住宅建築における
経験、また自然災害後の復興住宅における取り組みが貢献する役割は大きく、世界に誇るべき
価値を有すると思う。
“Global Architecture Exchanges_Topic 3” への参加は、私にとって、日本独自の強みを活か
しつつ、世界の「Affordable Housing」の取り組みに貢献したいとの思いを新たにした経験と
なった。
注：”Global Architecture Exchanges_Topic 3”
https://youtu.be/_RVI-kYkncY
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当日の内容は下記の動画を参照されたい。

Ⅶ

UIA Accord 和訳

1

骨子概要

U IA ア コ ー ド と 各 勧 告 ガ イ ド ラ イ ン

その骨子概要

0 プロフェッショナリズムの４原則
専門能力： 建築家に要求される業務能力の水準と、その担保システムに言及。
建築の芸術面・科学面 双方の知識の維持･活用･発展、生きた文化遺産である建
築への貢献。
また、これらの専門能力への職能団体や UIA の寄与。
自 律 性： 客観的で妥協の無い専門家としての判断が、他のいかなる動機にも優先される。
法令の遵守。 社会的・環境的影響への配慮。
献 身 性： 依頼者と社会のための、高度に無私の献身。 能力を惜しまず、予断や偏見の無
い判断。 職能に相応しい対応。
責
任： 建築家は、依頼者へ第三者的(必要なら批判的)な助言をなす責任や、自らの営為
が社会や環境に及ぼす影響への責任を持つ。 その責任上、自身またはチームの
実務能力・知見を超える業務は行わない。 ＜Accountability＞
UIA は、この４原則および以下の諸規範の確立をめざす。 また、建築家の能力や職能規範に
ついての相互認証が、公共の利益や職能の信頼性に寄与するという立場にある。

1 建築家の業務
・単体の建物または建物群の設計・新築・増築・保存・修復・改造から都市計画に至るまで、
これらに関わる業務。
・具体的には：基本計画、土地利用計画、都市デザイン、基本調査・設計・模型・図面・仕様
書・技術文書の作成、建築家以外のコンサルタント（構造・設備等のエンジニア、都市計画
家、ランドスケープ・アーキテクト、等々）が作成した技術文書の統括的調整、コスト調整、
工事請負契約の管理、工事監理、プロジェクト・マネジメント。

2 建築家
建築家の呼称は、以下の全てに該当する者に与えられる。
・学歴および実務能力にて基準に達している。
・
（一般的には）法律上の各管轄圏での建築家業務の登録／免許／証明を取得している。
・①公正かつ持続可能な開発、 ②福祉、 ③空間・形態・歴史的文脈から見た社会の居住環
境の文化的表現、これらを主導する責任を持つ。

3 建築家の基本要件
・｢2｣で定義した建築家として登録／免許／認定を取得するための基本的要件は、
以下の 3.1 から 4.3 までに列記された、知識・技能・能力。
建築家業務を営む資格があると認められるには、(公的に)認可された教育・訓練、および実
証可能な知識・資質・経験が必要。
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

美的要請と技術的要請の双方を共に満たし、かつ環境的な持続可能性を目指した建築設計を生み出す
能力
建築および関連する芸術・技術・人文科学の歴史と理論に関する十分な知識
建築設計の質に影響する要素としての美術に関する知識
都市デザイン・計画に関する十分な知識、およびその計画過程で必要となる技能
人と建物との関係、また建物とその環境との関係についての理解、そして建物や建物間の空間を人間
的な尺度や要求に関連付けることの必要性の理解
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3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

建築における職能と建築家の社会的役割、特に、社会的要素に配慮した建築企画書をまとめる際の役
割に関する理解。
建築計画の調査や企画書作成の方法(・手順)に関する理解
建物の設計に伴う構造設計・施工・工学的諸問題に関する理解
建物を気候条件から保護し、その内部の快適性を確保するための、物理的な課題、適用技術、あるい
は機能に関する十分な理解
建物のユーザーのニーズを、予算的・法的制約の中で満たすのに必要な設計技量
設計コンセプトを建物として具体化させ、個々の計画を全体計画にまとめる際の、産業・組織・(法令
等の)規制・自治規制・手続きに関する十分な知識
人間的・社会的・文化的・都市的・建築的・環境的な価値への責任、そして建築遺産全体に対する責
任の自覚
生態系を持続可能にする設計、そして環境の保全や修復、これらを達成できる方法に関する十分な知
識
建築に関する秩序や工法の包括的理解に基づく、建築技術についての創造的な能力の開発
資金計画、プロジェクト・マネジメント、コスト管理、そしてプロジェクトの達成方法に関する十分
な知識
学生・教員双方における、建築の学習に固有の調査技術の育成

建築教育には以下の能力の習得が含まれる：
4.1 デザイン
4.2 知識
4.2.1. 文化・芸術分野の学習
4.2.2. 社会分野の学習
4.2.3 環境分野の学習
4.2.4. 技術分野の学習
4.2.5. デザイン分野の学習
4.2.6. 職能分野の学習
4.3. 技能
以上が「最低限の基礎」である。

4 教育
・建築家教育は全卒業生について、以下を保証しなければならない。
・技術体系や要件、健康・安全や生態系バランスへの配慮を含む、建築設計の知識と能力
・建築における、文化的・知的・歴史的・社会的・経済的・環境的要因の理解
・分析的かつ創造的な洗練された思考力と、社会における建築家の役割と責任の完全な理解
・UIA／UNESCO 建築教育憲章に従い、UIA は、建これも認定／認証／認可された建築課程
により、フルタイムで５年以上の期間を掛けて行われることを提唱する（実務経験／訓練／
インターン制は別途）
。 ただし各国ごとの多様性も容認。

5 認定／認証／認可
・大学教育課程は外部独立審査機関から適当な期間（5 年以内）ごとに認定／認証／認可
・UIA は高等教育全国的組織と協力し、建築家の職能教育の内容基準を作成。
・有能な建築家の業務に求められるデザイン、技術、専門技能、倫理性が、公共の利益におい
て適切であることを到達基準が保証すること。
・建築家教育は 5 年以上の期間を提唱。
・認定方法は（大学とは）独立した組織によって行う。
・評価はプログラム、シラバス、スタジオプログラム、試験、外部審査員報告により、文書お
よび訪問で行い、書面により報告。
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6 実務経験／訓練／インターンシップ

・建築専攻の卒業生に少なくとも 2 年間の一定水準の経験／訓練／インターンシップ。
・実務経験／訓練は、１）プロジェクトと事務管理、２）設計、設計図書作成、３）建設図書
（施工図・仕様書）作成、４）契約管理。
・記録を作成、監督者は登録または免許を持つ建築家かつインターンの雇用主または建築家。
・期間後に実証する知識・能力は、１）建築家の業務、２）プロジェクト・マネジメント、３）
事前設計と敷地分析、４）プロジェクト業務と方法、５）基本計画、６）基本設計・および
図書、７）実施設計図書、８）契約管理。

7 職能的知識と能力の実証
・修得の知識・能力は適切な証拠を示し証明するが、証拠としては上記実務経験／訓練／イン
ターンシップ修了時に１回以上の試験に合格（試験の対象とならないものはその他で証明）
すること。
・「建築家」という称号は、大学レベルの教育課程と、指導・評価を伴う実務訓練または同等
の期間、双方を修了したことを実証できる個人にのみ授与される、ということが重要。
・これについての UIA 推奨モデルは、１）学術的職能教育、２）インターンシップ／職能経
験、３）最終職能試験／評価、等。

8 建築家の業務の登録／免許／認定
・登録／免許／認定とは、個人が建築家として業務に従事する資格のあることの公法上の承認
を指し、無資格の者が特定の職務を果たすことを防止するための法規制を伴う。 職業免許
は、市民の健康、安全、福祉を擁護するための国家本来の警察権の行使。 「免許」は、ほ
とんどの国で下記の業務規制の意味で使用されている。
・
「業務規制（業務独占）
」とは、教育・訓練・試験に関する一定の法的基準を満たした個人の
みがその職能の業務に従事できるようにすること。
・
「称号登録（名称独占）
」とは、その職能の業務提供者が訓練済／一定水準の者か、未訓練／
水準未確認かを、識別する最小コストの手段として、称号の使用のみを規制すること。
・UIA は、建築家の登録／免許／認定を、法令に規定されるべきものとして促進。またその
法令は、業務規制（業務独占）に基づくべきと勧告。
・UIA は、国家間などの相互認証協定は登録建築家*のみが対象である、という立場。 また
法の差の調整はこのガイダンスへの準拠を推薦。（* 業務登録／称号登録いずれも含む）。
・建築家の業務の定義、登録者の行動規制を明確にし、登録資格は、学位、実務訓練、試験、個人
面接、品行等によって判断。
・業務組織の法的許可基準は、経営者の３分の２が登録建築家であること。 また各プロジェクト
において業務担当者が登録建築家が関与すること。
・未登録者の建築家業務の規制は法律的になす（犯罪として扱う）べき。

9 建築家業務の受注
・設計競技方式（コンペ）／資質評価方式（QBS）の二つについて記述
・業務と報酬の種類について記述

10 倫 理 お よ び 行 動
この章は建築家の倫理および行動の規範について記載
・建築家は、最高水準の独立性、公平性、専門上の機密性、誠実性、能力、職能をもって可能
な限りの最高品質の設計、技術、業務の成果についての義務を負う
・その義務とは
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１）一般的義務…すべての建築家は、教育、調査、訓練、継続職能開発（CPD）及び経験を
通して、建築の芸術・科学・業務の体系的な知識と理論を身に付け、常に保持
２）公益における義務…健康、安全そして公共福祉を保護し、それらの作業や業務の実行に
おいて、自らの職能活動が社会および環境に与える影響を考慮。 社会のニーズを尊重
し、建築環境および自然環境の品質と持続可能性を取り入れることはすべての建築家の
義務である。
３）依頼主への義務…その作業及び業務を遂行するにあたり、依頼主に対して、忠実かつ良
心的。 常に偏見のない公平な判断力を行使。 いかなる段階においても、依頼主、実際
あるいは将来の利用者、工事請負業者、またはその他の関係者または組織に、利害の衝
突が発生する、もしくは当該者においてそう推定し得る重大な状況を知った場合は、直
ちに開示。 その際、建築家はそのような状況が関係者・関係組織の利益を阻害したり、
建築家の義務を妨げることの無いことを保証しなければならない。
４）職能上の権利における義務…この職能の独立性、公平性、職能の秘密厳守、誠実性、品
位と尊厳を保持する義務を有し、他者の正当な権利や利益を尊重しつつ身を処する。

11 継続職能研修（CPD）
・継続職能研修とは、建築家の知識と技能を維持、強化、または向上させて、社会のニーズに
関連する知識と能力を確保する生涯学習プロセスを意味。CPD のあり方に言及。

12 業 務 の 範 囲
・建築環境の創造に不可欠である７つの中心的構成単位を提供。
１）プロジェクト・マネジメント、２）調査と計画、３）工事費管理、４）設計、５）調達、
６）契約管理、７）保守運用計画
・プロジェクトフローについて段階的に記載。
A.設計前、B.コンセプトデザイン、C.基本設計、D.実施設計、E.入札・校章・契約落札、F.
工事、G 引渡し、H.建設後、I。その他

13 業 務 の 形 態
この章は業務（法的組織体）の形態を記載。
・A）基本的かつ主要な業務の形態…個人事業／無限パートナーシップ／合名会社／有限パー
トナーシップ／有限会社／株式会社
・B）特殊な業務の形態…グループ業務／共同業務／コンソーシアム等
・C）他の業務の形態…政府／準政府機関／公的機関
・勧告される業務の形態は、個々の建築家と同じ特性を維持することで企業体がその特性を維
持し、利益相反および建築家の自律性が損なわれる可能性を回避するための基本的な条件を、
1.所有権、2.取締役会の構成、3.業務管理担当最高責任者、4.職能事項担当最高責任者、5.
民事責任者、6.刑事責任者、7.管理事項の責任者、8.利益相反および建築家の自律性損失に
関するその他の事項、にあるとする。

14 他 国 に お け る 業 務
この章は他国における業務について、ローカルアーキテクトとの協働など、他国での業務ガイ
ドライン記載。

15 知 的 財 産 権 お よ び 著 作 権
この章は知的財産権および著作権についての法的問題を記載。
・知的財産の保護が創造的知的努力による建築家の実践を可能にする
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・著作権、保護著作物、著者の利益の保護、保護期間、著作権の行使、建築図面の所有権、UIA
加盟団体間の協力、損害、制度上の取り決めというテーマで論じている

16 建 築 家 職 能 の 自 治 管 理 （ 規 制 と 職 能 団 体 の 役 割 ）
・職能団体の設立によって、三つのグループの利益が果たされるとする。
A.消費者、B.公共、C.職能
・職能団体の機能、役割、建築家職能のガバナンスを論じている。

17 建 築 プ ロ ジ ェ ク ト の 提 供 方 式
・プロジェクトの提供方式を、プロジェクトの依頼主と建物の設計・図書作成および工事に係
わる当事者間の契約上の諸関係と定義し、以下に分類。
従来の建築契約／コンストラクションマネジメント／管理契約／設計施工／ノベーション
／官民パートナーシップ／連合方式／統合型プロジェクト調達に分類。
・各方法での成功に不可欠な側面を、独立した評価／CMr、管理契約者の専門知識の必要性／
施工者の設計への参画／早期着工のリスク／各段階での建築家と依頼主の直接コミュケー
ション／イノベーションの範囲／時間とコスト管理の有効性／設計図書の範囲の分野等に
おいて定義すべきとしている。

18 建 築 家 の 業 務 報 酬 の 向 上
・業務報酬の適切性（妥当額）は、個々の契約の建築家の責務だけでなく、依頼主、職能、社
会に対する責務全般に関して評価される。
・建築家の全費用の報酬、リスク対応や投資準備金の構築、公正な利益の付与がなされるよう
に算定。
・職能団体はプロジェクトのタイプ・規模・複雑性・工事品質水準ごとの業務報酬の妥当範囲
に積極的に関与する。
・報酬算定の基本要素は時間給であり、1 時間当たりの合計経費は総給与（直接人件費）のみ
の 200～240％となる。
・委託業務執行に必要な労働時間の事前見積は、以下のいずれかもしくは複合した方法でなさ
れる。
時間報酬制その１／時間報酬制その２（プロジェクトタイプ＋プロジェクトサイズ）／床面
積報酬制／パーセンテージ報酬制／固定パーセンテージ報酬制／一括報酬制／小的報酬交
渉
・建築家の報酬に影響を与えるその他の要因
・業務報酬のための情報システムの作成
・様々な長短所を比較すると、時間制報酬（プロジェクトタイプ＋プロジェクトサイズ）によ
るものが履歴データに基づくなど優れているといえる。
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アコード＆ガイドライン統合編集
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3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15
3.16

̔ʶ́ͩ<ǵ̴ʶ́ͩBĴȬZø?ʉ4,!8ʩŭʶ>ȅ́Ļ̟ǜZʽȆ,4ǁˬ
͒͋ZʪMĀ.̟Ē
ǁˬ SEλΝ.V̴̨¡ǵ̴¡¸Ȩ˔ƈBɩĽ<ʨͪ?λ.VĦā>ˆͮ
ǁˬ͒͋B?Ǌϓ.V́˶<,:B̴̔?λ.Vˆͮ
ήư}o_¡͋ʯ?λ.VĦā>ˆͮ SE2B͋ʯΤ˙;ǖ́<>Vǵ̟
¸<ǁʝ<BλÙL4ǁʝ<2Bʩŭ<BλÙ?8:Bʨ͈2,:ǁʝQǁʝ
κB˝κZ¸κʶ>ƤƽQ́ɵ?λΝ¾&V(<Bǖ́ǜBʨ͈
ǁˬ? &V̛̟<ǁˬƔBˎÈʶǋĐʞ?ˎÈʶ́˶?ίǦ,4ǁˬÇʯȾZ
L<OVυBǋĐ?λ.Vʨ͈
ǁˬ͋ʯBͧɏQÇʯȾÒǩBȬɺ¡Ǯϕ?λ.Vʨ͈
ǁʝB͒͋?ÊɜΜ͒͋¡ȭƭ¡ƭƈʶͫŔϚ?λ.Vʨ͈
ǁʝZɳàɈÅ!TÛͲ,2BûέBǘΨǜZˊÛ.V4OBʝʨʶ>ͦϚΨ
ʬǵ̴VCɡ̟?λ.VĦā>ʨ͈
ǁʝB¢o¢B¢sZ±˨ʶ¡ɺʶĊ˳B;ʉ4.B?ǖ́>͒͋ǵγ
͒͋lt~Zǁʝ<,:ùÏģ*0ßB͋ʯZöÏ͋ʯ?L<OVυBʫ
ə¡˺̎¡ɺÀ˥B̓Ċ¡̢ɷ̓Ċ¡Ǯ́#?λ.VĦā>ˆͮ
¸κʶ¡ˎÈʶ¡Ȩģʶ¡ήưʶ¡ǁˬʶ¡ʩŭʶ>×âHBͺÆ2,:ǁˬΫʫ
öÏ?Ɯ.VͺÆB̢ͅ
ʪǣ˲Zȅ́Ļ̟?.V͒͋2,:ʩŭBÛöQÝǒ(WTZΦǩ;#VȬɺ?
λ.VĦā>ˆͮ
ǁˬ?λ.V˖ƻQƭɺBĢȄʶʨ͈?Ū9$ǁˬǵ̴?8:BđΜʶ>̟ĒB
ιʴ
;δ͋ʯqai~¡¢q~lr~˩ʨ2,:qai~BΦǩ
Ȭɺ?λ.VĦā>ˆͮ
ƈʪ¡ȣŎĴȬ? &VǁˬBƈ̗?ŠɁBͧɏǵ̴B̝ǩ

ǁˬȣ̝?CÁ¨B̟ĒB̗Ǒ"ņLWVϰ
4.1 }o_
4.1.1. ǡîĒZʴȗ,đΜʶ>ǚ̘;ϑȫ,}o_¡¢y¢p{Z<WV̟Ē
4.1.2. ǟūZĶψ,ͦϚZȳT!?,āɋĳEά>ćȪZ¨,Ə̳͋ʯZˠɕ;#
V̟Ē
4.1.3. }o_ZȎɵ.V;ˠÏ<,:ǚ̘.V̟Ē
4.1.4. }o_ɕBđΜ?:ɝ>́˶ZͧȦ,ˆͮZ˿Ł,ǵ̟Zɾʬ.V̟Ē
4.2 ˆͮ
4.2.1. Ȩģ¡̴̨āβBƈ̗
 ťŨQ«ʰ? &VǁˬBɩĽʶ¡ȨģʶóÔBˆͮBP<?̳ě.V̟Ē
 ǁˬ}o_B?Ǌϓ.V̴̔BˆͮBP<?̳ě.V̟Ē
 ǁˬϺήưʩŭ? &VȨģΫʫŔϚ?λ.Vʨ͈
 ǁˬ<2B½BđΜʶͫāβ<BλΝǜBͮ͞
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4.2.2. ˎÈāβBƈ̗
 ˎÈ?λ.VˆͮBP<?̳ě,ˎÈB¢sZ¿̸.VÖϙ̙Q¢o¢<ĩí
.V̟Ē
 ˎÈĉʬ2,:Öϙ̙B¢sZȳˊ?,:qai~BÇʯȾ?L<OL4
ɝ>x_BǁˬϺήưʩŭBȨ̠ʶ¡ɡ̟ʶ́ÅZͧɏ,ȳˊģ.V̟Ē
 ʤǑ,S<.VǁˬϺήưʩŭ"̐!WVˎÈʶȨ̠¸κƭƈʶ¡˝κʶ>ͫ́Å
2,:ƮĈȞƿBͦϚ?λ.Vʨ͈
 ǁˬϺήưʩŭB͋ʯ͒͋ȭƭæƾƊöÓʬ?λ.VλΝɺ̓¡̓Ċ¡Ūʋ
?Ɯ.Vͮ͞
 ǁˬ?λΝ.Vŏƈȡɷƈ̔ƈ?Ɯ.Vͮ͞
4.2.3




ʩŭāβBƈ̗
̢ʗʰBpr|<ǁˬϺήưʩŭ?λ.VˆͮBP<?̳ě.V̟Ē
;ʊBÛöQƿɖʝ˩ʨBŔϚ?λ.Vʨ͈
ɇȩB_n_iblqe>ȅ́Ļ̟ǜʩŭ͵̪ˁbh¢͒͋
>TE? {p¡pr|Q2Bʬ?λ.Vʨ͈
 rk¢¡]¢g|iz¢Qήư}o_BɩĽQ³ÔBͮ͞>TE?ť
Ũ¡šţ͋ʯQ2WT<Ũû¡«ʰB¸Ĺěǣ¡;ʊ<BλÙǜBͮ͞
 ̢ʗʑƓBriZ̘Ǧ,4̢ʗpr|B˩ʨBͮ͞

4.2.4. ǵ̴āβBƈ̗
 ɜΜɇȩ>TE?ȭƭ?λ.Vǵ̴ʶ>ˆͮ
 ǁˬǵ̴BÓʬ? &VđΜʶ>̟Ē SEǵ̴BΞģ?λ.Vʨ͈BP<?̳ě.
V̟Ē
 ǵ̴͒͋Btr SEɜΜ¡ȭƭǵ̴¡͒épr|Bɡ̟ʶ?Ɂę>˿Ł?
λ.Vʨ͈
 ͒épr| SEȚΖ¡ǟū¡̂ȅ˩ʨ¡Ɗö˩ʨBpr|?λ.Vʨ͈
 ͒͋ûƕBƏʦ? &Vǵ̴ʶ>şȾ¡¼ɝȾBǋĐQƭ³ͻ͋ʯ¡˩ʨBǮϕB
ͮ͞
4.2.5. }o_āβBƈ̗
 }o_Bʨͪ<Ǯɺ?λ.Vˆͮ
 }o_BǮϕ<tr?λ.Vʨ͈
 }o_B³Ô<ǁˬǳ͘?λ.Vˆͮ
4.2.6. ̛̟āβBƈ̗
 ǁˬəĜBɝ>ʴɻǈǣZʨ͈.V̟Ē
 ͶĜ¡©ěʫǸ;¡\p|^¢q~>=BS>ǁ͒¡ιʴʫəBŪ
Ʌʶ>əĜ?λ.Vʨ͈
 ȫȰBɾěāβ SEšυʶ>Ȩ̠B;ǁˬƔ"Ɍ4,VǋĐ?λ.Vʨ͈   
 qrBįʨ<Á¨HB2BǗʬ?λ.Vʨ͈ϰǁˬϺήưʩŭBιʴqa
i~Ϻ¢q~Ɲθʶlnx~B̛Ĝ
 əĜ§B̛̟ãʨ<̳ě̓˫>TE?;ɔʵζ¡ƏĜ¡ƭ³Ż˳?λYVǁˬƔB
ɺʶͺÆ?λ.Vʨ͈

4.3. ǵ̟
 ½BǁˬƔQƈυʶ>z¢BɜǩŎ<ĩí,:əĜ?4V̟Ē
 ĩí(È)͚ȤƆȨȾşϐɟŧ(̿Ò)2,:͘×?S7:]_}]ZÉ
̳ě.V̟Ē
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 }o_BȔɕ(ûƕ)ZȎɵ¡ʴƩ¡ˊƎ¡ÉΦ.V4O?Ǯǵʶ¡ύƅʶ¡̈́ͅ
ʶ¡ɟŧ̿Òʶ>ǵγZϞÓ.V̟Ē
 ǁˬϺήưʩŭBǜ̟͘×B4OBǮǵʶL4CύƅʶVCĴȬZǮɭ<.V
͘×pr|Bʨ͈
Á§"ɀÍοBŪˋ;V(<ǁˬȣ̝egB;(WTZα̈́.I#(<
¹ǏB]{}¢~?8:P͉ĳ"V

4

教育

ϤUIAϩUNESCO ǁˬȣ̝ǧˡPV4O!f__ȨȾC¾ƪ,>ϥ

ǁˬƔȣ̝CöĨəʪ?8#Á¨ZÛ͗,>&WD>T>
¡ǵ̴Ï˲Q́Åæƾ¡ƊöQʪǣ˲rHBίǦZņNǁˬ͒͋Bˆͮ<̟ĒZȅ
7:V
¡ǁˬ? &VȨģʶ¡ˆʶ¡ɩĽʶ¡ˎÈʶ¡˻ʄʶ¡ʩŭʶ́ŜZʨ͈,:V
¡āɋʶ!8đΜʶ>ɽ̋*W4ǚ̘ĒZǍ6ˎÈ? &VǁˬƔBǋĐ<ͺÆZƋö?ʨ
͈,:V
ǁˬƔȣ̝CŶƈ;ϭϯƸκBx_ȊəBǈ"ŵ$*T?£ƎɃκBƏĜ˻ϟϩ
͍̋ϩ_x¢p{Zȣ̝ͦ˙<,:ͦ.šPU½Ȭ ¢~x_Bƈ̗ͦ˙¡Ə
Ĝ˻ϟ¡˥BĈ¢~PŵȤƇŤ,:ɉ4
(WTZ̞Ⱥ?UIAϩUNESCO ǁˬȣ̝ǧˡ?ǐUIA CǁˬƔȣ̝CįČ<,:
͞Ǝϩ͗͞ϩ͞ĻZĸ&4ŶƈVCł˥Bɡλ;B(WP͞Ǝϩ͗͞ϩ͞Ļ*W4ǁˬ
ͦ˙?SUx_;ϮƸÁ§BɃκZȌ&:̳YWV(<ZȔŒ.VϤƏĜ˻ϟϩ͍̋
ϩ_x¢ĊCĈΙϥ
 45,ŀš)<BŵɝǜPƕ͞

ϱ ÁξCŀϸͦϚĈȬεϹ?f__"¾ƪ(BϸȦʨ˿ŁʜϹ;Cŀf__B͏Γ
?8#Ļ̟>ȦʨZȭ,4§;]l¢ɅÏB́ȱ<˿Ł,:Ȓϳ
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5

認定／認証／認可

Ϥf__ȨȾUÁ¨]l¢ɅȨBûƕ<˿Łϥ

͞Ǝϩ͗͞ϩ͞Ļ<CŀɐBǁˬƔȣ̝ͦ˙"}o_¡ǵ̴¡Ɲθǵ̟¡ãʨǜ>=B
ŪʋZʉ4,:V(<ZˊƎ.Vtr
ʽʶCΨĂ>ȣ̝ŪʼB̂ȅ<ń§÷ʸBˊÛ
¡ŀɐBǁˬƈ˔Bȣ̝ͦ˙CŴέBʡˠƛɏɡλ*?SUΨĂ>ɃκϤΚƴ 5 ƸÁûϥ)
<?͞Ǝϩ͗͞ϩ͞ĻZĸ&VPB<.V Ϥ*š L4C ȆƎŝÏϲǁˬƔĩÈ˥ϥ
¡UIA CŀšBϠ˥ȣ̝Böš˺̎<ĩĒ,ǁˬƔB̛̟ȣ̝BûƕŪʋZÒǩ.V
¡§͏BûƕŪʋCƈ̴ʶ?ɜǩ*Wˆʶ£ǜZȅ6!8Ə̗ZŪɅ<,ǩɌZ
α̈́2,:̧>ƏĜBǮϕZĵȵ*04PB<.V
¡ǁˬƔȣ̝ͦ˙C 5 ƸÁ§BƸοZ UIA <,:ȔŒ.V
5.1 ͞ƎΤ˙j͙ϟBŪʋ
ŀšBȨģQǁˬƔəĜBɝʿ?Ū9#ȣ̝jBŵɝǜCUǑV"/WPǁ
ˬƔBŪɅʶ́ÅZĵȵ,4prBǈZ<V prCƈƸVCƈɃ)<Bûƕ
<,(BprBɘ͗?SUȣ̝ͦ˙B͞Ǝ?̣V
5.2 ͞ƎBȬɺ
ʡˠƛɏɡλB͞ƎƂŎÈCƐ͇ǜZʽʶ<,:̀ȤB˺̎!TΪDW,!,ǖ/ǁˬ͒
͋¡ƏĜ¡ãʨŪʋ¡͍̋B˻ϟZȅ74̛̟¸ZņNPB<.V ͞ƎZʮͩ.Vȣ̝ɡ
λ̢ÏC͞Ǝƛɏ?ĲĔ.V(<C;#>
5.3 ǁˬȣ̝jB͞ƎǮ́#
͞ƎǮ́#CĆśȽȫü͞Ǝŀʮͩ)<?ʲ>V ͘×CÁ¨?SV
¡ŀɐBöÏͦ˙¡pr¡ƭǬj¡͙ϟBȨϐ¡˥B͜˷̢Ư͘×Ⱦ
¡ŴέƛɏŎ!TBūŇ
¡ȣ̝ɡλHBʦť͑Ŕƛɏ
¡±é͘×Ϥ̳ŬŁUϥ
5.4 Ⱦϐƛɏ<ʦť͑Ŕƛɏ
ȣ̝ɡλ!TBȔĀȾϐûƕϰ
¡2Bǁˬƈ˔"ǭƪ.Vȣ̝ɡλBɛͣ<š¡ťŨ¡ήưBȨ̠!TBǊϓ
¡ǁˬȣ̝ͦ˙B˭Ī>ɩĽ
¡ǁˬȣ̝?Ɯ.Vŏƈʶ]¢zÓŋq
¡ͦ˙Bûƕ?ǊϓZªVƈʪBʞǔ
¡ȣŎB^¢ϰ ˈ˜¡Āʜʝ¡ƈŴƏĜ¡l|^HBλª¡˥PņN
¡ʝʨʶʩŭB£͆ϰ ƭǬȣƒ<͒éˈ˜ƒQÒəƒşȾȭ͒Qǟūtx¢˥
¡ǢǚɶƎpr|<˩ʨÏĊB£͆
¡ͦ˙ûƕB̉ǩͦ˙Ý°B́ÅĨə?ǖ́>½B́Å>=ȣ̝ͦ˙BƋö>ͣȳ
¡̖ͬBpr̕ƭǬjB͜˷ƈ˔ɕûBl¢
¡õƈ̙ȤĨə̙Ȥ̛ŎȤ̛Ŏϩƈʪɰ
¡ȣ̝ȬεBƈɐ?SV̢Ư͘×ϤΤı?Ȇȝ*W4ʓHBȠŖ>=PņNϥ

ŴέƛɏɡλBʦť͑Ŕûƕϰ
¡ȣ̝ͦ˙Bʦťɏƙ2Bυ1 ƸÁ§Ď（査察の影響排除のため？）BƈʪÒōBƩˌ
¡ƩˌCö:BƭǬBÒōZ̄̓,ƈƸ)<Beg"͈VS?.V
¡ǁˬƔBŪɅʶ́Å2W3WBƈƸ)<BΦǩƽ"͈VS?¢~QÒōZƩˌ
¡ƛɏB͜˷"͈VS>ÒōΪǼ
ϱ½ϐȏB͜˷͏Uϳ
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5.5 ūŇǮ́#
ŴέƛɏɡλCƛɏƜʹ<>74ȣ̝ͦ˙?λ.VūŇȾZ͑Ŕ˹°Ǐ?Ȕˌ.V
ūŇȾB;ŀɐ!TBȔĀȾϐZɘ͗B§ƈʪBΦǩƽ!T͂4ȣ̝B?λ.V͞Ǝ
ǇƦçB͈͂ZĔV
(BǮ́#?8:CƛɏūŇȾ?³Ə͢͞"ʕ(<ɡƗ"Ûȅ*WV(<λÙ̙?
Cιˌ*WV(<"Ċƽʶ?ȀÛ*WVŬŁ"ŵ
ūŇȾCΚƴ5 ƸÁ¨BɁęɃκ?:2Bȣ̝ͦ˙"͞Ǝ*WV(<ZȐż.V
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6

実務経験／訓練／インターンシップ

Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ

ƏĜ˻ϟϩ͍̋ϩ_x¢p{<CǁˬBȣ̝ͦ˙P,$CƈÌķǑǏB=6T! L
4CĴȬ? :ǁˬƔBȆƠ¨;Ï˲ʶ?̳YWVǁˬƔəĜB;BƏ̗;V
÷ʸÛͲB4O?ʵζϩô͓ϩ͞ƎBĎ?Ý°.VPB<.V
ǁˬƔBʵζϩô͓ϩ͞ƎZķǑ,S<.V̙Cɦ̓ȣ̝ͦ˙Z̾Ƌ.V(BƏ̗?S
Uƈ[5ûƕB˿ŁZşTAD>T>
¡ɀÍϫƸκϤʽɞϬƸκϥ?Y4V£Ǝɴʋ* BƏĜ˻ϟϩ͍̋ϩ_x¢p{BÝ°
"ǖϖ;V
Ϥ* ɴʋ<ł˥!=!C̺γBÑť"V
ϥ
2008 年加筆： Where agreements, recognizing practical experience/training/internship for
registration, exist between jurisdictions, graduates from these jurisdictions may undertake
part of that experience in a foreign jurisdiction that is a signatory to the agreement. (A
Model for agreements between jurisdictions is appended to this Guideline).
¡ƏĜ˻ϟϩ͍̋ϩ_x¢p{B͞Ǝ?λ,šɺʶ˩ΎŢʿµBŁǢ"VŬŁ
˻ϟB£έCŁǢš;˛[;P̧
ϤŁǢȨȾÔZ(Bf__?ʃ¾ϥϱ́˳ϳ
6.1

ƏĜ˻ϟϩ͍̋ϩ_x¢p{BɃκ

ƏĜ˻ϟϩ͍̋ϩ_x¢p{ɃκϤÁ¨ _x¢p{ϥBƢ>$<PħāCȣ
̝ͦ˙BǖÝĪÌBÝ°Ǐ?͒Ǝ.Vǖ́"UL4(BƏ̗ZP7:ȣ̝ͦ˙Zˇ̌.
V(<C;#>
6.2 ƏĜ˻ϟϩ͍̋ϩ_x¢p{Bʽʶ
¡ǁˬƔBƏĜ§BŪˋʶ>ˆͮ<ǵ̟Z̗Ǒ.VɡÈZ_x¢ʪ?ȔÕ.V
¡_x¢ʪBƏĜ¡ɾě¡˻ϟZɞʋȬǂ;͏ζ.V
¡_x¢ʪ"ǁˬƔƏĜBƹ˫>˻ϟZǑTWVS?.V
6.3 ˻ϟBe|m¢
_x¢ʪCɣB 4 8Be|m¢B2W3W?ȇ'TW4ŀ˻ϟ́˶BƢ>$<Pħ
āÁ§?8#ǁˬƔBȆƠB¨P<;Ə·ʶ>˻ϟ<͍̋Zĸ&Vǖ́"V
6.3.1 qai~<³ĜB˩ʨ
Öϙ̙<B¢|^j ϩ ͋ʯɛ́QĆɃrk{z?8:BϝƐ<B͚,Ł ϩ
Öϙ̙B́ɂBȦʨ ϩ Ż˳Ďqai~˩ʨ ϩ Ż˳ɈÅBɶƎ ϩ Ν˽ȨϐBÒǩ ϩ
ĩĒǵ̴̙¡lnx~BəĜκBͧȦ ϩ ³ĜÈ͋¡qai~È͋ ϩ ¸³ͧȦ
6.3.2 ͒͋ SE͒͋şȾ
ȧťBͧɏ<͘× ϩ λÙ.Vǋǭ˥<BǰŁ0 ϩ ̓ĊɈÅ?SVǊϓB͘× ϩ
͒͋ɛ́şQŪɅ͒͋şBÒǩ ϩ ͒͋ɕBɺ̓˥za{i ϩ
±˨ɍ¡͂˛U¡lr~͋ʯ¡ƏʦĻ̟ǜͧɏBÒǩ
6.3.3 ƏȭşȾ
Əȭ͒͋ş<¼ɝȾBÒǩ ϩ şϐ˥Òǩ?!!VȷκQlr~B˩ʨ ϩ
şϐϜBɺ̓za{i ϩ nlşǴ͞şBͧȦ ϩŻ˳şϐ<¼ɝȾBͧȦ
6.3.4 Ż˳˩ʨ
ʦťǰŁ0 ϩ ȭƭBɘɏ ϩ ȭƭə̙HBȆˌȾ¡ΚˆȾ¡͗ȳȾBʴ̳ ϩ
ȭ®HBūŇȾ ϩ ͒͋ųȽ<2Blr~B˩ʨ
6.4 ƏĜ˻ϟϩ͍̋ϩ_x¢p{B͏ζÒǩ
_x¢ʪC_x¢p{B͍̋˻ϟ̾ĕȣ̝B.I:BȨȾ͏ζZ§͏Bŀ
e|m¢?ɸ7:Òǩ,>&WD>T>
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Əȭ*W4ŀɾěBǜ<ɃκZ͏ζ,ȆƠǁˬƔ"̒Ń.V
_x¢p{Ƌ°ϤL4CΠ̳ϥB͗<,:ʵζϩô͓BǇƦBɵO?Ǘ-(B͏
ζZȔˌ.V
6.5 ȆƠǁˬƔ
_x¢p{C2B̳ȡĥŨ;ʵζϩô͓Zĸ&4ǁˬƔBʻ˃ȆƠ¨;Əȭ*WV
_x¢ʪ"͏ζūŇ,̒ŃZɵOVȆƠǁˬƔC2B̙Bωʬ®VCωʬ®ÁŴ
BǁˬƔ/WPĻ<.V
6.6 _x¢p{Ý°́Å<>Vˆͮ<̟Ē
_x¢p{Ý°ȷ?C_x¢ʪCÁ¨Ϥ8 ϔʽϥBˆͮQ̟ĒZƏ͗*.V!L
Ϥ* ́$f__̛̟ʶˆͮ<̟ĒBƏ͗ϥ
4CƏ͗Ļ̟*;>&WD>T>
6.6.1 ǁˬƔBƏĜBö̦ʶˆͮ
šû SEšυˎÈ? &VǁˬƔB̛̟Bɛ́ ϩ ãʨŪʋBˆͮ<ʨ͈ ϩ
ťñBǁˬƔĩÈ?λ.Vˆͮ ϩ ťñBǁ͒əʰ<ǁ͒əɺBɛ́ ϩ
λÙlnx~ϤɜΜ¡͒é¡˥ϥHBȆˌ<ͧȦ ϩ ³Ĝǭ˻Ř<2Bpr| ϩ
ƏĜBɺʶçϐ ϩ ɺʶͺÆ¡ri˩ʨ¡Ûς
6.6.2 qai~B˩ʨ¢q~
Öϙ̙<BŻ˳̈˼<2B˩ʨ ϩ qai~Bͫɾě<ŀxriBrkq¢Òǩ ϩ
ɺʶ̓Ċ?SVǊϓBǶȖ ϩ qai~BͶȡǶȖ<lr~˩ʨ ϩ
əĜĸɻ<Ż˳ÏĊ ϩ ˵²ÿʨ ϩ ¨ͩŻ˳B˩ʨ ϩ qai~B³Ĝ¡ʻ̈́ÏĊ
6.6.3 ͒͋ɈÅBǶȖ<ȧťBāɋ
qai~?λYVʩŭŔϚBʞƎ¡āɋ¡͏ζ ϩ ÖϙûƕBɛ́ˊƎ<ȳˊ>Ǝ̖ ϩ
ȧťɈÅBˊƎ¡āɋ¡͏ζÒǩ
6.6.4 qai~BəĜ<ÏĊ
qai~B͒͋ûƕQÒǩşȾ<əĜBɜǩQÏĊ<BȦŁˊÛ
6.6.5 ŪɅ͋ʯ
Öϙ̙B́ɂBāɋ ϩÂƎ¡͘×¡üɏƎ?S7:Ļ̟ǜBV͒͋ɕZǿĀ ϩ
ɕBΪǼ̜Z̈́ͅʶ?̸ʦ ϩ Öϙ̙QĉƓλÙ̙HBĆɃ͒͋ɕBȔˌ<ŁǢǈǩ
6.6.6 ŪɅ͒͋<2BşȾ
qai~˫Ş<2BňΐBͧɏ?SV˝κ¡ɜǩ¡ě̇§BªɈÅBˊƎ ϩ
ɇȩ¡έō¡ƭɺ¡qai~ƏȭǮɺBΪǼ SEɶƎ ϩ
Öϙ®Q½BĉƓλÙ̙BǴ͞ʬBɀ˹ŪɅɕBşϐ SEȨȾBƋǩ ϩ
ʩŭ¡ĉʬ̙˥?ĳK,2>ǊϓBāɋ
6.6.7 Əȭ͒͋şȾ
qai~?Ψ,4ɇȩQpr|Bˈ˜¡āɋ¡ΪǼ ϩ
έɇ¡¼§¡ǁù¡ΜÒ¡ƭɺBΨʬÌ̐<˫ŞZ͏Γ.Vɦˊ;ȦŁʶ!8Ƌö>Əȭ͒
͋ş¡¼ɝȾ¡ƭ˙ɕBÒǩ
6.6.8 Ż˳˩ʨ
õɆL4Cͩ͵͂˛BÖϙȾÒǩ ϩ õɆL4Cͩ͵͂˛?Ɯ.V͘×<ĕ͉ ϩ
qai~Ż˳BˊƎ ϩ qai~Ż˳B˩ʨ ϩ
Ż˳ɈÅ SEλÙǇƦ!TB́ÅBòΆBʻ̈́ ϩ
Ż˳şȾ<BŁ̤BˊÛB4OBǁ͒ƭ³?Ɯ.Vɘɏ<͘×
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ǁˬƔ<,:ʵζϩô͓ϩ͞ƎZĸ&S<.V̙Cö:£ƎɴʋBƝθʶˆͮ<̟ĒZɁ
.V͗ȂZǭΎǇƦ?ˌ*AD>T> 2W?S7:ĆO:£̦ˎÈC2BǁˬƔBˆ
ͮ<̟Ē?8:BÛ͗ZǑTWV
Ȕˌ.V͗Ȃ?C_x¢p{Ý°ȷB͙ϟHBŁɔ"ǖ/ņLWV
Ϥ͙ϟC̀Ȥś
;ɜǩ.VŬŁ"V
ϥ ͙ϟBƜʹ<>T>āβP2B½BΨĂ>Ȭɺ;Ə͗.V
ά>BCϸǁˬƔ<˗ľ"ªTWVBCŶƈBȣ̝ͦ˙<Ï˲ʶ!8
ȆƠ<͘×ZÊƏĜ˻ϟ(WTĴȬZÝ°,4(<ZƏ͗;#Vß¸?Ɯ,:BM<
ʓ;V
̛̟ʶˆͮ<̟ĒBƏ͗?8:B
UIA Ȑż}
1. Ϡ˥ȣ̝ɡλ;B̛̟ȣ̝
ǁˬƔ<,:ʵζʮͩ.V̙CUIAϩUNESCO ǁˬȣ̝ǧˡ;Ȑż*W:VŶƈ
;B̛̟ȣ̝ZÝ°.Vǖ́"V ͜˷Cf__͞Ǝϩ͗͞ϩ͞ĻB< U

Ϥf__ƻȨ!TϰϥǁˬCĢȄʶ>Ɲθāβ;V<P͉YWV *L+L>ˆͮ
<ǵ̟ZΪĈ,˿Ł.V̟ĒCŵ$BŬŁƈ˔BƭǬrxqdZΚ-:ʤǑ*WV r
xqdBʽʶCΨĂ!8ϡĒʶ>͒͋ZʪM5.ǵ̟ZËD.(<<Łʨʶ>̘ƙQǁˬ
Ɣ<,:B̛̟ʶćȪBĒZ̗Ǒ,!82WZˌ0VS?.V(<;V
2. _x¢p{ϩ̛̟˻ϟ
͜˷C6 ƏĜ˻ϟϩ͍̋ϩ_x¢p{B< U ƫÝBˊ͞?8:Cŵ$B
ɺʶ˩ΎŢϤš>=ϥ;ǁˬƔBʻ˃B¨;BƏíȷκZ͏ζ.VǈǂZ<V"ȷκSU
Pƈ̗ǩɌZ͘×,͏ζ.VȬǂ?αʓ"˘U88VšPV

_x¢p{BȨȾ͏ζǵ̴<,:C;ɔķǑà̙̾BɾěBɏƎȯ͝˫Ôʶ>
qai~;B³Ô͘×;ɔķǑà̙̾BȀǇqai~B³Ơ̟̂ʶ>ƏĜˆͮ<̟Ē
Bƛɏ˻ϟͳƘ>ƏĜƛɏȀǇ̙?SV_x¢>="ņLWV
3. ɀ˹̛̟͙ϟϩ͘×
£έBɺʶ˩ΎŢ;Cˆͮ<̟ĒBɏƎCŸ;˩ʨ*W4ˤ͏ͪȨ͙ϟʞƎB͒͋
ʍ̗Q̛̟ƏĜƛɏ̙?SV_x¢<ǈǂ;̳YWV UIA ]l¢?ǐ?C
_x¢p{?SVƈ̗ǩɌZɏƎ.Vǖ́"V

ψ˩ʨ͘×Ȭǂ? :C©ǖ́?̀ϊL4Cýη>trZƈʪ?ͦ.˼Ɍ<>V(
<Cά&VI#;V ͗͞*Wƹ$µȕǜBVǁˬƔȣ̝ͦ˙（注：ガイドライン「認定
／認証／認可」）Zȅ8š? :C2Bȣ̝ͦ˙Q_x¢p{? :>*W4ɏƎ
<Cὰ,>S>ɀ˹̛̟͙ϟϩ͘×BƏȭZUIA CȐż.V Η?͗͞*W4ǁ
ˬƔȣ̝BƝθͦ˙Zȅ4>š;Cɒʶ>ˆͮ<̟Ē SE̛̟ʶ>ǩʚƽ?Ɯ.V
ĢȄʶ>ɀ˹̛̟͙ϟϩ͘×BƏȭZ UIA Cżė.V
Ϥ/W?,:Pϥ.I:B;ɔķǑà̙̾CƝθʶˆͮ<̟ĒBɏƎ˼ɌZȔĀ.V!
L4C̢šɺʶ˩ΎŢ;ķǑ,4ł˥B;ɔZȔˌ,>&WD>T>
4. ƈ̗ǩɌ
UIAϩUNESCO ǁˬȣ̝ǧˡBȍǼ?P̸W:VS?ǁˬƔB̟Ē<CƏĜZ̳
ŬǭQȯȷ?CλYU>ȹΣʶ>PB;V ,!,ÔDŻ˳?λ.VɺBƇŤC«
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ʰøΚ;PʞƎBšBɺÏ˲?λ.VˆͮCťŨοƎBPB;X L4ɴƷƊƎǜ
Cö«ʰ;ȹΣʶ;V"̚ώ͒͋?ǖ́>ťʼɈÅQȬɺCťŨοƎ<͉S
UIA C̛̟ʶ̟ĒBƏ͗CȹΣʶ;ǗʬĻ̟>ˆͮ<ǵ̟BʤǑ?ʖʓZǇ:VI#<
̘V >1>T(WTCȷκZ΄əĜťŨ?λÙ>ƝθƔ?éYVƈ̗ǩɌ5
!T;V
Ϥƈ̗?λΝ,ϥ̛̟̀́ιʴCPDBǖ́ǜZ UIA Cͮ͞,: UL4ǁˬƔB̳ě̓˫
C£̦?ǁˬƔ"ǖ́>ˆͮ<̟ĒZɁ.VϗŨBM;Ƃ͎Zĸ&V<ƎO:V
UIA C͙ϟʄBˆͮ<̟ĒBü͙ϟCżė,>
5. ƛɏϩ͘×́ÅC̟Ē?Ū9$I#;V
ƛɏϩ͘×? :̟Ē?Ū9!>S>;ɔķǑĊο? UIA CĵƜ.V
6. ɭσʶ͙ϟ
ǁˬCVǢŉ;̀ϊ>̛̟ʶćȪZÊĢȄʶ>Ɲθāβ;V(<Z͞O4§;UIA C
ƈʪ?Ɯ,ǭƎB̗ʚɭσ?Ǘ-:͙ϟZ̳(<";#V<̘V
ΚƴÁ¨Bɭσ;̳YWV
Ϥ¨͏ϫ<ϬCĴȬL4CʛȬϥ

Ϫϥȣ̝ͦ˙BÝ°ȷL4CΙ;BƈÌBȊªȷ
ϫϥ_x¢p{Ý°ȷ
Ϭϥɀ˹̛̟͙ϟϩ͘×45,2BȷʓL;?ĸ&4͙ϟBûƕ?Ǘ-ö̦ʶϗŨϩϗŨ
οƎB=6T!<.V
7. ǭΎǇƦHB̟ĒBƏ͗
ǭΎǇƦC;ɔķǑà̙̾"ǖ́>ŪʋZʉ4,:V(<Z˗ľʵζ¡əĜʵζQ̛̟
ŝÏHBĔõ?óˠ6ˊ͞,>&WD>T> (B4O?ǇƦCÁ¨ϫʓZƏȭ.V

• UIA ȐżŪʋŵšκȨȾ;BŪʋL4Cšυʶ?µȕǜBVšƔŪʋZ̟ĒBŪʋ
<,:ȍʬ.V
• ʡˠ,4͞Ǝ¡͗͞ɡλ!TBȐ̰?ÖV!L4CǇƦʡ̢?ǁˬȣ̝ͦ˙BǩɌ_
x¢p{ϩ̛̟˻ϟ2BšʞɁBˆͮ(WT2W3W?8:B;ɔķǑà̙̾
B̟ĒɴʋZɏƎ.V

Ϥ5 ͞Ǝϩ͗͞ϩ͞Ļ<BλΝϥ
;ɔķǑ?ǖ́>̟ĒB˫Ş<ɴʋCǁˬƔȣ̝<̛̟ʶ͍̋B.I:Bɭσ? :Ɛ
͇ʶ>ƛɏŎŝ?SVƎɃʶ>͞Ǝϩ͗͞BƜʹ<.I#;V 2BƛɏŎŝCȣ̝ͦ˙
Z̺Ļ,L4ͧɏ˼ɌZʵζɡλϩ̛̟ŝÏ?ūŇ.V(<";#V
8. ǁˬƔȣ̝¡͍̋?ɵOTWVûƕųģBxj
ƏĜûƕBųģQˎÈBɃǍ?Δ8$4O?ǁˬƔȣ̝<̛̟͍̋C̀́ʶ>ųȽ<͂
ʾ,Zĸ&>&WD>T> nr||^æƾ<ƊöφƓ̙B]itrHBίǦ
(WTC 10 Ƹκ;̭,$ųģ,4ƏÔ;V ƎɃʶ>͂ʾ,Z˻>S>Τƽ?̓
˫ʶ>̟Ēf__Cǁˬȣ̝? &VɾĒ<ϑȫZč%ĭςZP4T. Η?Τƽ
?Ȼȶ>f__Cʀͻ̙ÛͲBʓ;J<[=ǋ?ˠ4> UIA Cȷ¿<BǗ˦
ǜZˊÛ.V4O?ǁˬȣ̝<̛̟͍̋B͞Ǝϩ͗͞B4OBŪʋB͂ʾ,<ǮϕB̆Ł
ʶ>͂ʾ,Z˳ 5 Ƹɯ?̳SġŇ.V
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ϱ͔́ɻϰ½Bf__<BὰPŵ"ϸɺÀ?SV ʵζϩô͓ϩ͞ƎϹ<̈́ʓ!
TɺĊƽ?Ɯ,ŀ́˶)<?ġŇ.VɜǩC(B͔́ʜ;Pɬ,4 ö̦?
ĵǒ͏ΓCĻ̟>οUˁ4ϳ
ʵζϩô͓ϩ͞Ǝ<Cß¸"ǁˬƔ<,:əĜ?ǐ³.V;ɔBV(<B÷ɺ§BǴ͞Z
Ȇ,ʕ;ɔB̙"ʞƎB̛ĜZɌ4.(<Zμɥ.V4OBɺ̓ĊZÊ
̧;ȅ́Ļ̟>ǁˬϺήưʩŭL42BʩŭBιʴ?ÊĭςǜQǊϓ(WT?8#ˎ
ÈBĉʸZ̘WDǁˬ?λYVəĜȔÕ"ΨĂ>;ɔZɁ.VƝθƔ?S7:>*WV(
<"÷ʸÛͲB4O?ά;V
UIA CǁˬƔBʵζϩô͓ϩ͞ƎZ.I:Bš? :ɺÀ?̓Ǝ*WVI#PB<,
:ÚΞ.V
(,4ô͓ĊƽCưɲBæƾ¡Ɗö¡˒ˏZÛͲ.V4OBšƔɅɉBͯƙɠB̳Ó;
V ɣBϮ8BȹΣʶ>Ūʋ!T=BS>̛ə?ô͓Ċƽ"ΨĂ!"ćV
1ϥ2B̛ə"ʕ̓Ċ?Ə·*WV<ʀͻ̙Bʪŋ¡æƾ¡Ɗö¡˻ʄʶƊɼ"Ŷ#>r
i?ȸ*WĭƓBĻ̟ǜ"͞OTW!8ʴʪ,Q.
2ϥ2B̛əBƏ·?Ϡƽ>ǵ̟¡ˆͮ¡͍̋Ź.V
3ϥ2B̛ə̙BǋĐ§!8ͺÆ§2B̙B̢®ʡˠ,4ćȪZǖ́<,L42B̛ə?
ƣ$̙CəĜZʡˠ,:̳
4ϥ2B̛əBƏ·˫Ş"½B̛əϤô͓ĊBɁʕZŔY/ϥB2W<ƬĈ;#V
5ϥ(B̛ə̕HB̓Ċ?SV÷øHB˻ʄʶ¡ȨģʶǊϓ"ɦǇģ;#V
ǁˬƔBəĜC(WTBĺúʶ>Ūʋ?ΨPB;V
əĜ̓Ċ<˗ľʵζϤəĜʡī<Ń˗ʡīϥ

əĜ̓ĊϤəĜʡīϥ
<Cȣ̝¡͍̋¡͙ϟ?λ.V£ƎBɺʶŪʋZʉ4,4ß¸B
M"2B̛̟BəĜ?ǐ³;#V(<ZǢŉ.V
J<[=Bš;əĜ̓ĊBĻŅćȪ?Á¨BS>£ΝBƐ͇ʶŪʋZΨʬ.Vϰ
̓ĊBɢž?S7:ˎÈ"̹ƓZĸ&::2B(<ZȨȾģ;#V!ϴ šƔ̓ĊB½?
¿ȿȬɺCV!ϴ ˎÈCȮƇBɺǎ¡̓Ċ¡Ūʋ?S7:ÛͲ*W:V!ϴ 2BS>
ɺ̓ĊBǆģ;ŔϚ͈ɶ<>V!ϴ 2B̛̟ZəĜ̓Ċ?SVšƔ<ˎÈB͵ȀCϴ ˎÈ
C2B̓Ċ?SUĉʸZǑV!ϴ >=
˗ľʵζϤŃ˗ʡīϥ
PL4ß¸"ʞƎB;ɔŪʋZʉ4,:>&WD>T>(<
ZǢŉ.V"̓Ċ*WVBC˗ľBÓʬBM;V ˗ľZɁ,>̙P̀́,:əĜ
Z̳(<"͓*WV ˗ľʵζ;C¾ª.V˗ľCĊƽʶ?ÛͲ*WAD>T>
˗ľ͗ȳȾC2B̛˚BəĜ˫Ş?ǊϓZª4U2Bß¸?ȫ4>ɺʶɠοZªVP
B;7:C>T>
Ϥɻϰ˗ľʵζCJ<[=Bš;͞Ǝ<ŊDWV ô͓<͉̬CšƔ̓ĊB
̆˗<,:S$ÓYWV"J<[=Bš;(WCəĜ̓ĊBǢŉ;Óʬ*W:V
ϥ
˗ľʵζBǢşC2B̛̟̙L4CəĜȔÕ̙"͍̋ʄϩ£ƎɴʋB̙!2W<PɄ͍̋
ϩɴʋɄˊ͞!ZͮĈ.VǮɭZɀơοBlr~;£̦ˎÈ?ȔÕ.V(<;V
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ɺĊƽBf__ɕ

ǁˬƔB̛̟Z̓Ċ.VɺǎL4CɺÀC
Ϥ§͏BϥəĜ̓ĊZŪɅ<.VSUIA Cġ
Ň.V (BġŇ?Į,Á¨Bf__;CšƔ?SVəĜ̓Ċ?Ê$8!B
ŀšøΚBŔϚ?ƜǗ.V̓ƎZȔˌ.V
ɻǢʓ<,:UIA BˠŬ;CšƔκ>=Bʿµ͗͞ĩƎCʵζǁˬƔ*BM"Ɯʹ;
V
Ϥ* əĜʵζϩ˗ľʵζ/WPņNϥ
L4Ϥʿµ͗͞? :Cϥ
UIA ŀĔʺŝÏB2W3WŀšBɺǎSUP(Bf__
ZÓʬ.VSġŇ.V ŀšʡ̢BȡɷʶϩȨģʶʞǔZĵȵ,4ɺÀ͉͠Zšυʶ
>Ŭϐ;ɦˊ?˸º,S<.VBCā̻<ʂ¯Zȁ$!T;V
Á¨Bf__öÏ;
ʵζϩô͓ϩ͞ƎCʵζ<ʬ͠?˭ʱģ.V
1. Ǝ̖
1.1 ǁˬƔBəĜ
ŀšB;ɔʵζ?λ.VɺÀ? &VǁˬƔBəĜBƎ̖C(B UIA ĩƎ;BƎ̖?
ÖVI#;V Ϥɻϰ(B͔́B p1 ϥ
ȣ̝¡͍̋¡̟ĒBŪʋ"SUʢəĜ˫Ş;͒Ǝ*W:V£έBɺʶ˩ΎŢ;CUIA ĩ
ƎB§͏Ǝ̖ZSUʢ$Ýɦ.Vǖ́"V!P,W>

ɺÀ?SVʵζL4CəĜ͓ĻZĸ&:>̙?8:CǁˬƔBəĜ?ǐ³;#>S
L4ǁˬƔB˗ľZÓ>SVC½BȬɺ;£̦ˎÈ?Ɯ,ǁˬƔ<,:
FVL(<";#>S?,>&WD>T>
ȷ?ŵɝ>λΝāβB͒͋}o_ƝθƔ?8#2BəĜ"¾τʶ?ǁˬƔBəĜZņ
NŬŁ"UǑV<Ǣŉ;ǁˬƔBəĜ̓ĊBÔŴ̓ƎZɺÀ?͒&V(<"V
(,4ÔŴZ̓Ǝ.VυCǁˬƔBəĜZ½B2W3WΨɺ>͒͋}o_ɾě!T
N,Xĥā.V4OBÔŴ<>VSǤα?ɘ͌.V(<"ά;V
ŵ$Bɺʶ˩ΎŢ;Cǵ̴̙ʵζɺ?SUbq]CɜΜʝQ2B½ŵȤBqai
~Z͒͋.V(<"͓Ļ*W:V Ϥ£Ȭ
ϥǁˬƔB̛̟Cɺǎ?S7:¸κBƧÎB
4OBǁʝ<¾ƪȭ͒BMB͒͋?οƎ*WV(<"ŵ
UIA CǁˬƔB̛̟Z̓Ċ.VɺÀ?8:əĜB˫ŞZΤƽ?ʢOVI#;C>(<
<ˎÈBȨģʶ¡̔ʶ×âBɓʊZ̸ʦ.VǁˬB͒͋"ǁˬƔBəĜ;V(<(B 2
ʓZȔŒ.V
2. ʵζ̙B̳ěB̓Ċ
2.1 ̳ě̓ĊBɠο
ɺÀB?ǁˬƔB̳ě?λ.V̓ČQ̓ĊZĊƎ.VɠοZǁˬƔʵζɡλ?ªV<
̓Ǝ"Ǉʗ?ņLWVI#;V ̓ČĊƎBɠοQ©ɦ̳ʔ?SVʵζǾʀ¡ʵζ
åɥBɠο?CÐ"©ɦ̳ʔ<>V!?8:B̓ČĊƎ˻̊B͜˷>ͣȳ̖Ĝ"Ê
2.2 ̳ě̓˫
ɺÀ?:ǁˬƔʵζɡλ"ʵζǁˬƔBəĜZ̓Ǝ.V̳ě̓˫Z÷Ʊ.VɠοB¾ª"̓
Ǝ*WVI#;V 2,4̳ě̓˫B˫Ş<ûƕBŪʋPɺÀB?ņLW:>&
WD>T> ɺÀ?CL4ǁˬƔʵζɡλ?S7:÷Ʊ*W4̳ě̓˫HBΧĵ"ʵ
ζBǾʀL4CåɥVCɺǎ§B̑δBͦBɈÅB£8?ȤTWV(<"̓Ǝ*W
:>&WD>T>
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3. ʵζ́Å
ǁˬƔʵζB́ÅCƐ͇ǜ¡ΘȳǜZÛ4>&WD>T> ʵζZ̓Ǝ.VɺÀ?CUIA
ĩƎ SEf__̕B6(BˡL;Bέā"ΨĂ?ĵȵ*W:VSίǦ*W
>&WD>T> ʵζ́Å?ưɲɠš˯˥QƧÎ͗ȳ"ņLWVBCΨĂ;C>

ϱÁ¨Ϭ8Bʵζ́ÅC͛Ǉf__Bĵǒ˸º>B;ˁʱϳ
3.1

ƈÌ

3.2

ƏĜ͍̋

3.3

͙ϟ

3.4 ß¸ϐȏ
ʵζɡλCʵζà̙̾<Bß¸ϐȏZɵOVŬŁ"V
3.5 ΥǓǜ
ϸō̳ȬɦϹ;>ʮ̙ͩZρŴ.V̺γɠZʵζɡλ?ª4ŬŁšCͧɏƜʹ<.I
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9

建築家の業務の受注

Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ

ǁˬƔCϤ2B̳ě̓˫?ǐϥ
̢TBĉʸSUPÖϙ̙<ˎÈöÏBĉʸZðó*0V
2B̛ĜB÷ʸǜZÛ8B?ǖ́>ͶʊZˊÛ.I$ǁˬƔCÉ˿ʶ?̓ƎBϤL4CȐ
żϥəĜūΰŪʋ?Ū9#ūΰZǑ:V
ǁˬƔBƐ͇ʶ;÷ɦ>ΪƎZÛ͗.Vʽʶ;WTO ȡƼͧΦĩƎQ EU n¢rȆÀ>
=Bšυʶ>¢"V,!,>"TΒƸ÷øĳEɲκəĜĴȬ? :Ɯ×BM?
Ū9:ǁˬƔZΪƎ.Vìń"ǆL7:VƜ×ZŪʋ<,4ΪƎ;CǁˬƔCÖϙ̙
?ȔÕ.Vn¢rZÍʆ.V(<ZǆTW(WC.>Y6͒͋B,4"7:ǁˬϺ
ήưʩŭBǘΨ*ˎÈʶϺ˻ʄʶ×â?λ.VſĩZȁ$
ǁˬϺήưʩŭB(blqe?)ȅ́Ļ̟>ʴƩZˊ!>PB<,øłÏBˎÈʶ¡Ȩģ
ʶ¡˻ʄʶ×âZÛͲ.V4O?ȡƼɡλCqai~?ɀΨ>ǁˬƔBΪƎZʽʶ<
,4ʴɻǮ́́ϗZΨʬ.I#;V(BʽʶCĦā>±˨"Ǉ³̙κ;łǢ*W:V
<ɈÅBP<Á¨B/W!BȬɺ?SUΦǩ*WV
ϰ
¡UNESCO−UIA šυ͒͋ˢǵf__;̓Ǝ*W!8ŀšB(ǭΎ*)ǇƦQǁˬ̛̟
ŝÏ"͞Ǝ,4ͫįČ?Ū9:Əȭ*WVǁˬ͒͋ˢǵ
¡UIA f__?̓Ǝ*W4;͘×ȬǂϤQBSϥ?SVΪƎǮ́#
ϤŴĜˁCϸǵ
̴͘×ȬǂϹϥ
¡ǁˬƔBəĜȔÕB˫Ş<Zȳˊ?,4́̃?Ū9$ʾȏ¶ʅ

Ϥ* C»͠ʜ!Tϥ

f__Bƻ
協定の「受注規範」部門では、各プロジェクトに適した建築家を選定する際に政府と依頼主が用い
るように推奨する三つのアプローチをあきらかにする。
建築家の業務の受注に関するこのガイドラインは、これらのアプローチのうちの二つ、建築設計競
技（ADC）と競争的資質評価（QBS）のための意欲的なガイダンスを提供する。 これら二つのア
プローチを区別することは重要である。 一つは「ソリューション」指向（ADC）で、もう一つは
「資格」指向（QBS）である。 どちらも価値があり、それぞれを達成するための定義とガイドラ
インをここに提供する。

1.0

ǁˬ͒͋ˢǵ

ϤADC）建築設計競技は、UNESCO-UIA 国際競技ガイドラインで定義され、国家当局および/ま
たは建築家職能協会によって承認された原則に従って実施しなければならない。 世界で最も優れ
た建築のいくつかは、建築設計競技の結果である。
建築設計競技（ADC）の定義

建築、都市計画、ランドスケープ、その他の関連分野の競争は、正式に承認された手順で多数の提
案を評価するための設計競技である。設計は、業務仕様、定義プログラム、および評価基準に基づ
いて比較される。これらはすべて事前に発表され、専門的かつ独立した審査員によって匿名で評価
される。
設計競技は、品質ベースおよびソリューション指向の受注形態である。設計競技は、依頼主が最適
な高品質のプロジェクトを発注し、その実現を達成するためのパートナーをその提案者に発見する
ことを可能とする。
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美的、技術的、機能的、経済的、生態学的、持続可能性の要件についての考察は、一般的には設計
競技に包含される。文化的価値や社会への利益を含む、プロジェクトの質的価値が優先される。
競技は、すべての設計業務に適しており、定義可能である。
UIA には常設の「競技委員会」がある。彼らは、このソリューション指向の選定プロセスの工程と
手順を詳述した「競技ガイド」の 2016 年の改訂を準備した。

1.1

ˢǵf__

ガイドはこのリンクによる
https://www.uia-rchitectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/32/uiacompetitionguide.pdf

2.0

ǁˬƔBˢ²ʶ;͘×ΪƎȬǂϤQBSϥ

建築家が提供する業務は、建物の機能的成功、品質、ライフサイクルコスト、および価値を決定す
る上で重要である。 プロジェクト・デベロッパーと依頼主代理人は、従来より選定においては初
期費用と総事業費に焦点をあてる傾向がある。 しかし、プロジェクトのライフバリュー全体がよ
りよく理解されるようになるにつれて、プロジェクトの最終的な品質と価値を確保するために適切
な設計チームを選定することに重点が置かれるようになっている。 そこで（QBS）についての定
義と詳細なガイドラインを展開する。
資質評価方式の定義

資質評価方式のガイドは、一つの基準が与えられても過度に重点を置くことなく、関連するすべて
の基準に基づいて建築家の選定を可能にするプロセスを提示している。
過去の業務は、限られた基準で設計チームが選定されており、しばしばその主要なものは価格であ
る。もちろん価格はあらゆる購入において重要な考慮事項であり、QBS プロセスでは、技能、知
識、能力、経験、資質などの重要な選定基準が慎重に評価された後、最終段階で価格が決定される。
QBS は、選定プロセスで過度の影響が発生しないように、政府機関や企業体が要求する誠実性の
基準を満たしながら、透明性のある選定プロセスを提供する。
QBS についての謝辞

この文書は、American Consulting Engineers Council（ACEC）によって作成された出版物に端
を発している。そして多くの専門家協会を発端とする国際建築家連合（UIA）は、資格評価選定お
よび資質評価方式に関するガイドを作成してきた。このガイドの形式と内容に対するこれらの出版
物の影響と貢献に感謝する。

2.1 ;͘×ÁŴ?=BS>ΪƎȬǂ"ʬTW:V!ϴ
・価格に基づく選定。
・設計競技;
・照会;
・リターンビジネス。
2.2
QBS C!?ɡ̟.V!ϴ
この資質評価方式ガイドでは、手順を次の 4 つの主要なステップにまとめている。
2.2.1 ステップ 1：プロジェクトの決定と入札への招待
a）依頼主は、その目的、重要事項、およびプログラムを特定する。
b）選定期間とプロジェクト企画書が確立される。
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c）資格、経験の必須基準、能力、契約条件を定めた提案が求められる。
2.2.2 ステップ 2：建築設計チームの選定
a）提案が評価され、候補者名簿が決定される。
b）サイトおよび/または施設の見学が、候補者名簿のチームのために設定される。
c）面接が実施され、候補者会社が優先順位でランク付けされる。
2.2.3 ステップ 3：業務と契約の定義
a）最上位のチームは、プロジェクトの要件をより完全に理解するために、さらなる議論に参加す
るよう招待される。
b）プロジェクトに求められる業務範囲が合意され、報酬が交渉される。

c）最上位チームとの合意に至らなかった場合、交渉は終了し、2 位の企業との交渉が開始され、
以下同様に合意に達するまで続く。
2.2.4 ステップ 4：指名
a）依頼主/建築家の契約が締結される。
・関係するすべての法人/チームは、選定プロセスの結果について通知される。
・最終選定の理由を記載した報告書を作成する。

プロセス
λǕ̸ȳBȔˌB4OBqai~ SEĞψBɶƎ
ʽʶά³ϔ SEjBʞƎ
関心表明を募集する前に、依頼主は建築設計チームの義務と資格、および彼ら自身の義務と資格を
理解する必要がある。依頼主はまた、提案されるプロジェクトの要件を明確に特定しなければなら
ない。
この文書の付録では、依頼主/建築家契約で一般的に定義されている依頼主と建築家の責任に関す
るガイドを提供する。
a）業務範囲の特定：

適切に定義され伝達された業務範囲は、依頼主と建築設計チームの両方の時間、金額、労力を節約
する。チームは、プロジェクト遂行の決定を基礎づけ、依頼主にその応答を評価するためのより均
一な基盤を提供しながら、彼らの資格表明を直接プロジェクトの要件に適合できるような情報を持
つことになる。
業務範囲の一般的な記述に含めなければならない項目は次のとおりである。
・予定規模、機能、収容能力、およびその他一般的に予想される要件（すなわち改修、解体、増築、
新築、エネルギー、土地利用、および敷地選定での考慮事項）を含むプロジェクトの概要。
・プロジェクトに関連し、応答しているチームが利用可能な、完了した研究、調査、および/または
予備的実現可能性研究の記述。
・設計工事完了、着工、プロジェクト完了予定日を含むプロジェクトの予定目標日時。
・必要に応じて、さらなる実現可能性調査または設計前のプログラム計画の要件。
・業務範囲に影響を与える可能性のある、同一敷地または同一時間枠で進行中または計画中の他の
プロジェクトの記述。
・計画予算を定めた業務範囲に基づく、現実的なプロジェクト予算。
・フルサービスの設計、文書および管理委託、設計のみを含む部分委託、設計施工委託、建築設計
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チームが設計段階完了時点で施工者に切り換わる委託など、検討している委託の種類の特定。
・パーセンテージ基準、一括払基準、一括払プラスパーセンテージ基準、一部またはすべての業務
を時給、あるいは一団の報酬となるかなど、報酬が支払われる全体的基準の特定。これは建築設
計チームが入札成功者となるには、その範囲内に合わせなければならない。
・他のコンサルタントの契約方法：すなわち建築設計チームが契約するのか、依頼主が契約するの
か、あるいは他の法人が契約するのかである。
b）重要事項の特定：

プロジェクトの成否を決定する重要な要素は何であるか？建築設計チームの提出物を評価する前
にこれらを知る必要がある。ここにいくつかを挙げる。
・バリュー・フォー・マネー
・利用者のニーズ;
・空間
・採光
・セキュリティ;
・持続可能性;
・ライフサイクルコスト;
・アクセシビリティ;
・文化的影響;
・設計;
・機能
・土地利用。
c）提案プロジェクトのプログラム：

応募者は、プロジェクトの計画されたプログラムが何であるかを知る必要がある。 これは最初に
依頼主が決定する必要があるが、プログラムの最終的な分析は、当選した建築設計チームとの入札
交渉の一部を形成することを理解する必要がありる。
チームは、プロジェクトの各段階をいつ開始して、終了することを期待されているかを知る必要が
ある。 その情報を入手可能とするためには、依頼主は完了したプロジェクトがいつ必要になるか、
そして土地所有権の細分化または統合、立法措置、民間、政府または助成金等の資金、既存施設の
解体または移転など、どのような活動が一つ以上の段階を始める前に生じなければいけないかを決
定しなければならない。
プログラム情報は、バーチャート等の形式で提出物応募要項に含めなければならない。

ΪƎɃκ<qai~ÇʯȾBˊˠ
業務のプログラムおよび設計を左右する重要事項を特定し、次に依頼主は、選定手順の時間をどの
くらいとるかを特定するプロセスを設定しなければならない。選定手順が、設計と建設に必要な期
間に食い込むような場合、建物または開発の完成に影響を与える可能性があるからである。そして、
応募者がプロジェクトの要件を明確に理解できる段階まで、プロジェクト企画書を作成しなければ
ならない。
a）選定期間：

各プロジェクトの期間は、プロジェクトの性質およびその複雑さ、依頼主の関心、およびその他の
要因によって異なる。提出物の広告、提出物の分析、候補者リスト、インタビュー、最優秀チーム
の選定、およびそのチームとのさらなる交渉を含んだ詳細な QBS プロセスの推奨期間には、合計
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6〜10 週間は必要である。
小規模プロジェクトや、プロセスを開始する前に既知のチームの候補リストが決定されているプロ
ジェクトの場合、この期間は約 4 週間に短縮される場合もある。
この期間は、すべての応募者に知らせなければならない。
b）プロジェクト企画書の作成

これは準備的な企画文書であり、すでに決定されている業務範囲の拡張版である。
当選した建築設計チームは、後でこの企画文書を取得し、それを拡張して最終的な詳細企画書に発
展することが期待される。

;ɔǖϖŪʋŻ˳ɈÅZƎO4ȔɕZĞψ.V
資格表明を提出するための募集要項が公告の形であろうと、限呈された数の企業に送付する手紙ま
たは覚書の形であろうと、それには以下を含むべきである：
・2.1.1（e）に概説されている業務範囲。
・依頼者名、連絡先、郵送先住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス。
・プロジェクト名と場所;
・建築設計チーム選定プロセスの記述。
・必要提出部数
・評価要素に与えられる相対的重みづけ。
・期限を過ぎて提出されたものは考慮されないという説明。
・予定しているプロジェクト形態および/またはその業務の国でのこれまでの具体的な経験、専門
分野での特定かつ公式な大学卒業後の資格、国際的業務の場合は特定組織のメンバーシップまた
は認定など、建築設計チームまたはそのメンバーの一人以上がチーム選定において満たさなけれ
ばならない必須基準の特定。
・フルサービスの設計、文書および管理委託、設計のみを含む部分委託、設計施工委託、建築設計
チームが設計段階完了時点で施工者に切り替わる委託など、検討している委託の種類の特定。
・パーセンテージ基準、一括払基準、一括払プラスパーセンテージ基準、一部またはすべての業務
を時間基準、あるいは一団の報酬となるかなど、報酬が支払われる全体的基準の特定。これは建
築設計チームが入札成功者となるには、その範囲内に合わせなければならない。
・他のコンサルタントの契約方法：すなわち建築設計チームが契約するのか、依頼主が契約するの
か、あるいは他の法人が契約するのかである。

ǁˬ͒͋z¢BΪƎ
提案の評価と候補リストの決定
この評価の最終的な目標は、資格を有する建築設計チームまたは法人を 3〜5 の「候補リスト」に
絞り込むことである。 各チームまたは法人は、同種プロジェクトでの経験、必要であれば主要な
専門スタッフの専門技術、物理的な機器設備および施設、依頼主にとって重要な参考となるその他
の要因に基づいて評価しなければならない。
同種プロジェクトでの以前の経験は価値ある利点と見なされる場合があるが、依頼主は、そのよう
な経験はないが、特定のプロジェクト形態での成功能力を他の方法で示すチームや会社を軽視して
はならない。
提出物は、募集要項に記載されている基準をどの程度満たしているかに基づいて評価しなければな
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らない。 評価を記録する最良の方法は、このガイドの付録に含まれている関心と品質の評価の雛
形などの、評価の雛形を使用することである。
評価は、依頼主組織に応じて一人の個人または委員会によって実施されてよい。評価担当者または
審査委員会は、なされた決定について質問が生じた場合の決定を文書化する必要がある。
決定の遅延を避けるために、審査会の前に参考文献と審査員を確認しなければならない。依頼主は
また、候補となった審査員に建築チームの能力についての他の情報源を尋ねる必要がある。審査員
に確認される可能性のある事項のいくつかは、このガイドの付録に含まれる、審査員への可能な質
問に挙げている。

敷地見学
建築設計チームの最終選考の前に、敷地または施設の見学を計画する必要がある。候補リスト化プ
ロセスの前に見学を設定することが適切な場合もあれば、候補リストが決定されるまで見学を遅ら
せる方が適切であると考えられる場合もある。これは最終的には依頼主が下す決定だが、関心のあ
る建築チームからの意見を求めることもできる。
敷地見学は、建築チームに提案されたプロジェクトと依頼主の特定のニーズに関する直接の情報を
入手する機会を提供する。場合によって見学は必要がない場合もある。このような決定は、ケース
バイケースで行なわなければならない。

面接が行われ、候補チームが優先順にランク付けされる
一次提出の結果で当選したチームを問題なくランク付けして契約するのに十分であると予想され
る場合、必ずしも面接段階に進む必要はない。しかしすべての提出当事者は、面接が一次提出以前
のプロセスの一部ではないことを通知する必要がある。
候補リストを作成するために、評価審査会は、提出基準への応答の満足度の順に建築設計チームを
ランク付けする。
正式な面接段階を採用する場合、候補リスト作成プロセス中にチームが受け取る順位を同じ位置に
リセットすることが非常に重要である。つまり、この段階の開始時には、すべての最終候補チーム
は平等であると見なされるべきである。
候補リスト作成中に個々のチームについて取得した情報は、最終選考段階の一部を形成する必要が
あるが、これは現在の新しい重みづけの評価表に含まれている。
最良かつ最も公正な結果を得るために従うべき面接のいくつかの基本的な原則がある。
・通常、各プレゼンテーションは 45 分が適切であり、面接官による前段および事前注意に 5 分、
プレゼンテーションに 20 分、質疑応答に 15 分、被面接者による終わりに際しての要約に 5 分
を要する。次の面接を開始する前に、審査会がそのプレゼンテーションについて個人的に話し合
うために、面接間で適切な時間をス予定する。また、面接室が一つしかない場合は、セットアッ
プ時間に 10 分、各面接対象者による機器の取り外しに 5 分を要する。

・可能であれば、すべての面接を同じ日に予定する。これにより審査会は、情報がまだ頭の中で新
鮮である間に、面接した全チームを比較することができ、一貫した面接の採点が保証される。45
分間の面接を採用しながら、依頼主は容易に、委員会の評価、議論、決定の時間を含めて、3〜
5 社の最終候補リストを一日内に予定できる。夜を超えた遅延は判断に影響を与える傾向がある。
・報酬は面接時の議論事項とすべきではない。報酬の組み立ては最初の候補リストの提出時、また
は当選チームとの交渉内に含めることが望ましい。
・建築設計チームにプロジェクト設計へのアプローチについて質問することは適切であるが、依頼
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主は面接において実際の設計解決策を質問すべきではない。適切で答えを与えるデザインは、依
頼主と建築家間において、選定段階で可能なことよりもかなり多くの相互作用が必要である。
・チーム構築は面接プロセスから始めるべきである。面接を受けたチームの担当者が依頼主と相互
に行う能力は、提案されたプロジェクトの今後の成功を決定する重要な要素である。
・面接した全チームに、いつ決定が下され、いつ順位に関する連絡が届くかを知らせる。
・各基準/質問の重みと点数を含む評価表は、一致し適任と思われる建築設計チームを評価し、順位
付けし、最終選考するための便利な手段である。 このガイドの付録には、サンプル表である面
接および品質の選定の雛形が含まれている。
・すべての法人は、選考審査委員会の各構成員が個別に評価しなければならない。点数表は、この
ガイドの付録にある点数表編集のサンプルと同様の形態を利用して編集される。
・その後、最上位のチームが選出され、面接を受けた全チームに選考委員会の決定が通知される。

əĜ<Ż˳BƎ̖
最上位チームに準備企画書を提示する
最上位チームとの交渉は、そのチームがプロジェクトの要件をより完全に理解していなければ、う
まく進めることはできない。
依頼主はすでに提案プロジェクトの広範な説明書を持っていますが、今度はより詳細な面積および
/または占有要件、より詳細なコスト分析、より明確な工程、敷地および/または敷地内の既存構築
物の詳細な分析などを含む、より詳細な説明を最上位チームに提示する必要がある。
最上位のチームは、このプロジェクトに割り当てるスタッフを含むどの人材をより正確に決定して
いる可能性がある。それにより、交渉段階で求める報酬をより正確に決定できるようになる。

業務範囲と報酬の交渉
この時点から、依頼主と最上位チームは協働を始める。
彼らは同席でプロジェクトについて詳細に議論し、お互いをよりよく理解することから始める。依
頼主は、プロジェクトおよび建築上の目標を表明する。設計チームは、これらの目標について可能
な限り具体的な情報を取得する。
この意見交換は、大きなプロジェクトでは数日かかる場合があり、詳細な業務範囲の把握の進展に
つながり、両者間の合意の基礎となる。詳細な業務範囲が合意されると、建築家は詳細な報酬案を
作成して依頼主に提出することができる。
報酬案が依頼主の予算を超えている場合、二者は業務範囲の変更を協働して行い、依頼主は発生す
る可能性のある制限や問題を認識する。
この交渉においては、次点の法人が交渉の機会を待っているため、依頼主は建築設計チームに報酬
を減額するように大きな圧力をかける立場にある。しかし建築およびその他のコンサルタントの報
酬は公正であり、プロジェクトの複雑性と必要な業務を首尾よく提供するために必要な技量を考慮
に入れることは、常にプロジェクトにとって最善の利益となる。
公正な合意に基づく協力関係は、質の高いプロジェクトの可能性を大幅に高める。
・建築家はいくら請求するか？

建築家の業務のコストはいくつかの要因により、その内のいくつかは建築家の経験、名声、あるい
は作業の方法に関連する。たとえば、時給制はかなり多様である。大卒後の時給が、非常に経験豊
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富な専門家の時給よりもかなり低くなるのは明らかである。同じように、著名建築家は無名建築家
よりも、九分通り高い報酬を命じることができるだろう。自宅から小規模業務を行う建築家は、明
らかに大都市の業務よりも間接経費が少ないため、報酬が安くなる可能性がある。時給制には通常、
オフィス借室、秘書スタッフ、印刷、電話など通常のすべての事務所経費が含まれる。上記のよう
に、各建築家の業務においては、プロジェクトと業務の性質に応じて、独自の報酬とが請求金額が
設定される。時間請求額は多様である。
・パーセンテージ報酬

これは、報酬請求の非常に一般的な方法である。建築家は、建設費（通常は竣工時の費用）の一定
の割合を請求する。パーセンテージ報酬基準の利点は、建築工事の価値や範囲がわかる前であって
も、可能な限り早い時期に報酬合意に達することができることである。報酬は業務の費用に応じて
変わるのが普通なので、たとえば、依頼主が業務の規模を大きくすると、建築家の報酬はそれに比
例して増加する。同様に、建物の最終的な費用が見積よりも少ない場合、建築家の報酬は減額され
る。ただし、建築家が依頼主の指示に従って設計作業を完了し、その後プロジェクトの規模を縮小
した場合、依頼主は再設計作業に対して追加報酬を請求される場合があることに注意しなければな
らない。
・一括払い

これも、報酬を設定する一般的な方法である。建築家は、合意された業務範囲に対して一定の金額
で合意する。通常、建築費が変わっても報酬は変わらない。これには、依頼主が建築家の報酬がい
くらになるかを常に正確に知っているという利点がある。ただし、プロジェクトの開始時に不変の
一括払い報酬を計算するのは必ずしも簡単ではない。特に、依頼主が自分の要件に確信が持てない
場合で、業務範囲が実際に分かっている時には、建築家はパーセンテージ報酬で見積もり、後に固
定一括払いに変更する
・時間制報酬

これは、建築家の業務、特に特殊建築物の設計業務に対して請求する一般的な方法とはいえない。
それにもかかわらず、この方法が利用される場合、建築家は合意された時給／日給／週給制によっ
て自身の業務に対して報酬を請求する。依頼主がプロジェクトについて助言を求めたいときには有
用である。このような場合、一括払いも一般的である。時間基準の報酬の短所は、報酬がいくらに
達するか、最初に確実でないことであるが、この短所は、承認なしでは超えられない上限を設定す
ることによって部分的に克服できる。
・その他の費用は含まれているか？

通常、建築家は、次のような建築家の標準業務外の項目の弁済を求める。
• 専門のサブコンサルタント（構造エンジニア、コストコンサルタント、ランドスケープ・アーキ
テクトなど）
。
• 敷地が建築家のオフィスから 30km 以上離れている場合の旅費。
• 模型または透視図、そして
• 所管当局への申請料など。

業務範囲および/または報酬交渉が失敗した場合の手順
業務範囲と報酬について合意に達することができない場合は、最上位の法人との話し合いを終了し、
依頼主は次点の法人との話し合いを開始しなければならない。
ただし QBS プロセスは、その性質上、依頼主と建築設計チームの間の優れたコミュニケーション
と理解を促進するため、通常は合意に達することは難しくない。これは、品質のもう一つの重要な
要素である。
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このアプローチには、依頼主が安心して最適な建築家が適切な代価で選定されていることを知るこ
とを確実にする。

ȆŃ
依頼主と建築家の契約の締結
報酬交渉が完了したら、依頼主/建築家契約を作成し署名することが必要となる。当事者は、地方の
または全国の建築家協会によって作成された標準的形式の契約書の雛形の使用を検討するべきで
ある。
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倫理および行動
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&WD>T>
f__̆ŁƻȨ（新版）ϤûƕBΌCȦʨϥ
ŪɅįČ
(Bf__CÁ¨BįČBP<?͈ͤ*WVI#;V
¡ǁˬƔCɀϠɴʋBʡˠǜ¡÷ɦǜ¡əĜ§BɡƗǜ¡͡Əǜ¡̟Ē¡̛̟ǢͮZP7:
ǢĤ¡ǵ̴¡Öϙ̙ź¼Bŀϐ;BǩɌZĻ̟ɀϠB<.V̖ĜZ͵
¡ǁˬƔCǁˬ¡ήưʩŭϤBuilt EnvironmentϥBΞģ<2B̥ļ<>VˎÈQȨģ?<
7:©Ļɢ>ǁˬƔ>T;CBƝθʶˆͮ¡ǵγ¡ǯ̟ZˎÈ?ȔÕ.V
ŀįČ<2BΨʬ?8:
Á¨BϸįČϹ<2BϸΨʬϹCǁˬƔBö:Bɾě?8#Ŭǭ¡šZŔY/Ψʬ*WVPB;
7:÷øˎÈǁˬBÖϙ®Qĉʬ̙ǁ͒ʫə2,:ǁˬB̴̨<˔ƈ*?Ɯ.V
ǁˬƔBͺÆZǲ ǁˬB̴̨<˔ƈ<CɄɉHBΫʫ<>Vˆͮ<đΜBΝ́Ï;
V<<P?ˎÈ? &VǁˬƔBfp¢;PV
ǁˬƔBəĜ?©Ħā>ʓ"74U(Bf__BϸįČϹ<ϸΨʬϹ"ƉTW>!74
U,4υǖ/,P2WTBö:BŬŁ?8:ǁˬƔHB̩ǟQǨǪǮ́#"ɦǇ<>VY
&;C>"ǁˬƔB̳ěōǜQΨɔǜZɘ͗.I#Ŭϐ?:CÁ¨Bf__"
ΩƉ*W:V!=!"ŔYWV(<?>V
参考：ガイドラインの旧前文（2006 年版）
建築家たる者の本分は何か。 それは、専門家としての自覚、誠実さや能力を最高水準に保ち、考え得る最高
の質を業務成果として獲得するよう献身し、またそうすることによって、社会や文化を支える建築環境の発展
に不可欠な、建築特有の専門的知識、技倆および才能を、社会に提供することにある。
以下に示すのは、コンサルティング業務を引き受けるに当たって、こうした義務を果たすための建築家の行動
の原則である。 これらは全ての職能的活動に対して、国・場所を問わず適用される。 これらの行動原則は建
築家がその責任を負うためのものである。 その責任とは、一つには、この職能の奉仕対象である、より豊か
な社会に対するものであり、また一つには、建築の依頼主や利用者に対するものであり、建築環境形成を支え
る建設産業に対するものでもあり、そしてまた一つには、建築の芸術及び科学に対して、つまりこの職能や社
会が受け継ぐ遺産と伝承としての知識や創造力の連続体に対するものである。

įČ 1 £̦ʶ̖Ĝ
ǁˬƔC̢ʭ>̛̟*B£Ŏ<,:ǁˬƔ<,:Bö:Bʴ͉Q̳ě?8#͡Ə¡Ϡʎ
;>&WD>T>
*Wiktionary から”liberal profession”ϰAn occupation pursued in relation to an ideal

of public service and requiring substantial mastery of complex skills in the liberal
arts or sciences which cannot be delegated to assistants. 公益奉仕の理想のもとに従事す
る職業であって、学芸・科学面での複雑な技能に十分に熟達していることが必要で、かつ、助手などに
委託できないもの。 「間違いなく法曹や医者が、またおそらくは建築家や科学者が、これに入る」
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ǁˬƔCǁˬB̴̨ϐ¡˔ƈϐBˆͮẐȅ¡ĎΞ*0V<<P?ǁˬʰBΫʫB̆ÏZƟ
α,2BʴƩ?ͷʣ,>&WD>T/L4ǁˬB̴̨¡˔ƈ¡əĜBΔĳ?Ǉ47:C
½B=[>ěɡSUPƈ̴ʶ!8̢ˠ,4ƝθʶćȪZðó*0>&WD>T>
参考：旧文面
建築家は、教育、訓練及び経験を通して、建築の芸術・科学・業務の体系的な知識と理論を身に付け、常に保
持する。 建築教育・訓練・試験という一連の過程は、建築家がその職能上の業務を委任されたとき、それを
適切に遂行するために必要な水準を満たしているということを社会に対して保証するために、構成される。
建築家は、建築の芸術および科学についての自身の知識を維持・向上させ、建築文化の遺産の総体を尊重する
とともにその発展に貢献し、そして、建築の芸術・科学・業務の追及に当たっては、他のどんな動機よりも、
学術的で妥協のない専門的判断を優先させるという、全般的義務を負っている。

Ψʬ
1Ϩ1

ǁˬƔCʷÏ˲ʶ>̛̟̀́ˈÝCPD ZΚ-:̢TBƏĜ?λΝ.Vāβ;B
Ɲθˆͮ<ǵÞB©ȪB̂ȅ¡ń§ZˊÛ¡Û͗.V

参考：旧文面
1．1 規範：建築家は、その実務に関連する分野での⾃らの専⾨知識と技倆を常に向上させるよう努⼒を重
ねるものとする。

1Ϩ2 ǁˬƔCʷǁˬBȣ̝¡ˈ˜¡͍̋¡ǢĤ͒͋¡ǵ̴¡ƭɺ¡ƏĜZC-OλYV
ö:Bāβ? :ɀϠBɴʋZ4/Δɵ,ń§*0VPB<.V
参考：旧文面＜次の 2 つが合成されている＞
1．2 規範：建築家は、卓越した美というものの⽔準、また建築の教育・研究・訓練・実務の⽔準の向上
を、断え間なく追求するものとする。
1．3 規範：建築家は、適切に、建設産業界の知識や能⼒に貢献し、建築関連芸術に寄与するものとする。

1Ϩ3 ǁˬƔCʷəĜΠ̳ȷBxjϤǿĀza{iϥQ¢Ϥ͂ʾ,ϥZCO<.VΨĂ!8Ɂę>ûέǮϕ>TE?ͺĜZɢ̫>$ęʥʶ!8Ƀοû?ƫ̳.
V4OBɁ;ɔB˩ʨrx{Bί̐ZˊÛ¡Û͗.VPB<.V
参考：旧文面
1．4 規範：建築家は、その実務の掌握と検証について適切かつ有効な内部⼿続きを備えていること、また
能率的に働くよう管理された有資格のスタッフが必要なだけ居ることを、保証するものとする。

1Ϩ4 ǁˬƔBʾȏB˩ʨͺÆBP<;ǐəŎP,$C½B̙"2BǁˬƔ?¿Y7:əĜ
Z̳ŬŁ2,4̙>,˺̎öÏ"Ǉ͛əĜBΠ̳̟ĒZɁ.V(< SEə
ĜBöɃκΨĂ>˩ʨ¡ȆƠ¨?̐!WV(<ZǁˬƔCÛ͗.VͺÆZȅ8
½̙"ʋé,4ǢĤ͒͋§¡ǵ̴§BǩɌȔĀʝZǏ!T͂ʾ,4U͊ɦ,4U.V
(<Cʾȏʶ>˩ʨ̳ʔ?C͛Ǉ,> ͂ʾ,Z̳̙C2BȔĀʝBʋéΤ˙
Z˿Ȅ,: T/ûƕ?λ.V͜˷>ˆͮPȅ4>!T;V
参考：旧文面
1．5 規範：建築家に代わって、雇⽤者あるいは建築家の直接管理下で⾏動する者によって仕事が⾏われる
場合、建築家は、その者がその仕事を遂⾏する能⼒を持っていること、そして必要があれば建築家が
適切に指導するということを、保証する責任を持つ。

1Ϩ5 ǁˬƔCʷ©ŁʨVCϏʦƏʶ>ſĩŹɵ*WVŬŁ?CǁˬƔəĜŻ˳Q
ωʬŻ˳Zˉɖ.VɠĉZɁ.V
旧文面なし

1Ϩ6 ǁˬƔBÒə¡əĜ.I:ZL!>L4Öϙ®¡̛̟¡ˎÈ?Ɯ.VͺÆBöÏ?
͂ŁūΰɕZÒVυqai~BʞǔQ˫Ş?8:ɓȂ<>VĦā>ǟū"ʕ
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οUūΰZȔˌ,:C>T> ǁˬƔBƏυB͵ȀϛZǢşʶ?¨śVS>
ūΰBȔˌC©ɦˢ²<M>*WV
参考：旧文面
5．3 規範：建築家は、独立したコンサルトントとして業務の提供を申し出るに際し、依頼主の求めがない
のに報酬見積りを提示してはならない。 建築家は、業務の内容・範囲を明確に示す報酬見積りを可能
にするために、プロジェクトの性格と範囲に関する十分な情報をもたねばならないが、これは依頼主
や社会を建築家による非良心的な手抜きから保護するためである。

1Ϩ7 ǁˬƔCŻ˳¶ʅ?½Bà̙̾!TBł£ɕÅBūΰȔɕZˆUǑ4ŬŁP(W
Z̘Ǧ?õW:̢ΈBūΰɕZÝɦ,:C>T>
参考：旧文面
5．4 規範：建築家は、独立したコンサルタントとして業務を提供する場合、その同じ業務に対して他の建
築家が見積った報酬を斟酌するために自らの報酬見積りを変えることをしてはならない。 これは依頼
主や社会を建築家による非良心的な手抜きから保護するためである。

1Ϩ8 Á§BΨʬϔʽC!>VǁˬƔBϏ̧Ǖʶ>Ǯǻ#̳ʔ!TPÖϙ®<ˎÈZÛ
Ͳ.V4O?ǖ́<>V
旧文面 5．3 や 5．4 の文末をここに移行している。

įČ 2 ÷ʸ? &V̖Ĝ
÷øBĉʸB4O?ǁˬƔC2BͺÆBP<;BÒə¡əĜ>,̛̟§Bɾě?λ.Vɺ
À?8#2BȨ͉<˱ːBĴȬZΩƉ.V ǁˬƔC÷øBæƾ¡Ɗö¡˒ˏZÛͲ,
2,4Òə¡əĜBƏ̳? :̢TB̛̟§Bɾě"ˎÈ SEʩŭ?ªVǊϓZ̘
Ǧ,>&WD>T> 2,:ÐSUˎÈB¢sZƟα,ǁˬ¡ήưʩŭ SE̢ʗ
ʩŭB<ȅ́Ļ̟ǜ?ͷʣ.V(<".I:BǁˬƔB̖Ĝ;V

UIA CĔʺŝÏ"ˎÈͷʣB£ʩ<,:Ɲθʶ|^]n¢rBȔÕ?ǐ³.V(
<Zżė.V 建築家は、経済的にǝLW>、⾮営利BL4CÜÃ?SVź¼?Ū9$
地域コミュニティの組織に有意義に貢献する独⾃の技量を有する。社会貢献作業は、建築
家の職能について社会"ȅ8イメージń§に積極的にƖª,ǑVが、əĜ§B責任がÊY>
(<?C>Tない。Ϥ> 
ϥŀ加盟団体は会員と緊密に連携し:、2W"|^];
V!Ņ!?λYT/各プロジェクトまたはln|^j?適⽤されるすべての法律・規
則にΨŁするための適切な法的アドバイスの必要性?8#ɻǢŗしなければならない。
参考：旧文面
公共に対する義務
建築家は、自らの職業活動を律する法令の精神と文言とに従う義務を公共に対して負い、その活動が社会およ
び環境に与える影響を深く考慮しなければならない。
2．6 規範：建築家は、市民として、また職能人として、公共的活動に適切に参加し、建築をめぐる諸課題に
ついての社会の認知を増進させねばならない。 ＜今回改定で「原則」の中へ移行＞

Ψʬ
2．1 ǁˬƔCʷđΜ?υ,ǁˬBǭŤ.Vl|^B×âÏ˲Q̢ʗʩŭʶ¡Ȩģ
ʶ>ΫʫZƟα,2BÛö<ʴƩZşTAD>T> 2,:̢TBəĜǩɌZÓʬ
L4C·ĸ.V;X¸.I:BɀŶĉʸZƴ?Ǣͮ,>"Tɀ§B͒͋}
o_;~¡b_~ZȠŖ.VBM>T/2B;BʪɾB<
ƧÎ˝κ<Zȅ́Ļ̟ǜϷʞ?bh¢<ɴBÛö>TE?ťʧɳàųěB͇ʓ
!TBȋĀʒ˶BÍʆϷ?ίǦ,88ȠŖ.VSĖĒZαAV
参考：
「職能に対する義務」に関連旧文面があった＜今回改定で削除＞
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4．4 規範：建築家は、その能力の限りを尽くして、建築の知識、文化および教育の発展に寄与するよう努
めるものとする。

2．2 ǁˬƔC̱èL4Cɤ˄ʶ>Ȭɺ;̢ā̢ΈQ2BəĜûƕ?8:BǟūȔÕ¡
ŘəÚΞ¡ȓþZ,:C>T> L4̢āB¿ʨ<,:;Wʕ!W½̙B2BS
>̳ʔZ͓,:C>T>
参考：旧文面＜次の 2 つが合成されている＞
2．2 規範：建築家は、虚偽の、あるいは誤解を招く、あるいは欺瞞的な⽅法で、⾃分⾃⾝やその業務内容
についての情報提供や営業促進をしてはならない。
2．3 規範：建築事務所は、⾃らにつき誤解を招くような表⽰をしてはならない。

2．3 ǁˬƔCʷ!>VȷP̛̟ʶ̖Ĝ<ʿƕW>!74U̢ΈBʡˠǜ¡÷Ʒǜ¡͡
Əǜ?ʳǙZǽ!04U.VS>̳ěQʠɹZά&>&WD>T>
旧文面なし

2．4 ǁˬƔCȾϐģ*W:V!=!?λYT/̢ΈBˆͮQ̛̟§B͈͂?ĵ.VǢ
ǚ̸ȳ½̙?<7:͈͢Zȁ4U©÷Ʒ>Ǣǚ̸ȳVC̛̟QÖϙ®¡ĉʬ
̙BÜʬZë8&VS>͉ͣZÒǩ¡ȟȅ¡Ϣ͞,:C>T>
旧文面なし

2．5 ǁˬƔCʟ̏QϏãʨʶ̳ěBJĕ?̍"V!>V̳ʔPVCͶĜ¡Ͷȡ
§BΧɺ̳ʔQΟ̡Zχ̯¡è̼,!A>=BS>̳ʔPÚΞ¡żė¡ȟȘ¡Ϣ
͞,:C>T>
旧文面なし

2．6 建築家は皆、Ʌf__>TE?ǁˬƔBəĜ?Ψʬ*WVŀšB̓Č¡ɺǎZ
ΩƉ,(W?ǐY>&WD>T>
参考：旧文面＜次の 2 つが合成されている＞
2．4 規範：建築家は、その業務の管轄において、法令が守られるようにするものとする。
2．5 規範：建築家は、その業務サービスの提供先または提供予定の国や地域で効力を持つ倫理・行動網領お
よび法令を遵守する。

įČ 3 Öϙ®HB̖Ĝ
ö:BǁˬƔC2BÒə¡əĜZΠ̳.V?4UÖϙ®?Ɯ,:͡Ə!8̧Ǖʶ;̟
ĒZǠ,N(<>$̛̟¸?ʿǗ,ƃğZˌ,!8ʡˠǜ¡÷Ʒǜ¡͡ƏǜZÛȅ
2,:õǙ¡Ɂ̟¡ĠĚ;V̖ĜZ͵ ǁˬƔCʷ!>VȷPʡˠ,4ˠŬ;ä͂
B>÷Ʒ>ćȪZ$5. TRVƝθʶəĜBƏȭ? :λΝ.Vǵ̴ʶ¡Ɲθʶ
ŪʋZƟα.V ǁˬB̴̨¡˔ƈ¡əĜBΔ˜?Ǉ47:Cʡˠ¡÷Ʒ;ƈ̴ʶ!8Ɲ
θʶ>ćȪ"½B=[>ěɡSUPðó*W>&WD>T>
参考：旧文面
建築家はその職能業務を遂行するにあたり、依頼主に対して、忠実かつ良心的であり、能力の発揮を惜しむこ
となく、そして職能人に相応しい姿勢を示す義務を負い、かつ、あらゆる職能業務の実施において、関連する
技術的・専門的基準に則って偏見のない公平な判断力を行使しなければならない。 建築の芸術・科学・業務
の追究に当たっては、学術的かつ専門的な判断が、他のどんな動機よりも優先されなければならない。

Ψʬ
3．1 Öϙ®QƞɉBĉʬ̙!Tˌ*W4́ɂQɈÅC2WT"Ʌf__BΩƉ<˅
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ˀ,>οUǁˬƔBəĜȔÕ? :Ɵα*WV f__<B˅ˀ"Əυʴ
ʪL4Cʴʪ"±ʈ*W4ŬŁ?CǁˬƔCʾ6?Öϙ®?2,:ΨĂ;WDĉ
ʬ̙?P(WZΚˆ.V 2Bóȳˌʶ>ĈɭBŁǢ">οÚɂQɈÅZf
_yr?Ł̤*0V!2BəĜVCωʬ?λ.VŻ˳Zʾ6?ΏΕ.V
旧文面なし ＜下線部は 原文の仏語 ou‵（場所）を ou（または）と間違えて英訳か？∴ or を and と解釈＞

3．2 建築家は、̢T"Ħā>ˆͮ<̟ĒϤEU ;ɔȆÀ 2005/36/ECϥZɁ.V(<Zˌ,Ǒ
VϗŨ;BML4Öϙ®!TBƂ͎Zö:ʉ4.B?ǖ́>ͶĜʶ¡ǵ̴ʶ>̽¾
&ZĦāͽVūΰBŁǢ"VŬŁ?BMəĜZǃ#ĸ&V＜英語原文に誤謬＞
(B̖ĜCĸ͎̙Öϙ®ʦŤ¡ƞɉBĉʬ̙/W!BƂ͎L4C¿ʨ;V
lnx~BƇŤ?Ǌϓ*W> ǁˬƔ"Ƃ͎.Vlnx~Cö:λΝ
ʞƎāβ? &Vȣ̝͍̋L4C˻ϟ?S7:Ψɔ<.I#;V
参考：旧文面＜次の 2 つが合成されている＞
3．1 規範：建築家は、依頼主とのいかなる委託関係においても、あらゆる面につき、自らが業務遂行にあ
たっての充分な知識と能力をもっていることを保証し、かつ、適切な経済的支給および技術的な裏付
けが確保できる場合にのみ、その業務を引き受けるものとする。
3．5 規範：建築家は、依頼主にアドバイスを独自に提供する場合、そのアドバイスの責任を負うものとする。
また、建築家は、自身のコンサルタントも含め、依頼される業務の関係領域について教育・訓練・経験
を有する場合にのみ、その業務の遂行を引き受けるものとする。

3．3 建築家C全て2BūΰZ͛ǇəĜL4Cωʬ?λ.VŻ˳;ʞƎ*W4ȩδL4C
ͭˍÁŴBǈ;Cĸ&ķ7:C>T>
参考：旧文面
3．7 規範：建築家は、その報酬を、合意文書に記載された謝礼または料金以外の形では受け取ってはならな
い。

3．4 建築家は、Ż˳ʤǑB4OB !>V͟Ơʶ>ÕªPȟǱP,:C>T/PMr Q
CMrʻʨ̙Öϙ®ʦŤ¡ƞɉBĉʬ̙ƭ³ə̙Ɲθƭ³ə̙̿Μə̙˥!
Tιˌ;#>ĉʸZǑV4OB !>V͟Ơʶ>ÕªPȟǱP(WZĸ&4U
ª4U,:C>T>
参考：旧文面
3．8 規範：建築家は、契約獲得のための いかなる誘導的な供与もしてはならない。

3．5 !>Vɭσ? :PĉƓB̶˞"ʴʪ.V!λÙ̙Bʽ?2BS?͂TWǑ
Vά>ʠɹZǁˬƔ"ˆV?̣74ŬŁ?Cʾ6?(WZÖϙ®ʦŤ¡ƞɉBĉ
ʬ̙ƭ³Ż˳̙2B½BλÙ̙¡λÙ˺̎?ιˌ.VPB<.V əĜ̳́"͓*
W4ŬŁ2WÁξCǁˬƔC2BS>ʠɹ"λÙ̙¡λÙ˺̎BĉʸZνƓ,4U
ǁˬƔB̖ĜZƀ'V(<Bʕ(<ZÛ͗,>&WD>T> Ż˳BƏȭʠɹ?
λ.V͘×ćȪZɵOTW:VŬŁC> *T;V
参考：旧文面
3．10 規範：建築家は、利害の衝突が発生すると推定し得る重要な状況を知った場合は、それを依頼主、所
有者あるいは工事請負業者に開示するものとする。 また、その利害の衝突が、関係する人々の正当な
利益を危うくするものではないということ、そして建築家の義務である、他者間の契約履行について
の公平な判断の提供をこれが阻害しないということを、建築家は保証しなければならない。

3．6 建築家は、Öϙ® SEͥ;WʦŤ¡ƞɉBĉʬ̙?Ɯ,ʡˠ,4÷Ʒ>ĕ͉ZȔ
Õ.V
旧文面なし
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3．7 建築家のŻ˳ɈÅCÖϙ®<BȾϐ?SVŁǢ<,ʞ?Á¨ZņNPB<.V
¡ÒəQəĜB˫Ş
¡ͺÆBίā<Ċο
¡qai~VCǁˬƔBÒə¡əĜB±˨Q2B½Blr~Ċο
¡Òə¡əĜHȟǱI#ūΰ2B͋˨ȬɺϤ͏?Ψ.ŬŁϥ
ȟǱɃο
¡͈˳"ɦǇģ*WVʠɹ
ǁˬƔC 2014 Ƹ̆ÈǴ͞BǁˬƔBəĜūΰBń§?λ.VġŇf__ZĲʘ
B(<
参考：旧文面
3．6 規範：建築家は、当事者同士が委託の条件、特に次のような項目などについて文書で明瞭に合意しない
限り、業務を引き受けないものとする。
・業務範囲
・責任の配分
・免責事項
・報酬あるいはそれを計算する方法
・契約の終了に関する条項

3．8 建築家は皆、Öϙ®L4CʦŤ¡ƞɉBĉʬ̙B³Ɏ?λ.V˕ƗZƉUÖϙ® S
EλÙ̙BȨȾ?SV³ĎłǢ>,?ɡƗǟūZιˌ,:C>T> ɺ?SUιˌ
"ɵOTWVŬŁZρ$
参考：旧文面
3．9 建築家は、依頼主の事柄に関する秘密を守り、また依頼主の予めの同意、または、例えば裁判所命令に
よる開示要求などの法的な権限に基づく許可が無い限り、秘密情報を開示してはならない。

3．9 建築家は、高いǵγ˷!>ίǦ
B<.V

SEǇʗBĠĚ*ZP7:2BəĜZȐȥ.VP

参考：旧文面
3．2 規範：建築家は、有能、入念、勤勉を発揮しつつ、その業務を遂行するものとする。

3．10 ǁˬƔC©Ǉ>Ρʌ>$!8̢TBɠοBĳD>ŬŁZρ:±OŁǢ*W
4ſǇǜBVɃοû?2BəĜZΠ̳.VPB<.V
旧 3．3 とは All 付加以外、変化なし

3．11 ǁˬƔCÖϙ®B4O?>*WVÒə¡əĜBΞȈʠɹ?8:L4Òə¡əĜB
Qlr~?ǊϓZªǑVS>ŔϚ?8:ƴ?Öϙ®?ΛQ!?Κˆ,: $
PB<.V Öϙ®"ō¡lr~?ĊοZ͒Ǝ.VŬŁCʞ?2;V
参考：旧文面
3．4 規範：建築家は、その依頼主のためになされる業務の進行状況について、また、その業務の質や費用に
影響を与え得るような問題について、依頼主がそのつど知るようにするものとする。

3．12 建築家は、əĜÕ˾̙<,:BÒə¡əĜ"λYVö:B¸?Ɯ,:Bqai~
B̓ɟ?Ǘ-4ɺƎͺÆ?Ɯ,Ħā?ƜǗ;#Vδϛ¡ɃκB̛̟ïͺÆÛς?
ĔõĻ̟>ŬŁCĔõ.VPB<.V
旧文面なし

3．13 建築家は、ΑΛ!8¤ƚ>Ȭɺ;Ⱦϐ?SU̩ǟ?Ɯÿ.V
旧文面なし
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3．14 建築家は、Ō͈¡ͧå¡Ä̺VC˩Ύ̺ćǭ?SV͈ɶB¿ȿǮɭ>=ĉʬĻ
̟>˵²͈ɶǮɭϤωʬŻ˳BɁʕ?!!YT/ϥZÖϙ®?ňˆ*0VPB<.V
旧文面なし

įČ 4 ̛̟HBƖª?λ.V̖Ĝ
ö:BǁˬƔC(B̛̟Bʡˠǜ÷Ʒư̈̀Ĝ§B˕ƗÛȅ͡ƏǜƟİZÛȅ.V̖
ĜZɁ,L4½̙BɦǇ>ɠĉQĉʸZƟα,4̳ěZ<VPB<.V Ĕ:łə̙
?8#2Bǽ͵QͷʣZ͞O2BɠĉZƟα.V̖ĜZ͵
ö:BǁˬƔCL42BÒəQəĜ?Ɯ.Vqai~z¢ĲĔ̙BͷʣZȳT!?,
>&WD>T> ÔDrx{Öϙ®]¢¢rk¢}o
_¢½BǁˬƔƈυʶ>ƝθÈˎ¡Çə]¢|^r~_|]}o_¢ɜΜ¡
ǵ̴bq]˻Řlnx~ƝθƔÕ˾ÈˎƝθƭ³ə̙ƭ³Ż˳̙2B½
B̙
参考：旧文面
原則４： 職能に対する義務
建築家は、この職能の品位と尊厳を保持する義務を有し、どんな状況にあっても、他者の正当な権利や利益
を尊重しつつ⾝を処するものとする。
原則５： 同僚に対する義務
建築家は、建築家同⼠の権利を尊重し、同僚たちの職能的な抱負や貢献と、⾃らの業務への他者の貢献とを、
認めなければならない。

Ψʬ
4．1 全ての建築家はƋö>ʡˠǜ÷ƷǜɡƗÛȅ͡Ə*2,:ƹ̈́βZP7:̛
̟ɾěZΠ̳.V

参考：旧文面
4．1 規範：建築家は、誠実と公正をもってその職能活動を遂行するものとする。

4．2 建築家はその ¢~¢Qøł˻Ř̙<,:©ΨĂ>̙ϤəĜȔÕçö̦BˎÈʶ͘×
?Ǌϓ.VɁ̏ćɶZĸ&4̙ɄôͺBˉʫ̙!>Və˚;Wô͓ʵζ!TB
Ǿʀ̙ϱ̢ƯʮͩZρ$ϳǁˬƔB÷͞ŝÏQ½Błɝ>ŝÏ!TBρŃ̙ϥ<˺[
;C>T>

参考：旧文面
4．2 規範：建築家は、建築家の登録簿からその名前が抹消された（⾃ら求めた場合を除く）
、あるいは建築
家の公認団体から除名された等の不適当な⼈を、パートナーとして採⽤しないものとし、また役員と
してこれと協働しないものとする。

4．3 ̛̟Bʡˠǜ÷ƷǜōÌ͡ƏǜZÚΞ.VĖĒZ̳ě;ˌ,L4̢TB¿ʨ
̙QǐəŎBãʨ<̳ěPɅf__?ˊƏ?ΨŁ*0V(<?SUǁˬƔ?λ



Ù.VͥP"̟Ē©ΆVCřQ͈͢Zȁ$͉Ώ!TÛͲ*W:V<ˊÜ;#
VS?,>&WD>T>

参考：旧文面
4．3 規範：建築家は、その⾏為を通して職能の品位と尊厳を増進させ、また、⾃らの代理⼈や従業員の⾏
動がこのガイドラインに確実に適合するように努めるものとする。 これにより、どんな⾏動やその
姿勢であれ、業務の依頼者あるいは協働者の信頼を裏切ることがないようにし、また建築家と関わる
社会の⼈たちが、不当表⽰、詐欺⾏為、あるいは虚偽⾏為から保護されるようにする。
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4．4 šυɺL4CǁˬƔBǭƪšBšûɺ;ˑɥ*W:>οUəĜZȔÕ.VšQɺ
ʶ˩ΎŢBĘíɺ?ǐ7:ωʬ̙QƝθrx{Ϥ_x¢¡ĠĘƈʪZņNϥ?
ūΰZȟǱY>&WD>T> ĠĘƈʪBƎ̖Cš?S7:ʲ>U2Bš;͗͞*


W4ǁˬȣ̝ɡλ<ĩĒ,:ĊƎ*WVI#;V

参考：旧文面
5．11 規範：建築家は、その協働者や従業員に好ましい労働環境を提供し、公正な報酬を⽀払い、そして彼
等の職能的な成⻑を援助しなければならない。

4．5 建築家は、¸˚ǜĈƌȣφ"˼ƄɩǜʶȆń?S7:ƮĈ,:C>T>


旧 5．1 と同一文面

4．6 ǁˬƔCɠĉ̙!TBȳˊ>͓ĻZǑ@LL½BǁˬƔBˆʶͶʫBʹʬ]_}
]B©ǇĉʬZ,:C>T>


旧 5．2 と同一文面

4．7 ǁˬƔ"͒͋ˢǵBƛɏŎ<,:ȆŃ*W4ȷCÁξ2B͒͋ˢǵBûƕ?λ.V
VCûƕ!Tɿʪ.V½B!>VˠŬ;B̳ʔZP,:C>T>

参考：旧文面
5．7 規範：建築家は、設計競技の審査員として指名されたときには、その後、その案件につき他のどのよ
うな⽴場での⾏為をもしてはならない。

4．8 ǁˬƔC½̙BǁˬÒō?Ɯ,ǞǢZȅ7:VC©÷Ʒ?ǳć,4UÜʬZș
AS<Ç:4U,:C>T>


旧 5．8 と同一文面

4．9 qai~VC½BƝθəĜZǃ#ĸ&VS建築家がǰ͖*W4υȮ?½B
ǁˬƔ"ł-Öϙ®L4CʦŤ¡ƞɉBĉʬ̙<2Bqai~L4CλΝÒə¡
əĜ?8:BŻ˳Z˼[;V(<Zˆ7:VŬŁP,$CΨɦ>ŔŁY0?
SU(WZˊ͞;#VŬŁC2BǁˬƔ?Ϥǰ͖B(<ZϥΚˆ.VPB<.V

参考：旧文面
5．9 規範：建築家は、同⼀のプロジェクトや専⾨業務に対して、他の建築家も同じ依頼主から現在指名を受
けているということを知っているか、または正当な問合せをすればこれを確かめ得るような場合、そ
のプロジェクトや専⾨業務を引き受けるよう打診されたときは、当該建築家に通知するものとする。

4．10 ½BǁˬƔBÒō?8:Ǣ͂ZΓIVS?ȆŃ*W4ȷCƞɉL4CʦŤB͕͐
§B©ĉ?>T>οUǇ͛ǁˬƔ?ϤȆŃ*W4(<ZϥΚˆ.VPB<.V

旧 5．10 と同一文面

4．11 建築家はそのəĜ§BͶĜ"Łɺʶ?˩ʨ*W:V(<ZÛ͗.VPB<.V

参考：旧文面
5．12 規範：建築家は、⾃⾝の個⼈的および業務上の財務が思慮深くかつ合法的に管理されていることを保
証しなければならない。

4．12 ǁˬƔB¿ʨ¸Cǁˬ͓Ļʮͩ͋ʯłǢʮͩǁˬ̓ĊΨŁǴ͞ʮͩ2B½λΝ
Bɺʶʮͩ?̒Ń,:C>T> 45,̒Ń̙"͒͋ȀǇ̙;V!̒Ń̙Bʾ
ȏʶ>ʻ˃˩ʨ SEɠοB¨;͒͋*W:VŬŁC(BοU;>
旧文面なし
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4．13 ʵζ¡ô͓Zĸ&4ǁˬƔVCʵζ¡ô͓Zĸ&4˺̎¡Èˎ¡2B½Bɺ¸?Ɯ
,:əĜ̓ĊǇƦL4C̛̟ɡλ"͕͐Ǯ́#ZιƁL4CŇʴ,4ŬŁCǇ͛ǁ
ˬƔVCǇ͛˺̎¡Èˎ¡ɺ¸Bp] ¢~¢¡Èη¡ɀϠ˻ŘͺÆ̙C͕
͐QŇ͕?Ǘ˦.V4O?ϤɺƎ¿ʨ¸Q½B¿ʨ¸;C>$ϥʾȏĀϘ,>&WD
>T>
旧文面なし

4．14 ̢TCǁˬƔʵζZ,:>š;Bqai~?əĜZȔÕ.VǁˬƔCɺǎ
ʩŭˎÈȨģΫʫ>=B́ŜZΨĂ!8ęɌʶ?ʨ͈;#VS?ťñBǁˬ
Ɣ<ĩí.VPB<.V
旧文面なし


以下、2006 年版にあった項目で、削除されたもの ＜4．4 の一部は 2．1 に反映＞：



4．4 規範：建築家は、その能力の限りを尽くして、建築の知識、文化および教育の発展に寄与するよう努
めるものとする。
5．5 規範：建築家は、他の建築家が指名された業務委託につき、その建築家に不当に取って代わろうと企
ててはならない。
5．6 規範：建築家は、UIA あるいはその支部が承認し得ないものと宣言した建築設計競技に参加してはな
らない。
5．13 規範：建築家は、自らの業務や仕事内容の功績によってのみ職能的名声を築き、他者が遂行した職能
上の成果に対しては、これを認知し、かつその者の功績を記さなければならない。
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11 継続職能研修（CPD）Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ

UIA CĔʺŝÏ?Ɯ,÷øBĉʸB4O? CPD ZÈŎB̖Ĝ<.VSɵO:VUIA
CǁˬƔ;ɔʵζBȽȫ? &V CPD ̖Ĝ¾&Zʻ̈́,ŀšκB CPD µȕǜ"ƕȴ?>
V(<ZǢş,:V
¡CPD CǁˬʰBˆͮ<ǵ̟B̂ȅ¡ǆģ¡ń§?SUˎÈ¢s?λΝ.Vˆͮ¡̟Ē
ZˊÛ.Vʪʁƈ̗tr;Vf__CUIA ĔʺŝÏ?ȮƇB CPD ZćȪ
.V4OB£ΝBŪʋZȔÕ,ĔʺŝÏκ;Bʿµ͞ƎBɍ˺ZȔÕ.V(<Zʽʶ<.
V
¡CPD Bά́˶Ϥ<,:Á¨ZņN(<ϥ
CPD B³ə¡ͦ˙ZʞƎƛɏ¡͘×BǮϕBġŇ
̢̗j< CPD ʵζ_y?SVjB¬ȬZĢņ.VŪʋBġŇ
CPD B͒͋¡ȔÕ?ń&:ˈ˜ SEǖ́ǜ͘×˺MõWBŪʋBġŇ
ƈ̗̙ SEķǑˆͮ?ƈ̗BαʓZ̐$ǮϕBġŇϤĲĔ̙<_yκBʿµÒ
ʬZϠOVϥ
jBō¡ŪʋBġŇϤjBȣ̝ʶ?SVƫÝĪÌʤǑϥ
_yϷĉʬ̙B^¢{iɾěBɁęǜZza{i.Vͦ˙͘×ĶψBǮϕ
BġŇ
_y¡ĉʬ̙ĴȬ?<7:ɀȫ!8ɦˊ>͏ζ˩ʨpr|BġŇϧCPD µȕǜ
ˊÛ«ʰ;ĉʬĻ̟>jʴÜ
ķǑƈ̗ĪÌȤϩƸB́ɵ³ϔBġŇ
CPD ? &V÷̵̲ʪƊö˒ˏÛͲλΝBɀơǖ́ĪÌȤ?λ.VġŇ
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12

業務の範囲 Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ
ˎÈBʴƩ?Êήư¡ǁˬʩŭBđΜC̀ϊ*ZŮ,: UǁˬƔCL.L.ƹ˫!8
ŵɝ>ήưʶ¡̔ʶ¡ǵ̴ʶ¡ɺʶ>ίǦZǙϘ?̐!>&WD>T>UIA CǁˬƔBə
ĜϗŨ?8#ãʨ̳ě̓˫B̓Ǝ<ő£BĊ˳B¨;̀́ʶ>ȃǅZżė¡ÚΞ,
!>VϗŨBȃǅ?PƜǗ;#V4O?ǖ́<>VˆͮQǵγBń§ZˊÛ.VSĖĒ
.V
¡UIA CǁˬƔBǕʶəĜB˫Ş? &VͺÆ<̢šBɺʶ˩Ύɠ;BĻ̟ǜBV½B
əĜZƏ̳.V̟Ē?λǕZȅ8
¡ĩƎĳEf__CǁˬƔ"Ə̳;#VȃǅəĜ>=BƏĜ˫ŞBƎ̖<<P?£έ
Bɺʶ˩Ύɠ?ɢ&:V(BS>̛̟HBƲɵBÚΞPʽʶ<,:V
¡ĩƎCɺʶ˩Ύɠ;BȨģBŵɝǜZĵȵ,4ʲ>VŪʋǥ̳ SEɈÅB4O?ǁˬ
Ɣ"˱Κ.I#ƏĜBǕʶ˫Ş SE½əĜZÚΞ¡̓Ċ.V4OB˩ʨȬɺ¡ȣ̝ȭ͒
Zȅ4>ŵ$Bɺʶ˩ΎɠBƇŤZͮ͞,88ˎÈBĉʸ?ź¼.VǁˬƔ"ȔÕ.V
əĜ˫Ş?8:ǁˬƔBšυʶl|^B¿̸?SVŁǢHBĖĒZ̳
¡əĜBǕʶ˫Ş
ǁˬƔC~¡b \_~BđΜ?©Ļɢ;VƝθʶəĜ;BɣB¥8Bɜǩ
ĪÌZȔÕ.V
AϨqai~q~ϩBϨͧɏ<͋ʯϩCϨƭ³ͻ˩ʨϩDϨ͒͋ϩEϨͧΦϩFϨ
Ż˳˩ʨϩGϨÛƉ¡ʬ͋ʯ
L4§͏BǕʶəĜ?οƎ*W/UIA Cʲ>Vɺʶ˩Ύɠ?ɝ>əĜϧήư͋ʯ
ɩĽʶÝǒȮƇǁʝȠÝ2B½BəĜBƇŤZ͞O: UǁˬƔCΨĂ>ȣ̝¡͍̋¡
˻ϟ?Ū9#=(?7:P(WTBəĜZƏ̳;#V

¡qai~¢
qai~Bŵɝ>ĲĔ̙?SÙϊ>ŔϚZ͈ɶ,>"TÁ¨Bɭσ?ǐ7:q
ai~CΞ̳.VϤö:Bqai~CɈÅ"ʲ>V4OÔˌʶŪʋ;Vϥ

AϨ͒͋ĎɭσϩBϨlt~}o_ɭσϩCϨŪɅ͒͋ɭσϩDϨƏȭ͒͋ɭσϩEϨ
õɆ¡¶ʅ¡Ż˳̫ɆɭσϩFϨƭ³ɭσϩGϨǃʇ,ɭσϩHϨǁ͒Ǐɭσ
ϩI2B½Bn¢r
ϥ^¢q|^rx}^ϩϥ͒͋́ÅÒǩϩϥǁʝͧɏϩϥǺ̶Ϥţťĉʬ¡
w¢jųȽϥϩ ϥΡǀ SEǀηəĜϩ ϥŲ¡ƹŇʬ {~BÒǩϩ ϥ
_n_i͋ʯϩ ϥţťĉʬ¡ήư͋ʯϩ ϥ]¢}o_ϩϥ\p|^
q~ϩϥrk¢}o_ϩϥ_|]}o_ϩxiiiϥj^{
i¡n_}o_ϩxivϥϒϓ͒͋ϩxvϥʘȳ}o_ϩxviϥƝθʶ͜˷Ϥe¢|`c
¢˥ϥϩxviiϥǁʝbh¢ͧɏϩxviiiϥlr~ln|^jϩxixϥǁˬɺ̓λΝ
əĜϩxxϥɇȩ¡ɡŚΪƎəĜϩxxiϥʩŭͧɏϩxxiiϥlr~ipq~ϩ
xxiiiϥ]¢~¢iȟȘϩxxivϥqai~q~ϩxxvϥ]itp|^ɘ͌
ϩxxviϥ˵²͈ɶϤͧåÄ̺Ɲθʶ͗¸ϥϩxxviiϥɩĽʶÝǒϩxxviiiϥȮƇǁʝȠÝ
ϩxxixϥõƧǏ͘×
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13

業務の形態 Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ
ǁˬƔ"ǁˬn¢rZȔÕ.VυBɺʶƏÏ;ɀΒ;CǐɉBǈB½?*L+L>ə¡Ĝ
ǈǣ"ʴʪ,:VǁˬƔC2BšBɺǎ"͓.!>VəĜǈǣZ<V(<P͞OTWV
I#5"ãʨ¡̳ě̓˫B́Å?ǐI#;VˎÈBĉʸ?Ɯ,ǁˬƔ̛̟BɌ4.ǋ
ĐZȃǅ;#VŬŁUIA Cǖ́?Ǘ-ǐɉ?>əĜǈǣQťŨǜZ̘Ǧ,:ȬεQŪ
ʋZ̘ɕ¡Ýɦ.V
¡÷ʸ? :ǁˬƔBəĜ"͓ƕ;#VŪʋB̂ȅZĻ̟<.VəĜǈǣZƎ̖.Vf_
_"ǖ́;V
¡f__Cɺʶ˺̎ÏBǈǣ?SVəĜZƎ̖əĜ˫Ş?S7:Ǝ̖*WVəĜǈǣ
CəĜ˫ŞBf__?SV
¡ŵɝ>ǈǣ?7:PǁˬƔBəĜȔÕ"ł-̛̟Ūʋ?ǐ7:V(<ãʨ¡̳ěB
́ÅZðó.V4O?C÷ʸB̂ȅZÛ͗.V(<"ά
¡UIA C̳ȡ<łɝˎÈ?PǁˬƔ?SVɝ>ǈǣ;BəĜZͮ͞*0Vǖ́Z͞O:
V2(;CťŨBʩŭʶˎÈʶȨģʶ́Ŝɺʶ˩Ύɠ;Bãʨʶ¡ɺʶŪʋZ̘
Ǧ.VI#;V
¡*L+L>ɺʶ˩Ύɠ? :Cŵɝ>əĜǈǣZÚΞVC̓Ċ.VɺʶǮɭZȅ4
><(XPVf__CǁˬƔBəĜBΨĂ>ŪʋB̂ȅZˊƏ?.VəĜǈǣ
<ɜΜBƎ̖Zʽʶ<.V
¡əĜBǈǣϤǭɁɠϩəĜB˩ʨϩͺÆBĈ?SUŪɅʶ>Ǝ̖"Ļ̟ϥ
A) ŪɅʶ!8®́>əĜǈǣ
1) ß¸³ə®
2) ʕο ¢~¢p{
3) ŁŃÈˎ
4) ɁοÈˎ¡ɑǂÈˎ
5) Ɂο ¢~¢p{
B) ʞɫ>əĜǈǣ
1) j¢əĜ
2) ĩíəĜ
3) lv¢p]
4) l|^əĜ
5) ŶƈɮÏqai~d^r
6) ɺ¸BƅÈˎ¡λΝÈˎ
7) ŵāβ?Y4VəĜ
C) ½BəĜǈǣ
1) ȡƼ
2) ʋȡƼɡλ¡÷ʶɡλ

¡ġŇ*WVəĜǈǣ? :CßBǁˬƔ<ł-ʞǜẐȅ.V(<;ÇəÏ"2Bʞ
ǜẐȅ,ĉʸʿĵ SEǁˬƔB̢ǎǜ"ș>YWV(<Zśά.V4OBÁ¨BŪɅ
ʶ>ɈÅ"U̸ 1 ÁŴBŬŁCÖϙ®?ιˌ.V(<
1ϨǭɁɠ2Ϩķ̈ǋÈBɜǩ3ϨəĜ˩ʨȀǇɀϠͺÆ̙4Ϩ̛̟³ϔȀǇɀϠͺÆ̙
5Ϩɲ³ͺÆ̙6ϨĄ³ͺÆ̙7Ϩ˩ʨ³ϔBͺÆ̙8Ϩĉʸʿĵ¡ǁˬƔ̢ǎǜșŹ?
λ.V2B½³ϔ
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他国における業務 Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ
ǁˬƔß¸Q2Bɺ¸˺̎"̢šÁŴBš;qai~B͒͋ĳEəĜȔÕZĸɻ.VŬ
Ł?ʴʪ.VǁˬƔ"̢Έ"ʵζ*W:>š;Bqai~λΝəĜZȔÕ.VŬŁ
Cɺʶ¡ʩŭʶ¡ˎÈʶ¡Ȩģʶ¡É˿ʶ>́˶?8:BΨĂ!8Ɂę>ʨ͈ZˊÛ.V
4O? UIA ãʨŪʋ SEťñBɺÀ?ǐ88¢e¡]¢g|i~<ĩí,>$:
C>T>
¡UIA C´šκϩŵšκ;Bf__ SEĩ˳ZȔÕ.Vǖ́"VJ<[=Bɺ
ʶ˩Ύɠ;CǁˬƔ"əĜZ̳4OBʵζ¡ô͓¡͞Ǝ"ǖ́;V
¡UIA BʽɞCVš;BʵζǁˬƔ".I:BĔʺŝÏBš?S7:2BšBǁˬƔ<
,:ˊˠ*WV(<;V
½š;BəĜBf__
¡½š;BəĜŻ˳Z̈˼.VǁˬƔCÁ¨?łǢ.I#
Ϫϥ̛̟ïͺÆÛςɺʶ˩Ύɠ˥BŔϚ?ǊϓZªVķUɶOCťñɺÀ³əĩƎ
?S7:e¢*W¢e¡]¢g|i~Ŵš¸ǁˬƔÖϙ®;¶ʅ*WV(<
ϫϥǁˬƔB̳ě<əĜ?ǊϓZªV÷ʶͺÆɺÀ˥C¬ȬBǁˬƔ"ǶȖ,ͺÆZȅ8
ϬϥÁ¨BɈÅ"ťȬBɺʶ˩Ύɠû;Ŵš¸ǁˬƔBəĜ?Ψʬ*WV(<
(1) ǁˬƔCǭƪ.Vš;ʵζ¡ô͓¡͞ƎZĸ&¢e¡]¢g|i~Cqai
~ǭŤš;ʵζ¡ô͓¡͞ƎZĸ&:V³əÏ;Vǖ́
(2) ½š<̢šBǇƦκ?ʿµ͞ĻL4C̢ʭͼȴĩƎ">ŬŁ
¡̢š;ʵζ¡ô͓¡͞ƎZĸ&½š;ĸ&:>ŬŁʦťBɺǎ¡əĜ?ǐʵ
ζ¡ô͓¡͞ƎZĸ&4¢e¡]¢g|i~<BĩĒəĜZ͞Ļ*WVI#
¡̢š;Pʵζ¡ô͓¡͞Ǝ">šBǁˬƔCqai~ǭŤšBʵζ¡ô͓¡͞Ǝ
BŪʋ?ǐ
¡ŴšπǁˬƔC͒͋ȨȾŻ˳˩ʨəĜ? :¢e¡]¢g|i~BƏʶĲ
Ĕ SEͷʣ>,?CŻ˳Z͓Ļ*WVI#;C>
aϨ Ŵš¸ǁˬƔC̢šBʵζ¡ô͓¡͞ƎZ½š?Ə͗?SUǁˬƔB˗ľÓʬ
ǁˬƔ<,:BƏ·"͓Ļϩ̢ΈB;ɔ͗ȳȾȔˌϩʕ̏͗ȳZ̳I#
bϨ ¢e¡]¢g|i~CŴš¸ǁˬƔ<BλÙBˊˠȨȾZλÙǇƦ?ȔĀ
cϨ ¬̙C2Bĩí? :qai~?ǖ́>Ɲθˆͮ¡˻ϟZĴȬ;ˊ͞
dϨ ̛̟ʶəĜC¬̙?S7:Νț,>"TßĈ?ȔĀ
eϨ iq{~Z®ǅ.VŬŁC¬̙B2W3WBͺÆZȳˊģ
fϨ ʦťBλÙǇƦB́ͩ?Ǘ-ĔʺŝÏBŴšλÙǇƦCΈāˊ͞?Ǘ/V(<
gϨ Ŵš¸ǁˬƔCʦťɺʶ˩ΎɠBɺǎãʨ¡̳ě̓˫ǁˬŪʋɺ?ǐ
hϨ Ŵš¸ǁˬƔ<¢e¡]¢g|i~CUIA ãʨŪʋ?ǐ÷ɦ!8÷Ʒ>Ż˳
Z˼G¬̙κBŁǢįČɘ͌.I#ŔϚ˥ZĢņ.VŵȤB}ȨȾ˥"˧Ǝ
*W:V
(3) ¬šκ?ʿµ͞Ļ"ƇŤ.VŬŁɅf__CΨʬ,>
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知的財産権と著作権について Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ
ˆʶͶʫɠ?Cʞ͓¡̭Ò¡œɞB¦8BɺʶϗŨ"ņLWVǁˬƔ?SV͒͋ZƜʹ?
ņ[5ɺʶÛͲȑ̐Zŵ$Bš"ƎO:V"©Ħā>ŬŁ"ŵUIA ĔʺŀŝÏBšû
ɺ;CǁˬƔBɠο<ͺÆZØƓ*W/?əĜZΠ̳.V<<P?ÒōBˆʶͶʫɠQ̭
ÒɠZÛȅ.VɠĉZªVI#;V
¡ˆʶͶʫɠBÛͲCÖϙ®<ˎÈBĉʸB4O?ǁˬB*T>VđΜʶ!8ϑȫʶ>ι
ʴHBěɡZȔÕ.V
¡¸"̢ā46B~¡b \_~;̢ā̢ΈZͮĈ;#V4OL/L.ά;
V
¡̭ÒɠC˴˰>ǵ̴ʶιʴBˆʶĖĒ<CƜʘʶ?̴̨ʶđΜ?λ.VPB;ʞ͓ɺB¨
;BMÛͲ;#V
¡ǁˬƔ"ˊÜZP7:Öϙ®?ɀϠBn¢rZȔÕ.V4O?.I:Bš;ˆʶͶʫɠ
ZÛͲ.I#;V
¡ˆʶͶʫɠ?λ.Vf__C̭Òɠ̭Ò¸ɔɠ̭Ò̙̭ÒʝBƎ̖ZņN
15.1 ̭Ò̙
(4) ĆɃǭɁɠ̭Ò̙C̭ÒʝBđÒ̙;ƴ?ß¸45,lnx~Ż˳?Ū9#
̭Ò̙"ɠĉͱʇ?łǢ,4ŬŁɺ¸Çə÷ʶɡλ"̭ÒɠZǭɁĻ̟
(5) ωʬ¡lnx~Ż˳¨;BÒōωʬŻ˳¨įČωʬ®C̭ÒɠǭɁ̙(ȐƎ
ʶ)lnx~Ż˳¨CǁˬƔ"ǭɁ̙ϤȐƎʶϥ5"§͏PĻ̟
(6) øł̭Òʝ̭ÒʝBßBͷʣ?8:B̭ÒɠCƖª,4̭Ò̙?ƳƪϤøł̭Ò
ʝöÏ<Cʲ>Vϥ
.I:B̭Ò̙Cł-ɠĉZɁ,: ṶÒʝöÏ?øłÓʬ
15.2 ÛͲ̭Òʝ
¡̭ÒɠCɁǈB̸ʦǈǂ;ŠƎ*W4ʡđʶ̭ÒʝZÛͲ,ĆOBđÒȷ?̢ěʶ?
ÛͲ*WV
(1) ǁˬÒōȫ̓ǜđǢƭŷ̔ʶ×âCÛͲÒōB;ɔŪʋ;C>$ȮƇÒōBɟ
á;C>$̭Ò̙BĖĒ?SVȨȾģVCǁ͒*W4Òō;V(<5&Źɵ
(2) ʞƎǁˬÒōBÛͲ
aϨ ǁˬ͒͋şȾύƅϩĬċǈǂPÛͲƜʹƜʹʝ̢ÏPƏʦıWWDÛͲƜʹ
bϨ Ɲθʶ͈͂¼ɝȾ2B½ȨȾß¸ʶ>đÒZˌ.ŬŁÛͲƜʹϤʞ͓ɠ<
BĥĈB4OȨȾûƕ;C>$̸ʦǈǂBM"Ɯʹϥ
cϨ ǁʝß¸ʶđΜ? &VʡđǜB́ÅZʉ40DÛͲƜʹ
15.3 ̭Ò̙BĉʸÛͲ
¡̭ÒŢǭɁ̙BǁˬƔCÒōB͓̀̿ĻBʡīʶɠĉZɁ.VϤ½̙?SVʕ͓Ļ̀̿C
©Ļϥ
45,ǫ˟ƨɓů>=Bǁˬ́˶CȮˆ;V4OđÒBĊο?ɻǢ̭
ÒɠØƓBŔϚCǁʝB¢i>lt~}^|¢Ŵ͇"ɟá*W4ŬŁBM
¡̭Ò̙¸ɔɠCÛͲÒōBƳƪɠ<ł£ǜÛȅɠ"ņLW̭ÒɠB͞Ļ<Χĵ?Ɯ.VÒ
ōBÛͲZªV
(1) ǁˬÒōB÷ιɠ̭Ò̙Bʡīʶɠĉ;ǁˬƔCÒōB÷ιɠZȅ8I#;V
(2) ̭Ò̙B͞ĻÒō?̢TŃĎZ¾&÷ιȷ?ÒōZƳƪ*0VɠĉZȅ8I#;
V̭Òɠ̸ˌC̾ĕBɈÅ;C>"şϐQȨȾCȳˊ?̸ˌ.VI#
(3) ǁˬÒō?8:BØƓ̢ΈBÒō?Ɯ.VʹÒɨȼĂȪųȽ˥?ǹͰ.Vɠ
ĉZɁ.VI#ϤÒōBł£ǜÛȅɠϥ

(4) ųȽǁʝBȅ́Ƀκû;Öϙ®CųȽĻ̟ǜZȅ8I#,!,ǁˬƔB÷̸Òō
"ʕ͓Ļ?ųȽ*W4ŬŁ_ϧqZș>Ļ̟ǜ"VǭɁ̙BųȽɠ<Ò̙B
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£ǜBɠĉBŦ̷Z͂Ā.I#S7:̭Ò̙CųȽĎ?ʿͨ?ªVɺʶɠĉZɁ.
VS?ġŇ.V
(5) ķUŰ,ǁˬƔBÒōBł£ǜÛȅɠBØƓ<>V4OL4ǭɁ̙BķŰ,ɠCǁ
ˬƔB̭Òɠ¸ɔɠ<ʿĵ.V
15.4 ÛͲɃκ
¡ÛͲɃκC̭Ò̙BɪǏ 50 ƸL;ǀη.I#;V
15.5 ̭ÒɠB̳Ó
¡UIA CˆʶͶʫɠØƓ̳ʔHBɁęȑ̐Z͓Ļ.Vɺǎ SEũ̳ǮϕĉʬZġŇ,:
VˆʶͶʫɠ̳Ó?λ.VǮ́#C÷ɦ!8÷Ʒ;VI#
15.6 ǁˬşϐBǭɁɠ
¡ǭɁɠBɺʶāϜCš?SUʲ>V
Ϥǥ̗ɺϵ϶dɺúʋȂϥ
ȨȾϤşϐϥ?8
:ƏυBˆʶͶʫɠǭɁ̙CǁˬƔϤǥ̗ɺϥ
Öϙ®Ϥdɺúϥ<ʲ>V
15.7 UIA ĔʺŝÏκBĩĒ
¡ĔʺŝÏκ;Ħā!8ǚQUBVίǦZP6Ħā>ɡÈZȔÕ.I#
15.8 șƓ
¡ɺʶ˩ΎɠCȢǢB̭ÒɠØƓ̙?ǭɁ̙HBΨĂ>̾ïȟǱZŋ-VɠοZɁ.I#
15.7 Ċƽ§BķUɶOϰɀ˹̓Ǝ
¡UIA CĔʺŝÏ?ˆʶͶʫɠ?8:ʿͨBɡÈZªŀŝÏ!TĐUǇ:TW4ͺÆ
ZƏ̳.V
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建築家職能の自治管理（規制と職業団体の役割）
Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ
£̦?̛̟C̓ʋZƎOV˿ɷ˺̎?S7:˩ʨ*WV
¡2WC÷øBĉʸB4O?˧Ǝ*W˺̎ÈŎB4O;C>
¡š?S7:C£Ǝə˚"2B̛̟?οƎ*WV"£̦B¸BÛͲB4O;V
¡̛̟ŝÏB͒ˠʽʶC÷ʸBÛͲ;V
̛̟ŝÏC2BĔõ̙" UIA BšυŪʋUIAϧUNESCO ǁˬȣ̝ǧˡB́ÅUIA šυ
ãʨ̃ϗZˊƏ?ΩƉ,ˆͮQǵ̟Zƴ?ɀȫ?Û6ǁˬȨģ<ˎÈBʴƩ?ͷʣ,>&
WD>T>
16.1 ̛̟B4O?Φǩ.I#̓Ċ SEÆĜ
¡̛̟B̓Ċ SE̛̟¸BÆĜCϭ8?āϜ*WV
(1) ΨĂ>;ɔ̙Ϥȣ̝ϩƏĜ͍͙̋ϟ̛̟ιʴ̓ʋϥ5&"ǁˬƔZ̢˗.V(<;
B÷øϩʀͻ̙ϩˎÈBÛͲ
(2) ΨĂ>əĜŪʋϤ̛̟ʶ̳ěϥ<˩ʨŪʋBÚΞ?SV÷øϩʀͻ̙ϩˎÈBÛͲ
(3) ǁˬƔBˆͮ¡ǵ̟ń§HBͷʣϤəĜŪʋBιʴϥ
(4) ǁˬB̴̨<˔ƈBÚΞǁˬ"α̈́*WVɀ̧BʩŭBđΜHBͷʣ
16.2 ̓Ċɡλ SE̛̟ŝÏB®́˺̎}
(1) ɺƎɡλa.ô͓ÕªǨǪɡ̟BMZȀǇ.Vʵζɡλϩb.̛̟ʶ¡Ȩģʶɡ̟?ǐ
³.VʵζɡλϤ÷ʸB4OB̳ě<ŪʋBʻ˃÷ɺ?SV̛̟¸ĉʸϥ
(2) ̢®ʶ̓ĊZ̛̳̟ŝÏ÷ʸʶǋĐBɺ¸˺̎½B̓Ċɡλ">ŬŁBʋ̓Ċ
ɡλ÷ʸB4OB̛̟BÚΞˎÈB~¡b \_~͋ʯȬɺ
16.3 ̓Ċɡ̟
¡ǁˬƔ̛̟Z̓Ċ.VɺǎC̛̟BʵζϤƢ>$<P˗ľʵζϥ?Ū9$(<ZġŇ
¡ʵζf__Cȣ̝˻ϟ͙ϟɗB̟Ē̓ʋ"÷ʸZʉ4.(<ZˊƏ?.V(<
ZġŇ,£̦?ˌ.ćȪŪʋZ?Ϯ8BŪʋZȒ':V
16.4 ̓Ċɡ̟<̛̟̓ĊBĥĈ
ŪɅʶ̓Ċɡ̟
¡̓Ċɡ̟C®?÷ʸÛͲ"ʽʶ;V
(1) ˗ľZ̓Ċ,Ɂ;ɔ̙BʵζẐȅ.V
(2) Ɂ;ɔ̙ŃˮB͏;ɔZ̓ƎϤ§͏ 5 8BŪʋUIA f__Zĵȵϥ
aϨ ƈÌUIA/UNESCO ǁˬƔȣ̝ǧˡBɀÍŪʋL4Cʵζɡλ"ƎOVǁˬƔ̛
̟B͞ƎƈÌ
bϨ ƏĜ͍̋
cϨ ͙ϟ
dϨ ̛̟̀́ιʴϤCPDϥ
eϨ 2B½BŪʋϐȏťŨɺƎ͙ϟϤǁˬŪʋɺϥ
æƾÛςãʨǜ
(3) ̳ě̓˫BΩƉ<ǨǪɡ̟ʬBˊƏģ
(4) CPD BΩƉZΚ-4̟Ē̂ȅBˊƏģ
(5) ϤϏƧÎ̙ʵζB4OBϥʿµ͗͞Çə͒ˠ£ȷʶəĜȔÕ͒͋ˢǵĲĔ
(6) əĜʵζ
(7) ǁ͒˩ʨəĜƭ³;BǁˬƔλª?λ.V̓Ċ
(8) Ʉʵζ̙HBƜÿǮϕɠĉʐʬ SEΧɺ̳ʔHB̑δŋÀ
(9) 2B½ʀͻ̙ń&Bɾě˵²Ɯÿ̛̟ïͺÆÛς
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ŪɅʶ̛̟ʶǋĐ
¡̛̟̓Ċ?C÷ʸB4O?ǁˬBΞɧ?ͷʣ.V¨͏Bɾě"ņLWV
(10) ÈŎŝÏϤǁˬű˥ϥ͞Ǝ̙HB˗ľB̓Ċ
(11) ÈŎʬÅBɶƎ
aϨ ÈŎ;ɔŪʋϤUIA f__Zĵȵϥ
bϨ ƈÌUIA/UNESCO ǁˬƔȣ̝ǧˡBɀÍŪʋZʉ4.ƈÌ
cϨ ƏĜ͍̋
dϨ ͙ϟ
eϨ 2B½BŪʋ
(12) ƈʪȟȘϰơƈʪHBǁˬBˎÈHBͮ͞¡ͷʣBŕ̮ɾěȟȘjιʴ
(13) _x¢Bn¢~ƏĜ͍̋Ŷƈeg?SV_x¢p{¡
jZΚɊƞɉBǁˬƔB̛̟ιʴ¡ȟȘ
(14) ãʨϩ̳ě̓˫BΩƉBˊƏģ<ǨǪɡ̟BƏ̳
(15) CPD ZΚ-4̟Ē̂ȅBˊƏģ
(16) əĜϩÇə?SVÈŎĥāB̓Ǝ
(17) ÷ʸB4OBǁˬB˔ƈ<̴̨BΞɧ?ͷʣ.Vɾě
aϨ ȣ̝³əǁˬƔeg˧ƎHBĲʯϩǁˬƔƈɐ͗͞HBĲʯϩ{
qq~ɡ̟BȔÕ
bϨ əĜ³əəĜŪʋəĜǈǣBʻ̈́<ιʴϩǵ̴ȨȾBÒǩϤŻ˳Ⱦf_y
r˥ϥϩˈ˜ιʴɾěBȐΞϩÈŎB4OB CPD _~Bιê
cϨ ȨģɾěƩˌÈ¡ͬʍÈ¡Ȩģ_~Bιê?SVSUðW4Öϙ®ZʫMĀ
.4OBǁˬHB÷øǢͮBιʴ
dϨ ƈÈɡ̟BȔÕϤƈ̗tx¢;ʊʤǑϥ
eϨ ǁˬ̸ǉ¡ǁˬͿ
(18) ̛̟ʶøʸBÚΞ?Ɩª.VɾěÈŎĊ³əŻ˳ȟȘ˥
(19) ÷ø<̛̟¸ĴȬBĉʸZÚΞ.V̛̟B̸ȳ̓Ċ<ƹūɾěϩɀΨ>ˠɺɈÅB
͕ɵϩǁˬƔ̓˫BȐΞϩ̛̟B¿̸ϩʩŭȠŖHB̛̟ʶͷʣ?λ.VǟūʴÜ
SE÷øǢͮ?Ɯ.Vɾěϩă̳ʝ
(20) 2B½ĉƓλÙ̙B4OBɾě
aϨ Öϙ®n¢rǁˬƔBƝθˆͮ<˻ϟ?SVÖϙ®HBȟȘəĜ
bϨ əĜn¢rǁˬƔ̛̟ SEλΝBǵ̴ȨȾBÒǩ
cϨ ÷øn¢rȡɷƔȡƼ̺ćǭHBƝθˆͮBȔÕ
16.5 ˼ͪ
¡̢®̓Ċ̛̟ŝÏC̢TBÓŋ<ǋĐZɶƎ.V"ÆǢBÈŎĊBŬŁ̾Ƌʶ>½Bǆ
Ċʶʵζɡλ"ǖ́<>VŬŁPV
¡̛̟ŝÏBɠο<ͺÆCÁ¨?S7:Ŷơ.V
ˠɺ̳ʔ?SV!ϩ÷ʸʶǋĐZªTWVɺƎɺ¸!ϩǁˬƔBĉʸZΔɵ.VÈŎɶ
Ǝ!
¡£έBš;C̓Ċɡ̟<̛̟ɡ̟B˺MŁY0"͓Ļ*W:>"£Ȭ;̓ĊǇƦ<̓
ĊƜʹ̙BΨĂ>āϋẐȅ.V(<;˺MŁY0"Ļ̟<>7:V<(XPV
¡ǁˬƔ̛̟B̓ĊC£ΝɾěB̓ĊÁ§BPB;U̓Ċ.V˺̎C÷ʸBÛͲB§;
Ϗƴ?ά>ǋĐZɌ4.
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建築プロジェクトの提供方式 Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾZ˿Łϥ
ǁˬqai~BȔÕȬǂ<Cqai~BÖϙ®<ǁʝB͒͋¡şȾÒǩ>TE?ƭ
³?ÙYVǇ³̙46κBŻ˳§BͫλÙ;V
17.1 ǁˬƔBǋĐ
¡ǁˬƔC!>VΦǩpr|? :PϠɴʋB̛̟Ǣͮ<əĜȔÕẐȅ,>&W
D>T>
¡ri¡lr~¡ȷκ¡}o_B(WTBκBɀPęɌʶ>rZqai~
BÖϙ̙"ʤǑ.I$Ơ$υ?ǁˬƔBǵ̟?¿YVPBCʕ
17.2 ŵɝ>Ȭǂ? &VǁˬƔ
qai~Öϙ®"ǁˬƔ?͒͋ZÖϙ,͒͋¡şȾÒǩZ,(W?Ū9#ȭƭ̙ZΪ
Ǝ¡ǁ͒.V<ǐɉBpr|?¿Y7:ŵ$Bŵɝ>Ȭǂ"̸W:V"(B;
̛̟§BǋĐZʴȗ.V4O?CǁˬƔCÁ¨Z̳ǖ́"V
¡ŵɝ>ȬǂBŀBηˇ?8:qai~Öϙ®Hĕ͉
¡˺̎ɜǩǋĐ<ͺÆǢǚÉΦȬɺBƋö>ʨ͈
¡˻ʄϐ̛̟ϐ!TB¿ȿȬǂ?λΝ.VəĜBriB͘×
17.3 ŵɝ>Ȭǂ
¡.I:BȬǂ? :ǁˬƔBǕʶǋĐCǁʝB͒͋Z.V(<;qai~Öϙ
®!TB͒͋əĜBͧΦCÁ¨B´˚
¡͒͋BʾȏͧΦǐɉŧƭ³lr~ipq~˩ʨŻ˳
¡͒͋BκȏͧΦ͒͋ȭƭ¢pƍɲΝțΝŁȬǂ˿ŁŧͧΦ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ǐɉŧƭ³Ż˳õɆ×ɔ¶ʅlr~r×ɔ´ɭσõɆ
lr~ipq~CMr "ǁ͒˩ʨZƂ͎
˩ʨŻ˳˩ʨŻ˳̙"ǁ͒˩ʨZƂ͎Ϥʾ?n_¢ͩ͵ə̙<Ż˳ϥ
͒͋ȭƭ
¢pqai~Öϙ®CǁˬƔ<͒͋Ż˳Z̳"͒͋ˊƎǏ2BŻ
˳Zͩ͵ə̙L4C CMr ?˘ͱ,ǌTCǁˬƔ?ȆˌZ̳ͻʬPȟǱ
(6) ƍɲ ¢~¢p{PPPPFIͻʬśĶZĦā?̘Ǧ,ĲʯZɘ͌
(7) ΝŁȬǂŶ̓ɟqai~?Ψʬqai~Öϙ®"ǁˬƔlnx~
ͩ͵ə̙κ?øłz¢Z˼ǩ*02W<Ż˳Z.V
(8) ˿Łŧqai~ͧΦϤIPDϥ͒͋¡ǁ͒¡\p|^q~BȦéL;
ZĪ£B˺̎ģ?SUŻ˳BIM Bɾʬ?SUĊÒ¡lr~˩ʨ¡ƭ³Ǯϕ¡əĜͧȦ¡
\p|^q~B¢rǈǩZ̳
17.4 ŵɝ>ȬǂBǩē?<7:ά>çϐ
¡ǩēB4OBά>çϐZͮ͞,: $ǖ́"V
(1) ʡˠǜBV͘×ǁˬƔ¡͒͋"ʡˠǜZÛ7:V!
(2) CMr˩ʨŻ˳̙˻ϟ¡ƝθˆͮBǖ́;U͒͋tr?Cƶʅ,>
(3) ȭƭ̙B͒͋HBĲʯȭƭǜ˥͒͋¡ǁ͒BŔϚZȲɃ?za{i;#VĉʓZP8
(4) ȲɃ˂ƭBriǏ?>7:͒͋ųȽ˥"#VĻ̟ǜ"V"͒͋z¢B̅Ɨ
>ͧȦ<ʻ̈́?SUɀơο?ǷV
(5) ŀȬǂZðW4͒͋˼Ɍ?Ơ$?CǁˬƔ"͒͋ōZÛ͗.V(<=BS>Ȭ
ǂ;Pŀɭσ;ǁˬƔ"qai~Öϙ®<Bʾȏlk¢p"ǖ́
(6) _¢pB˫Şqai~Öϙ®Bʽɞ;VŬŁȷκ<±˨ZˊÛ́
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(7) ȷκ¡lr~˩ʨBɁęǜqai~q~ǵ̴Bɾʬ
(8) Ż˳şȾB˫Ş˫Ş<ûƕBȳˊģͧȦBȬɺ<ͺÆBȳˊģ"ǖ́
(9) qai~̓ɟ<̀ϊǜHBΨŁǜPPPΝŁȬǂIPD CŶ̓ɟ!8̀ϊǜB
Vqai~?ΨŁ.V
(10) qai~Öϙ®B̢ˎû¸ɇPPPΝŁȬǂIPD >=Cqai~Öϙ®
B̟Ē?ÖƇ.VB;¸ɇ"οTW:VŬŁC½BȬǂ"ɂL,
(11) ʬlr~¡_n_ilr~Bάǜ(WT?ɰI:͒͋¡ǁ͒ͻBɰʥC
ɰΊʶÍ
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建築家の業務報酬の向上 Ϥ]l¢ɅȨ<f__ȨȾ˿Łϥ
ǁˬƔ?Ɯ.VəĜūΰBΨĂǜ(ſǇϛ)CßBŻ˳?Ū9$ǁˬƔBͺĜ;γTWV5
&;C>$Öϙ®̛̟2,:ˎÈ?Ɯ.VͺĜö̦?λ,:P͘×*WV
18.1 ǁˬƔ?Ɯ.VəĜūΰ
¡Ż˳ZɌ4.4O?ʴʪ.VǁˬƔBöͻʬBūΰ
¡riƜǗQǸ;ʋéδBɜˬ
¡÷ɦ>ĉʸB¾ª
">*WVS?˨Ǝ
18.2 ̛̟ŝÏ<ǁˬƔBͺĜ
̛̟ŝÏC2BÈŎ<ʏŤʶÖϙ®4Vʀͻ̙BĴȬB4O?
ΤıB}¢x?Ū9$qai~Bx_¡̓ɟ¡̀ϊ*¡ƭ³Bōɴʋ)<BǁˬƔ
BəĜūΰBſǇ˫Ş?λ,˛ɚʶ?λª,>&WD>T>
ǁˬƔCƏͻ*ͽ>S>ūΰ;BəĜ?ȢǢ?ƣ$(<Cãʨ?P<V̳ʔ;
U©÷ɦ>ˢ²<͂>*WV

18.3 ūΰ˨ƎBŪɅ́˶

ϪϨȷκ˾
¡³ĜǭƸκ̆˻ͻ? &V³ĜǭɜǩŎBß¸ʶ͵Ȁā
¡ß¸̆˾ª
¡ß¸BˎÈʶͻʬ
¡ūΰƜʹŴB³Ĝ̛ŎB˾ª¡ˎÈʶͻʬ͵Ȁā
¡³Ĝr¢rǟūǵ̴£̦Òə;ɇÛς̛̟ŝÏͻʬ˥B͵Ȁā
¡˨Ǝ¿̸̙˾ª͵Ȁā
(WTϮ8B˻ͻϔʽCɦŉ˻ͻ;(W?ΔĔ.Vǖ́"VBC
¡Ǹ;ʋéδB˛ˠďÑδ
¡ri SEĉʸB4OBďÑδ
Á§!TϪȷκǇ4UBŁ͋˻ͻC̆˾ªϤʾȏ¸ÅͻϥBMB 200Ϸ240ϣ<>V
ϫϨƂ͎əĜũ̳?ǖ́>ĘíȷκB³Ď͂˛
¡³Ď͂˛B̀ϊ*<ό,*"ūΰ̸Q2B½Blr~ǟūpr|"ƇŤ.Vʨʭ;V
¡ȮƇBlr~ǟūpr|CŵȤBqai~!TBƫɩ}¢xBͧɏĳE͘×?Ū9
#ʡˠ,4ƝθƔ?S7:Əȭ*W:V
1ϨȷκūΰĊ2BϪ
2ϨȷκūΰĊ2Bϫ qai~x_Ϧqai~n_sϤƫɩ}¢xϥ
3Ϩƺϐ˛ūΰĊ
4Ϩ ¢t|¢qūΰĊ

4aϨŠƎ ¢t|¢qūΰĊ
5Ϩ£ȄūΰĊ

6Ϩœʶūΰ¶ʅ
ϬϨǁˬƔBūΰ?ǊϓZªV2B½B́Ŝ
¡͋ʯ SEǁ͒āβB̀ϊģ?SUΨĂ>ūΰZɶƎBυ?̘Ǧ.I#Á¨BʞƎBŠɁ
́ŜBǊϓZĸ&V
¡əĜ˫Şϩqai~BȔÕȬǂϩrkq¢¡\r~~{iȬǂϩqai
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~ȨȾ¡l¢x}jϩƝθlnx~BͧȦϩ͓͞ĻəĜB̀ϊǜϩȔ
ĀʝϤǩɌōϥϩȫǵ̴ϩǁ͒˩ʨϩǭŤť¡ȧťɈÅϩȮƇǁʝBȠÝ¡Ήʬ¡Ƨ>"
Tƭ³ϩȆƎǁΜʝHBƶʅϩĵǒÒə¡ĵǒ͒͋ϩěŎ͈ρ¡üιϩɭσʶÓʬ
ϭϨǁˬƔBəĜBūΰB4OBǟūpr|BÒǩ
¡ǁˬƔBəĜ?λ.Vƫɩ}¢xBͧɏ¡Ķψ¡͘×C˿͋āβBʡˠ,4ƝθƔ?Ƃ͎.
Vǖ́"UǇƦP̛̟ŝÏ;C>$ʡˠ,4˺̎?S7:̳YWV(<Zɂ[;V
¡ǁˬƔBəĜCʀͻ̙ŝÏBȯƴɾě? :Ħā?λǕ"VPB<C͉/ͧɏBƏ
ȭ?ǖ́>ϠϛBǸ;CŽLW>
¡(BS>ͧɏZĻ̟?.V4Ơ̟ŝÏCʡˠ,4ͧɏ?ÓVS?qai~
λΝBƫɩ}¢xBȔĀ̖ĜZÈŎ?ͦ.I#;V
ϮϨɀ˹ʶ̘ƙ
¡ȮƇlr~ǟūpr|CJ<[=4. ¢t|¢qūΰĊ?ƪ.V,!,qai
~́ÅB˫ŞBƹ*R(BȬɺ;CʞƎB¢sZʉ4*>(<",D,DV
¡ǁˬƔ<Öϙ®CĪ£Būΰ;C>$*L+L>ūΰȬǂZ˺MŁY0V(<"ɀΨ;
V
¡ǁ͒ͻ<ūΰBʾȏʶ>ʿµÖƇλÙCʞ?ϫ8Bçϐ;Ǆʓ"V
¡ǁ͒āβ;Bʝ×ųěCǁ͒ͻBŶƵ>¨̫ZÊ(<"U(W?Νě,:ǁˬƔ
BūΰPÒə͵̪Q³ĜǭBlr~"ųYT>B?!!YT/y`.V
¡ǁˬƔBǁʝ͒͋¡ǁ͒ͻBčʆBĖĒ"!7:Ƣ>ūΰZȁ$!7:ĖĒZǛ
74Ȭ"ϠūΰZǑTWV
¡*L+L>ȬɺBηǭ<ˇǭZɰΊ.V<Ȭɺ 2.ȷκĊūΰ2Bϫqai~x_Ϧ
n_s?SVPBCƫɩ}¢x?Ū9:Vʓ;ƞɉBȬɺ<>VϏƴ?ðW4Ļ̟ǜ
Zȅ8
¡łȬǂB_rϐCȬɺιʴB4OBĆɃͻʬ"Ϡ$}¢xĶψ¡͘×?ȷκ"!!
V(<}¢x¢rCƴ?ȃǅ¡ȽȫBǖ́"V(<;V
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t�����g�tg���������ォげウ�����g������み��t�h�������g�
�g����g���t���ジ������gg��み��t�����ウ������³や���み��
�gや���み�hみ������g���み�����g������g�����み〇ゾ�g��ウ�³�
����g������みち�����g�������g������み������み�hみ��gウ�
�ht�����t����g�ウ�������み�������t���g��t����������
�t��������g���み���³������g�����������������t���g�
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��g�������³�
������ァ�g�g��み���������t����������³���������g����
�み�������g������������み��������ウ�������³���������
��g��������g��みg��������³�����みや���������t���g��ウ
��や���t�g����み�みg����ウ��み����み�g�みt����ァ�����み���
�������³���������み�����t�へ���gやh���g�����や��や��や�
み������み����t������������³や�����gg�み�g��������み�h
t���������g����������や��������g��セ��������t������
���³�み��t����g�����み���み�gみ�t��������³���g������g
�����������������g�みみ������み��み案���g�み����������
�³�������������み�g�g�����������������³�み�������み�
�t���g������tや�み��g����g�����t�へ���み������や���み��
み����������������g��ウ������³�
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������t�h�������������g�ァ�gみ�hみ����t����h��g���み�
�t�へ��������み��t�ウ�������やh��g����み���み����t�h����
�h�
���み���g��み�����g��g��g��g��ウ��ht�������み�gg��g�
�g�g�����gへ��g�������g�み�����み�����������g�み��g�
�g��g�����g��ウ�h����g���み�hみ�g�����み��g������������
��g�tや��や������みや��������t���g���g〇ゾt������g�����
��³��み���g�gみ�t����&��&��������み����t��³�み�g���み�み
�g�������������t�����み���ォげウ���み����g��み��み��t���
���g�����g������みや��gジ����t��������ォげ���g��ウ�h�
���t�h���������������g����み��g��������へ�h����gや�&や�
&や�t���み����み�hみ��������gジ����g�み�������g��ウ�h����
��������t������ち��へ���ウ���みち��み����みァ�g�t���g�t��
����h�み���g����ち����������g�g����������t���ち��へg�
�g�t�み�み����へ案�������t����gtへ�³ウ��み��t���g�g�����
�g���t��ウ�������み������g���������t���³や���t�����み
��������³�����g��み��g���������み���g�������み����g�
���t������h�
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������������������������h�
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� � � � /� � � �

��

���������������������

��������2����2����d����a
��て��５�����グg����５���てg��て������������������g����
����ト��tg�����g���５��ト��て���ヴ�����てギ�������������
p����て���て�������て�‒��g�����³����ヴ�グ����g�����て�

�2��2�
1. ��������2����2����d

�����て��グg�������� て���て������て�ト���g�������������
�������て����て�������������グg������������������て�ト
���gヴ���������������������������て���ト�グ�ヴ�

2. ��������2����2����d����a�

�����������p����ト�������p��������������て��グ����て�
����������て�������て���て��て���p�����て���
���g��て��５g����て������p����て���て���
���������ヴ�g���p����ヴ�����て����て���

3. �����

���p�グg�� 4 ���������ヴ�g��������������g��������g���
����て���������ヴ�
3.1 �����������
��������
������������ヴ���������
� �
���������
�����������������
��������
������
�������������
�����������������
������
3.2 ���������
��������
���������
�����������
�����������������
��������て������
���g��g�����g�������������
3.3 ������
�����������
�������������て�������������
���������て��������
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����������
������������
3.4 ����
� �����
������
����������������������
��������
��������

4 . � � � � � � � � � � � � � � � � �� �

�������������������������������������������������
����������������������h��������������������������
�������h������������ザば���������������������������
������������������������������h������������������
��/��/���������������������������������������������
/�����������������h

5. ���

�����������������������h�������������������������
�������������������������������������������������
��������h

6. ������I���

����/��/�����������������������������ナ�������������
����������h
6.1 ������
� • ������������������ナ���
• ����������
• �����������
• ��������������
• ��������������
• �������
• �������
• �����������
6.2 �������������
• ������������
• �����������������
• �����������
• ����������������
• ���������������
• ����
• �������
• �����������������
6.3 ���������
• ������������������������
• �������������
• �������������
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6.4 �����������
������������������������������������������
6.5 ����
• ��g��g������������g���������������������������
������
•��������������������
• ���������������������������
6.6 �����������
• ������������������������g��g�������������h
• �������������g����������������
• ���������������������������������������������
• ��g����������������
6.7 ������
• ��������������������g��g��
• ����g����g��g��g�������������g����������������
��g���g������
6.8 ����
• �����������������
•������������������
• �����������
• �����������
• �����������������������������
•����������������������������g





192

Ⅶ UIA Accord 和訳

L]YSE]eFJ



-^

*<

"$ 

� � � � � � � � I � � � � � � �� � �
��て������サ����サ�ナg�ちg���ナ����gやg�や�g�g�h�����ナg��
������������������p����������������や��g�や�g�g�h��
���������サ��ち��g�ナ�����g������g�g���ナg�����ちg����
����gやg�や�g�g�h�や�����³g��(��)�������g位������や�h

�� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�サ�g���ナg�����������������g���g��g��gや�����������
����や�h���g���サ�����ナg��������g�����������������て
���������g�����h���サ�����g���ナg������ UIA /����������
������������gや���h�����ナg��������������サ���������
ナ�g�������g������h��������ナ��g���������g����ナ��て�
��������������������������������������h���サ������
ナg������h�����ナg��������g����g�������ナ�委���g�����
�������������������gや���h�サ���������ナg����������g
����������gや��������������g����������g�サ�����g���
����サ�g����������������h�ち��ナgや���ナg�������������
������g�������g�h���g���て������ナg����������������
gや�������ナ������ナ�������������������������������
�h��ナ��委�g���������������hg���g����サ��������サ�ナg�
����������������gや�h�������ナg�������g��������サ���
�����g�������委�����サ���g位��サ���g���������h

UIA �����
1. �������

��て����������ナg������ UIA/���������gや�������������サ�
�����������h���サ����������g��ナg������������������
や�h�������ナg��/��/������������������gや������������g
や������

2 . � d � � d � � �/� � � �

����ナg���������gや��サ��������������h�サ������������
ナg�������������g�h�����ナg��て���������������������
�����h���������ナg���������ナ���������������������h
��������ナg������������gや���g�����������g�������g�
���������������������g�サ�g�����サ����g����g�サ�����
�����������や�h

3. ���������

���������ナg���サ����ナgど����gや���委�g��g�������g���/�
�ナ�サ��������������������や�hUIA �����������ナ�������
ナg�サ�g������������h�ど��gや���������gち�����g���ナ��g
�������ナ��������h��gやg������������サ��������������
��ナg�������������/���g������������gや��g���g���ナ���
��gや�����������g���ナ��gや��サ�g����������������gUIA ナ
����h���サ����������gやg����やg����g����������ナgど｢��
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�ナ�g����ナ����ァ�������������ナ���/���gUIA �����h������
����g�ナ�����ナ����������g�������������������������
���������h

4. ����

ナ��g������ UIA/UNESCO ��������������g����������������g
���������ナ������h���g�����������ナ���ナ������������
�����h����g������������g�������������������������
���g��������������������������h��v����������g����
������������g�������������������������������g����
�����hUIA �g�ナ�ナ�����g��������ナ�����ナ��������������
�������, ���������g�����g����������g���������������
�����h���ナ��tCPDu����� UIA �����������g������������g�
���������ナ���������������������������hUIA �g�������
����ナ�����������h

5 . � � /� � � � � � � � � � � � � � � �

UIA �gナ����������g��/������������h

6 .� � � � I � � � �
������������ナ�������������������������gUIA ��������
������������������������h�������������h
• ��������������������ナ������������
• �ナ�����������g
• ������������g��������g�������������������������

7. �����������

�����g�ナ�����g�����/������ァ�������g���������������
�������������h����g�����������h
• UIAg����������g�������������������������������gナ
����������h
• ������/����������������������g��g��������/�ナ��g��
�����������������ナ����������h
�������ナ��������������ナ��������g����������������/�
������������h���������������g�����������/�ナ�������
������

8 . � � � � � � � � � � � � �� � � �
������ナ���g���������������������������g����������
�����������h��������g�����g������������������g10 ��
������������������h�ナセ���������������������gナ����
��������g���������������h�������������ァ�����ナ����
����g�����������������������h���ァ�����������g����
��������������ナ������みァ���������g����������������
���hUIA �g���������������g������ナ�����/�������������
�������� 5 �������������������h
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� � � � � � � � I/� � /� � � � � � � � � � �
UIA �gg��て��t����ナ��u��ぼ�������������ぼh��て�����g���
�ナ��u��ぼ�g����ぼ��g������ぼ

�� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� I /� �
�ぼ�ナ/�u/�ぼ�g������ぼ��t�������ぼ���������g����g������
��������t��ぼ�������������ぼh�������t��������������
���g�����������������������������gg������g�������
��ぼ���g��������ぼ�����������ぼ�������ぼh�ナ/�u/�ぼ�g����
���ぼ�������ぼ���g��g��g��������ぼ����t�������h���u
�g�����g��g������ぼ����������������ぼh�����������ぼ�
��g�u��������������h
1)�����������g������g��g��g��������������������g�
����������g�����ぼ�����ぼh
2)�������g����tg��g����������ぼh
3)����������g�����������g������������������h
4)��������g���u�����u�������ぼ����ぼ
5)����������ぼ���g�����ぼ���g�������������ぼhg������
�����������������ぼh

��������I
v����������t������g�ぼ������(��g��g�����)����������t
�������ぼ�����ぼ������ぼh�����������t��������ぼ���g��
���������g����g��g��������������t�������g�����ぼ��
�u����������ぼh�t�������������ぼ���������ぼ��g������
��g������������ぼh������������ぼh������������������
�ぼ�g���������������ぼ��g�������������ぼ��g��������g
��g���������������ぼ�g�������������������ぼ��g�t���
�ぼ�������������������������g���������������ぼ��g��
��ぼh
v���ナ���g����ぼ�������������������������ぼ�g�������
�����ぼh���������g����������t���ぼh���ナ��g���������
������������h�����g�������������������g����������
������������������u����������� て�����ナ�g�������v�
������ぼhv�u�������g����������������ぼ�g��������g��
������ぼ���������ぼh����ナ�g���/����������������g����
�������������ぼ����������ぼ������ぼ��������ぼh���ナ�g�
��������������ぼ�����ぼ������g��������������ぼ������
�ぼ����ぼh�������������������g���ナ�����ぼ�����ぼ�g���
������������������ぼ�t���ぼh���ナ�g��������������g��
�����g���g��������������g���������t��ぼ���������ぼh
���ナ����g�ナ�������������������ぼ�����h������������
�����ぼ����g������������������ぼ����ぼh
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ĞÛ@>NV>Z[

��������g�����ナ�������������g��������������������
�����h������������������g������������������������
��������������������������h������g����������g����
��������/��/���������������h�����������������������
��������gUIA �������������������u������������������
��������������hUIA ���������������������g����������
�������������g����������������g������������������
�������h�����������������������������������������
���h

1. ÷
1.1 ������
�����������g����������g��������������ナ��������� UIA
����������������������������g����g�������������g�
�g��g��g��g�����������ナ�����������h�����ナ����g��g
������������g��������g�������g��g��g��g���g����g�
�����������������������������������g�������������
�g��������������u���g����g����g�����������������
�ug�������������������g���������h�������������g��
�������g������������g�������ナ�ナ������������������
���������h��������ナ�������������������������gUIA ��
�������������������������������������h�����������
��������������������g�������������������������h��
��������������������g����������������g�����������
�����������������h������g�����g����������������g�
��ナ��������������������g��������g��������������h
�������g�����������������������������������������
����h����������g���������g�����������������������
��������������h�����ナ�g��������������������������
��������������h UIA �g�����ナ������������������������
��g��������������g�������������������������������
����������������h

2. ýĸ¹0£Ā0Û
2.1 ÌĄ

��������������������������������g����������������
�h��������g�����������������������g��������������
����������������������������h

2.2 £ĀĊ

���g�������������ナ������g������������������������
�����������h�����g���������������������������h���
��g�������������������������g����������g���������
��������������������������������h

3. ýĸ±r

��������������������������h������������g���������

�

�
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������������������� UIA �������²�����������g��g��/��/
��g����/��/��������g�²���������������/�������������
������������������������������h���g��������������
���������������������h

3.1 v]

������g�����������������������hUIA �g��������������
����g��������� UIA/������������������h

3.2 ·Ģķ

UIA �g��������������²�����������������h

3.3 °

������g����������������������������g��������²����
����������������h

3.4 ×Ĩà

�����g��������������������h

3.5 đ£

����������������������������������g���g���²������
�����������������������h
• ������²�����
• ������g����²�������������������h
• ��������������²��������������
• ��������������������g����g�����������h
�������g���������������g�������������������������
�g�������������������h

4 . z0¼È

���g� 3 �����������������g�²����������������������
�g�������������������������h

4 . 1 Ģ<£,%:ČÄ¹

������������������������������g�������������g����
�������h
• ������²��������²������������²������������������
������h
• �������������g���������������������������
�����������������h

4 . 2 ` ă < ¾ # 7  , % :Č  Ä Ö Þ ¹

�����������������������²�����������g�������������
�g����������������g����������������������gsou �����
������h
• ������²��������²������������²������������������
������h
•��������������������� (a)������²��������²���������
���²������������������������g����������������g�
����������������������������h� (b)����������������
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�������������(�)��������へち�������h(c)�������������
������������g�����������������h����g�����������
�����������������h

4.3 ����

�������������������������������������������������
������������g������h
• �����������������������������������������������
������h
• ��������������������へち�g�����������������������
������������������������������h
• �������������������g��������������������h

5 . ������ � � � � � � � � � � � �

��������������ま������g��������������������g������
��������g��g������������������g���������hUIA ������
�����p�����g��������g������p��p������������������
��������������h����������������������g�����������
�h��������������g��������������������������������
���������������������������������������h

5.1 ����

UIA �������g�p��p���(�������p��p������)g�����������g
�������������������������������������������������
�h
• �p��p������g�����p��p������ 3 �� 2g���������������
���g���� 3 ����g��������������������������������
�h
• �������������g�p��p������������p��p��g���������
����g���������g������������������h���������g���
�����������������g��������������g���g����g���g�
��g�����g������������������g�������������ま／����
�������g�������������h

5.2 ���

���������������������g���g��g��������p��p������g�
�g�����������ま／����������������������������g�����
���������g���������������g�p��p���������������p��
p�����������g���������������������h

6. ����b�����������

��������g��������g�������������������������������
��g������������g����g��g������������h���������g��
�����������������������ま�����������������h
• 6.1 ���������������������������������������g������
��g�������g������������������������������������
�������������������������������������������g���
�����������������������h
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• 6.2 ��� 1 �����������������������������g�����������
�������������g�����������������h
• 6.3 ���������g� 6.1 �����������������������g���������
��������g��������������������������������������
�������h

7 . ói0Ģ<£ġýĸ¹0Û

�����������g����g��g����������������h
����������g��������������������h
• 7.1 ��������������������������g���������g���������
��������g��������������������������������������
������h�������������������������������g��������
�����������������������g�����������������������
�������������������h
• 7.2 ����������������������������������������������
�����g���g���������������� 1 ���u�g��������������
�����h����������������������������������g������
�������g��������������������������������������h
����������������������������������h
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���v����w����g�����������������������������������
�������������������h
����������������������g���������������g��て���tADCu
��������tQBSu������������������h������������������
������h ���v�������w��tADCu�g�����v��w��tQBSu��h����
�����g�������������ぼ���������������h

1.0 ������
3ADCu��て����gUNESCO-UIA ������������ぼ��g�������/�������

�����������������������������h����������������g��
て���������h

��て���tADCu��ぼ
��g����g�������g������������g��������������������
����て������hて��g����g�ぼ�����g�����������������h��
������������g������������������������h

て����g�������������������������hて����g�����������
����������g������������������������������������h
��g���g���g���g����g����������������g�����て������
���h���������������g�����������������h
���g����て����������g�ぼ�����h
UIA ���て�v�����������w���h���g���������������������
��������v������������w2016 ト�������h

1 . 1 � � � � � � � � �� � � � � �

������������
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/
ressourcefile/32/uiacompetitionguide.pdf

2 . 0 � � � � � � � � � � � � � � � 3 QBS 4

�����������g��������g��g����������g��������������
���h���������������������g�����������������������
���������h���g����������������������������������
�g���������������������������て�������������������
��������h���tQBSu������ぼ���������������h
��������ぼ
�����������g������������������������g������������
��������������������������h
������g�������て������������g�����������������h���
������������������������gQBS ������g��g��g��g��g���
�������������������g�������������h
QBS �g���������������������g�����������������������
���g�����������������h
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QBS �������
�����gAmerican Consulting Engineers CounciltACECu�������������������
�h������������������������tUIAu�g�����ぼ�����������
������������h���������������������������������h

2 . 1 ± ¶ Đ f\ p / - 0 7  .â ÷ ĝ´

��������ぼh
�����;
���
�����

į8;*:

2 . 2 Q B S 1/~ą%:

�������������g����� 4 ����������������h
2.2.1 ���� 1k���������������ぼ
au����g����g����g����������ぼ��h
bu�ぼ������������������h
cu��g�������g��g�����ぼ����������h
2.2.2 ���� 2k���������ぼ
au�������g�������ぼ���h
bu������/���������g��������������ぼ���h
cu�������g�������������������h
2.2.3 ���� 3k������ぼ�
au��������g����������������������g����������������
��h
bu��������������モ������g��������h
cu�������������������g������g2 �������������g������
���������h
2.2.4 ���� 4k��
au���/������������h
�����������/����g�ぼ����������������h
����ぼ����������������h

!#

zÕďĥø³0'60QYE?AM,děİ¤0÷
ĩúÅİ²¤QYBVS0ā÷
�����������g�����������������g�������������������
����h������g�������������������ぼ���������h
���������g���/����������ぼ�������������������������
���h
au��モ���ぼザ
���ぼ����������モ��g�����������������g��g�������h��
��g����������ぼ�����g�����������������������������
�g��������������������������������������h

��モ������������������������������h
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��ザ����������������������������������������������
�������握��������ザ������u������������h
����������������������握������������������/��������
��������h
������������������ザ������������ザ����h
������������������������������������h
�������������������������������������������������
����h
������ザ��������������ザ����������������������h
�������������������ぐ�����������ぐ������ぐ����������
������������������ぐ����������ぐ�����ザh
�������������������������������������������������
������������������������������ザh����������������
�����������������������h
���������������k���������������������������������
���������������h
buー�����ザぼ
��������ュ��ザ��ー�������������������ま�������������ち
������h�����������h
�������������
�握������;
���
���
�������;
���������
�����������;
���������;
������;
�����
���
���握�h
cuま�������������k
�����������������������������ち������h�����������ザ
�������������������������������������������������
������������h

���������������������������������������ち������h��
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������ザ���������h
��������������������ま�����������������h

� � � � I � � � � b � � � �� � �

������������������ー�����ザ����������ザ�������������
���ザ��������ザ���������h�ザ������������������������
������������������������������h������������������
����������������������������������h
au�ザ��k
�������������������������������������������������
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����h������g������g������g������g��������ぼg������
����������������� QBS �����������g�� 6r10 ��������h
����������g�������������������������ぼ������������
��g������ 4 �������������h
�����g�������������������h
bu������������
��������������g����ぼ����������������h

������������g������������g�����������������������
������h

± r  č Ø | Ç   ī Ñ  < ÷ 6 ' ø [ < ě Ã% :

��������������������������g����������������������
������g��������������k
�2.1.1teu������������h
�����g���g�����g����gFAX ��g�������h
�����������;
���������ぼ�������h
�������
�ヶ����������������h
��������������������������h
��ぼ���������������/����������������������g�������ぼ
�������������g����������ぼ��������������ぼ��g�����
���������������������ぼ���������������������ぼh
����������g��������ぐg����������ぐg�����ぐg���������
������������������ぐ��g�������ぐ�．���ぼh
����������g�����g���������������g���������������
�g���������������g���������������ぼh�������������
��������g�����������������h
���������������k������������������g����������g���
���������������h

óáIS0â÷
j-q3

Eu*"?i

��ヶ���������g������������������� 3r5 ���������������
���h����������gグ．����������g��������������������g
�������������g��������������������������ヶ��������
��h
グ．��������������������������������g����g���������
��g�ぼ���������������������������������������h
����g�������������������������������ヶ����������hヶ
������������g���������������������ヶ�������gヶ�����
���������h
ヶ��g�������������������������������hヶ������������
�g�����ぼ��������������ぼ�����������h
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������������g��������������������������h������g��
�����������������������������������h�������������
����������g�������������g����������������h

seB7

���������������g��������������������h������������
��������������������g����������������������������
����������h������������������g�������������������
������h
�����g������ま������������������������������������
��ま���h�������������������h��������g�������������
�������h

y]GEu

'{_X

),r

��ま／������������������������������������������g��
��������������h�������ま／����g�����ま／�������������
�������������h
�������������g������gま／��������������������������
��h
��������������g����������������������������������
������������h���g����������g���������������������
�������h
��������������������������g��������������������g�
�����������������������h
��������������������������������������h
���g����������� 45 �������g���������������� 5 �g������
���� 20 �g����� 15 �g������������������ 5 �����h�������
����g������������������������������g������������
���h��g�������������g��������� 10 �g���������������
�� 5 �����h
�������g���������������h���������g���������������
�g������������������g���������������h45 ����������
��g�������g������g��g���������g3r5 ������������セ��
����h����������������������h
��������������������h�����������������ま／�g�������
�����セ�����������h
�����������������������������������������g�������
���������������������h��������������g�����������
�g�����������������������������h
�����������������������h�������������������������
�gま�����������������������������h
����������g��������g�������������������h
����/���������������g���������������������g�����g�
����������������h����������g��������������������
��������h
��������g���������������������������h����g�������
������������������������������h
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����g������������g�������������������������h

��I�����
J[.

'

:w95YjO



����������てg������������������������������g������
��て����h
���て��������������������������g��て����������/��て��
��g����������g�������g�����/��て�������������������
�g������������������������h
�������てg����������������������������������������
���h�����g��������������������������h

;xo0

vVDZ

������g����������て������h
��てグ������������������g�������������������h���てg�
�������������������h�����てg����������������������
����h
������てg����������て����������g������������������g
������������h��������������g���て�����������������
��������h
������������������g��て��������������g���て��������
������������h
��������てg�������������������g���て���������������
�����������������h�������������p���p����て�����g��
����������������������������������������てg�������
�������������h
�������������てg���������������������h
����て��������m
����������て����������g��������て������g��g���て����
������h����g���て��������h�������g����������������
���������て������hグ����g�����て��������g�����������
����������h���������������てg���������������������
��g�������������h����て��g������g������g��g�������
��������������h������g�����������てg��������������
��g�����������������h�����て�����h
����p������
��てg�����������������h���てg������て���������������
���h���p����������てg��������������������g��������
���������������������h��て�������������������g���
�g����������������g������て�����������hグ��g�������
�������������g������て�����h���g������������������
����g�������������������g���て��������������������
������������������h
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���g����������������h����g����������������������
�h��g�����������������h����g���������������������
����������������h���g����������������������������
���������hザ�g��������������������g���������������
��g������������������g�������������
������
���g������gザ�ザ�����������������������������h�����
����g������������g�������������������������������
�������h������������������������������h�������g��
���������h��������ず（�g�����������g��������������g
��ず（�g����������������������������������h
���������������m
��g����g������������������������h
•��������������������g����������g���������������
��h
•������������� 30km ������������h
•��������g���
•（����������h

;xo0/

vVDZPn

\HUX

���������������������������g����������������g����
�����������������������h
��� QBS �����g�����g��������������������������������
����g�����������������h���g����������������h
���������g���������������������������������������
��h

āĤ

/}S

Af4<zk@

����������g���/���������������������h����g��������
����������������������������������������h

QBS ������#1-4
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����������������
f�����������安�‒ UIA ��ぼ�安��ぜ�³ぜwwh�ぜ�����g��gg����‒h
w� UIA ����ぜhgg�g‒‒��ぼ������ぜぼ��³�安��ぼ����³��安��ぜ�g�
�ぼ��������w��ケ�‒h����ぜ���ぜ安��ぜh��³�ぜ���ぜ��ぜ����³‒
����ケg‒���ぼ��³�安��安����‒�ク��ぜ��ケg�����³���h��³���
³�³�����g���‒��ぼ�‒h

�����������������������
�����
�����

gぜ�����������‒h�������ぜg��ぜ����������h���‒h
����ぜh����ぜ���h���h���ぜ���h���h��h��������³��ぜ���
�ぜ��h��h��ぜ������ぜ�����³���³�³�h
����ぜhgぜ��³����g���‒�³������‒�������������ぜ������
³h����ぜ�����h��������h�³����‒g���‒h

��I�����

�����ぜぜh����ぜ��������ぜ�������‒�����hg����������‒ぜ
���ぜぼ��³�ぜ��ケ�‒h
g��ぜ³���ぜh�ぜ��ぜ���gケ����h�����ぜ������‒ぜ�ぜケ�‒h �ぜ��
�ぜh�³���‒�ぜケ��hw���ぜ�������h�������‒�ぜケ��h���w���
�ぜh��ぜ�����������h�w�gぜ����³��������ぜ��������ぜ���
���ぜ�����‒�ぜケ�‒h
����ぜ���ぜ���hgぜ��ぜ��������³���g��h������w�ぜ������
���‒��ケぜ³�h
���hgぜ��������‒�����³�����ぜh���ぜ³�w�ぜ������‒g����
ケ�‒�����‒���³‒h

�� 1 �����

���ぜ���ぜh��³��ぜ�����ぜ��������w�ぜ�³�‒���ぜg����ケ³��
�³�³�h
���ぜ���ぜh��h��h��h�������CPDu���������h��ぜ�������
�ぜ���³����������h�����³���³�³�h
gぜ����ぜh���������ぜ�³���������ぜh��³��������‒g���³
�������³���³�³�h UIA ぜ��ケぜhg��ぜ��ぜh������w�ぜ��uケぜ�
べ 5 ��ぜ�����ぜ�����h������べ 2 ��ぜ������w�ぜ��uぜ�������
������‒����‒hg�ぜ�������ぜ��ぜ��������‒g���ぜ���ぜ���
��������³ケ�‒����‒�‒ケ�‒h
���ぜ���ぜw�h��ぜ�����������ぜ��ぜ����������h����ぜ��ぜ�
�����‒�����ぜ������h���h��ぜ��������ぜ�������ぜh�ぜ��³
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�����g�����������������������������h
や�
1.1 ��������g�������������CPDu����g����������������
����������������������������������h

1.2 ��������g�������������������������������������
���������������g��������������h
1.3 ��������g������������������������g�����������や
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����������������h����������������g��������������
��h����������������������������h�����������g����
������ち����������������������h������g�����������
��������������g���������������������������������
�����h����g���������������������g���������������
������������������h������g����������������������
�g���������������������h�����g������������������
�����������������������������h��������������g���
�������������g�������������������������g��������
�������������������h������������������g��g�����
�g��ち���������g�������������������g�������������
��������g�����������h�����g���ね���g�������������
�����������������h��������g���������������������
����������������h����������������g��������������
���������������g��������������������������������
������h
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3.5 ����
����������������g�������������������������h
�������g��������g�������������������������������
��h���g���������������������������������h���g���
���������g��������������������h�����g�����������
���g���������������h�����g����������g�����������
�����������h

4 .� � � �

��������g��������� 50 ��������������h

5 .� � � � � �

UIA �g���������������������������������������������
�����������������h�������g���������������g�������
����������������������������h
����������������g���������������h����g����������ル
���������������g�������������������������h

6 .� � � � � � � �

��������������g������������������������h�������g�
��������g�����������g�������������g���������g����
�����������������h��������������g�������g��������
���������h���������g����������������h������������
�����h�������g��������������������������g��������
���������g����������������g����������������h

7.UIA ��������

� UIA �����g������g�� UIA �������������������g��������
� UIA ���������g�������������������������������g����
������������g������ UIA ����������������������������
��h������ UIA �����g������ UIA ���������g�������������
���g���������������h���g�������������������������
������h

8 .� �

������g�������������g����������������������������
���h

9 .� � � � � � � �. � � � �

UIA �g�����������g�� UIA ����������������������gUIA ����
���������������������������������gUIA �������������
������������������h��g���������������������������
����������h UIA �����g��������������������������g���
�����������h
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6T(L]CB+d-ML]RPc)



*<

"$

��

������g�������������������������g����������������
���������������h

���������
����������ac�����c�������
�����g�������������������て��������������������g��
�g������������������������g�������������������g�
������������������������������������h
�����������g�������������������������������������
������g�����������������g��������������������h
��て�������g����������て����������������て����������
�������������� (�����������������������)����������
���������������h������������g�������������������
�h
��て�������g���������������������������h����������
て���������g������������������g�����������������
�h
��て�����g����g��������������g��������������������
��������h�����������h
- ������������
- ������������
- ����������g������g���������������
- ����������������h
�������������g������g�������g�������g������g�����
�g�������������g��� GATS �� VI e ���������������h����
- �������������������h�������/��;
- ������������������������h
- �����������
��������������������h
�����: ���������������g������������������g���������
�������h
�������������h
�������������������� (��������������)h
��て�������������������て������������h
�������c����������������c��

�����������������������g4 ����������������
1.1 ���������������て��������������������g��/���/�����
� (��/����g�����������)
��� (���) �������� (����������) �� 1
������������g����������h
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����������������� 2
������������������h
��������������������������/������������h
��������������������h
��������������/����������h
��������������������h
1 ������������������������5���4��4����4�����������������
�5
2 ������ UIA �����������5�����4�������������5
- �����4���4��������������������������������
- �����������5
- ������������������5
- �������������������������������������

1.2 ������� (�����) �����������������������
����/���������������������h
����������������������t��������������������������
���h
��������������
�������������������t���������������
����������������������
1.3 ����������������t�����
��������� (�����) ����������h
��������������������h
����������t������������������������h
��������t���������ウ�
��������t案l�������ウ������)
����� CPD ���������/����h
����������������������������h
1.4 ��������������������������� (�������) �������� (����
– ��� [��] ������)
���������������h
������������������������������h
�����������h
�������������������������h
������������������������������������������������h
��������������������h
�������������������������:
���������������������������������������������� 1 ��
���h

2. Û~z72Óąñí0ºİ.åÒTLX
2.1 ����
�����������������������h
o ���������������������
o ���������������������
o ����������
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����������������������� 3 ���������������� 4 g�������
�����
o �����������������h
o ����������g��������������‒�h
o ���������������g����������������(Baukultur)�����
3 ���� Colegios4Orders
4 ������������

2.2 ������������
�������������������������
���������������������������������������g���������
��h
����������������������t�������u

3. Û~ąýĸ
������ UIA �������g������������������g��/��(�����) ����
���������g�������������������‒��������h
������ UIA �������g�����������‒����������g��g��g����
�������������������‒��������g��������‒�����������
���� 5 ����������h

4 . Û~ą,ÓąÛ0Ę
�����������g����� 1 �����������������������‒������g
���������������������h���������������g����������‒
�����h
�������� 5

�����g���������‒���������g��������h
4.1 ������ (���������������) ����g������������
4.2 ������������������
��������������������������������� UIA ��������������
���g����������������h
����UIA/UNESCO ��������������������������������������
�����
�����������������h
���: �����������g���������������������h
�������:tCPDu ������g����������������h
������������g�������t�����ug�����g���
4.3 ���������������������
4.4 ����������g��������������������������g����������
�
�����������������h
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4.5 ����y����������������������������������h
4.6 ��������
4.7 ������ y �����������������������
4.8 �������������� y ��������������������������������
�������������������h
4.9 ������������� ����びぺ�����������������������������
��������������������������������h
5 q]l½0¥È¬\¬/b(7 UIA =;GP;S9y

��������

������������������������������������������h
4.10 �����������������������������
4.11 ��������������
�������� ������������������������������ UIA ���������
���������������
����UIA/UNESCO ��������������������������
������UIA �����������h
���: ���������������������������������h
�������������������
4.12 �������������������������������������������
4.13 ����������: �������������������������������������
����������������������h��������������������������
�����������������������������������h
4.14 ��/����������������������
4.15 �����������������������������������������������
�����������
���������������������h
4.16 �������������
4.17 ����������������������������
����
����������������h
�������������h
����������������h
����
�����������������������h
��������������������
�������������������������������
���� CPD ����������������h
�����������
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����
�������������������������������������������������
�����h
����������t�����������uh
���������
4.18 ���������������
������
���������������������h
�����������������t��������������u
�������
������
4.19 ������������������������t��u
��������h
�������������������������h
������������h
��������������������h
����������������������������/��������
�����������������������������������������
4.20 ��������������������h
�������
�������������������������������������������������
��h
����������
������
�����������������������������
������
���������������������

5 Ĺ
�������������������������������h�����������������
��������������������������������������h����������
����������h
��������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������h
�����������������������������������t��������u����
��������������������� (����) ����������������������
����������������������h
����������������������������������������������h
- �����������������
- ����������������������� (���� �������)
- ���������������������������������h
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������





231

ýmЉ¥£h¢ˊȗǥ¡Jt̥ȗ¥|mīψh¢K
ȪǱJǓͱĬ˒ψŻ˲JĈҒŔέŻ˲÷ˆg¢K˒ψ¦Ż˲z¢̥ˑJǹƝѴĘ¦М
ǵz¢ˆϫˋʖѨѓŒ¦Įzg¢K



 

232

Ⅶ UIA Accord 和訳

6T!#X/`D-^
�



*<

"$

����

�
��て�h³�g�����て��������て��³�²h������ま����������g��
�g�g³h���h���h��g���g��g����g��²���g�����げ������て
������������てh��て�ケ�����gg²�て��h�E�� �����hg��g�����
�て��て����������������シ���³�h�
�

�� ��

�����������������h�����������³�h�
�
��て�������て��������h�
�
��1�g���������gて������������������������g��h�
�
��1���������������������h�
�
��て��1�g�て�����g������h�g����h�������g�����て������h�
�
��て��������て1��������h���g�h��h�g�����������������
�h�
�
����������1����������h�����h������������������h����
����������������h�
�
����p�1������� ���g��������������������� ����g���������
���p�������������������h�
�
びげ1�������g�����て�g������������て���h�
�
５���������������������������て�����て��������������
������h�
�
て��������1����g�����g������h�
�
��1���������h������て��������������h�
�
�

�� �

��てhて��������g��������g��げ�����������������h�
�
�て�����������て����������h�
���て�g�����������h�
���������������������gh�
�て����������������g���g������������て����������h��
����������³�³�h�
�
���h�������²�����て�g�h��g��て��������て�����³�h����
��������h����������h�����h��て�hて�����������������
������h��g�て�����������������³��������h�
�
�て������������������h�
���������� �����������������������³��������h�
�������g���g������������
�������て����g�h����g��������������h�
�
��g��������������h��て������g���g�g³h�
�
�������g�て�����������³�て�����������������て����h�
������h�����h��������げ���������ま��げ����������³����
�����������������h��g�て��������������て����h��
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�� �����

������������������g��������������������������h���
����g������g�������������������������������������
������������)
)
�������1)
�����������t������������)
����������������)
�����)
)
��������)
������)
�������)
Án0n"s/{t/¤&8{t"n9u%-

�����)
�����)
������������)
)
*��)����������)
������������g������������t��������g��������������
��������g�����������������������h����������������
����g�������������������������h�������g����������
������������h)
)
��������g������������g��������������������h)
)
����)
���������g���������) �����g�����)�)�������������) ���
��h��g�����������������������������h)
)
K�����t������)
��������g������������g�����)�)��������������������
�h���������g����������������������h)
)
L���������)
����g�������������g������������������������������
��������������������h���������g��������������t���
��������g�����������������������h����������g�����
������g��������������������������������h���������
����g�������������g������������������������������
���������h)
)
M�)ダぞ���)
���������������g�����ぞ�����g��������������������h
�����g����������������g��������������������������
�������g�������������������h���g�������������g���
��ダぞ����������h)
)
*��)���������������)
���������������t�� �����g�������������������g������
����������h�������g������������������������������
������������h)
)
������g������������� ��� �����g���g���������g�������
��������������h��� ��� �g���������������������������
�����������h��g������������������ ��� ��������������
��������h)
)
��� �g���������������������������g���������ぞ�������
����g���������g���������������������������������
�h)
)
)
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������������������������g����������h�������������
���������g����������������g�����������������h+
+
��� �����g���������+ ��g��g��������+�����g������������
����������h�����g��������������������������������
�������h��������g�������������������h+
+
�������p��������g�����������������g��������������
���������������������+ �p����+����g�����g����g������
�h+
+
*�* ����+
������g��� ���������������������������g������������
�g����������������������������������������������h+
+
������g���������������g�����������������������h��
�g���������+ ��g��g��������+�����g������������������
��������������������������h+
+
����������g�������������������g������������������
������������h�����������g������������������������
�������������������h+
+
���g�������������g��������g����g�����������������
����h���g����������������g�����������������������
��������������h+
+
*��+����+
����g��������������������I+
���������������g����������g����������������������
������g����������������+����������h+
+
��������������g��g��������������g���������������g
������������g�������������������������g����������
�����������h+
+
��� ����������������g������������g�����������������
����������g��������������������g������������h+
+
�������������g���������������������g�������������
�������������������g���������������������h�������
���g��������������������g������������������������
�g�����������������������������h+
+
�������p���������g�����������g������������g������
������+ ���������+�+ ������������+�������������h�������
��������������������g����������������������������
����������������h+
+
�����������������������������+ �����������g��������
���������������h��������������g��������������g���
���������������������������h+
+
*�� ����p�+
����p�����������������������g�������������������
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QBS +8/6:, #1
Page 1 of 1

($!&:,
チ

/7'"#,

��:


6.4!:
³[
(1-5)

q3:W

X

m
(1, 1.5 or
2)

=

1. /7'"#,  (item 5.3.1)
Architectural Design Team understands the scope of the
project and the needs of the client.

x

=

1. �������������������.

x

=

2. ����������������

x

=

3. �������

x

=

x

=

1. ������������� and/or

x

=

2. ��������������

x

=

1. OAA Document 600, 2005
or RAIC Document 6 ,2008 submitted

x

=

2. ��������� Other form of Contract submitted

x

=

2



(item 5.3.2)

3 /7'"#,91-'38,

(Item 5.3.3)

���������������������, ��, �
������� ��. ���������
4 /7'"#, (item 5.3.4)

5   Proposed Form of Contract (item 5.3.5)

6 
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2/7'"#,*:2 $8%5)8,

3 ������������� –����������������

10:' 
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QBS +8/6:, #2
Page 2 of 2

4 /7'"#,
ҊɠØì½µËɯkǅǝ
Ҋɠ̓ѐƧнØì½µË
5 ~̓
1. ©«Ê©ϳǣψ҇
2. Øì½µËÆSßţѶψ҇
3. ùѮɺƞάkr¢ψ҇Tǅǝ.
4. ¸ÞäÎ·S¼æîTé¾Îî¶ψ҇
5.ʕμ˴TΏğīψ҇
6. ɯяY}бØì½µËŽƧн¦͙̚z¢ϯѨm
g¢lPZ͉z¢Ǔͱ̌ǇÆSßĹΥ20:' 
10:' 
8.6 
˖Ȧɳ¸àîË
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QBS 5<8:>6 #3
Page 1 of 1
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 :

Name of Compiler

!)72>9* "/% = 8;4136 #% )$+&))0,'-.%-($.!'0'#&
,$


 Month Day, 2008

 

   





 

 !

Sheet______of________

2 
 A

 B

 1
 2
 3
 4
 5
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UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice

Preamble
As professionals, architects have a primary duty of care to the communities
they serve. This duty prevails over their personal interest and the interests
of their clients.
In a world where trade in professional services is rapidly increasing and architects are
regularly serving communities other than their own, the International Union of
Architects believes that there is a need for International Standards of Professionalism
in Architectural Practice. Architects who meet the standards defined in this Accord
will, by virtue of their education, competence and ethical behavior, be capable of
protecting the best interests of the communities they serve.

Introduction
The UIA Council established the Professional Practice Commission and approved its
program in 1994. Following some 25 months of intensive activity by the
Commission during the 1993-1996 triennium, the UIA Assembly unanimously
adopted the first edition of the Proposed UIA Accord on Recommended International
Standards of Professionalism in Architectural Practice in Barcelona, Spain in July
1996. By this action of the UIA Assembly, the Accord was established as policy
recommendations to guide the ongoing work of the UIA and the UIA Professional
Practice Commission.
The first edition of the Accord was transmitted to all member sections of the UIA
with the request for their comments and cooperation in the further development of the
policy framework for presentation to the XXI UIA Assembly in Beijing, China, in
1999. The 1997-1999 Professional Practice program focused on responding to
comments and recommendations received from Council members, UIA member
sections, and members of the Commission on the Accord and its policies. The first
edition of the Accord was modified in response to those comments and as a result of
Commission debate of the policy issue guideline documents being developed to flesh
out the bare bones policy framework of the Accord.
The Accord and guidelines recognize the sovereignty of each UIA member section,
allow flexibility for principles of equivalency, and are structured to allow for the
addition of requirements reflecting local conditions of a UIA member section.
It is not the intention of the Accord to establish obligatory standards set by negotiated
agreements between competing interests. Rather, the Accord is the result of the cooperative endeavor of the international community of architects to objectively
establish standards and practices that will best serve community interests. The
Accord and Guideline documents are intended to define what is considered best
practice for the architectural profession and the standards to which the profession
aspires. These are living documents and will be subject to ongoing review and
modification as the weight of opinion and experience dictates. Whilst respecting the
sovereignty of UIA member sections, they are invited and encouraged to promote the
adoption of the Accord and the Guidelines and, if appropriate, seek the modification
of existing customs and laws.

2

271

UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice

It is intended that the Accord and guidelines will provide practical guidance for
governments, negotiating entities, or other entities entering mutual recognition
negotiations on architectural services. The Accord and guidelines will make it easier
for parties to negotiate recognition agreements. The most common way to achieve
recognition has been through bilateral agreements, recognized as permissible under
Article VII of the GATS. There are differences in education and examination
standards, experience requirements, regulatory influence etc., all of which make
implementing recognition on a multilateral basis extremely difficult. Bilateral
negotiations will facilitate focus on key issues relating to two specific environments.
However, once achieved, bilateral reciprocal agreements should lead to others, which
will ultimately extend mutual recognition more broadly.
The Accord begins with a statement of "Principles of Professionalism," followed by a
series of policy issues. Each policy issue opens with a definition of the subject
policy, followed by a statement of background and the policy.
The XXI UIA Assembly in Beijing, China unanimously adopted the Accord in June
1999. A copy of the Resolution of Adoption is attached as Appendix A.
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UIA Accord on Recommended International
Standards of Professionalism in Architectural
Practice
Principles of Professionalism
Members of the architectural profession are dedicated to standards of
professionalism, integrity, and competence, and thereby bring to society unique skills
and aptitudes essential to the sustainable development of the built environment and
the welfare of their societies and cultures. Principles of professionalism are
established in legislation, as well as in codes of ethics and regulations defining
professional conduct:
Expertise: Architects possess a systematic body of knowledge, skills, and theory
developed through education, graduate and post-graduate training, and experience.
The process of architectural education, training, and examination is structured to
assure the public that when an architect is engaged to perform professional services,
that architect has met acceptable standards enabling proper performance of those
services. Furthermore, members of most professional societies of architects and
indeed, the UIA, are charged to maintain and advance their knowledge of the art and
science of architecture, to respect the body of architectural accomplishment, and to
contribute to its growth.
Autonomy: Architects provide objective expert advice to the client and/or the users.
Architects are charged to uphold the ideal that learned and uncompromised
professional judgment should take precedence over any other motive in the pursuit of
the art and science of architecture.
Architects are also charged to embrace the spirit and letter of the laws governing their
professional affairs and to thoughtfully consider the social and environmental impact
of their professional activities.
Commitment: Architects bring a high level of selfless dedication to the work done on
behalf of their clients and society. Members of the profession are charged to serve
their clients in a competent and professional manner and to exercise unprejudiced and
unbiased judgment on their behalf.
Accountability: Architects are aware of their responsibility for the independent and,
if necessary, critical advice provided to their clients and for the effects of their work
on society and the environment. Architects undertake to perform professional services
only when they, together with those whom they may engage as consultants, are
qualified by education, training, and/or experience in the specific technical areas
involved.
The UIA, through the programs of its national sections and the Professional Practice
Commission, seeks to establish principles of professionalism and professional
standards in the interest of public health, safety, welfare, and culture, and supports the
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position that inter-recognition of standards of professionalism and competence is in
the public interest as well as in the interest of maintaining the credibility of the
profession.
The principles and standards of the UIA are aimed at the thorough education and practical
training of architects so that they are able to fulfill their fundamental professional

requirements. These standards recognize different national educational traditions and,
therefore, allow for factors of equivalency.

Policy Issues
Practice of Architecture
Definition:

The practice of architecture consists of the provision of professional services in
connection with town planning and the design, construction, enlargement,
conservation, restoration, or alteration of a building or group of buildings. These
professional services include, but are not limited to, planning and land-use planning,
urban design, provision of preliminary studies, designs, models, drawings,
specifications and technical documentation, coordination of technical documentation
prepared by others (consulting engineers, urban planners, landscape architects and
other specialist consultants) as appropriate and without limitation, construction
economics, contract administration, monitoring of construction (referred to as
“supervision” in some countries), and project management.
Background:

Architects have been practicing their art and science since antiquity. The profession
as we know it today has undergone extensive growth and change. The profile of
architects’ work has become more demanding, clients’ requirements and
technological advances have become more complex, and social and ecological
imperatives have grown more pressing. These changes have spawned changes in
services and collaboration among the many parties involved in the design and
construction process.
Policy:

That the practice of architecture as defined above be adopted for use in the
development of UIA International Standards.

Architect
Definition:

The designation “architect” is generally reserved by law or custom to a person who is
professionally and academically qualified and generally registered/licensed/certified
to practice architecture in the jurisdiction in which he or she practices and is
responsible for advocating the fair and sustainable development, welfare, and the
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cultural expression of society’s habitat in terms of space, forms, and historical
context.
Background:

Architects are part of the public and private sectors involved in a larger property
development, building, and construction economic sector peopled by those
commissioning, conserving, designing, building, furnishing, financing, regulating,
and operating our built environment to meet the needs of society. Architects work in
a variety of situations and organizational structures. For example, they may work on
their own or as members of private or public offices.
Policy:

That the UIA adopt the definition of an “architect” as stated above for use in
developing UIA International Standards.

Fundamental Requirements of an Architect
Definition:

The fundamental requirements for registration/licensing/certification as an architect
as defined above, are the knowledge, skills, and abilities listed below that must be
mastered through recognized education and training, and demonstrable knowledge,
capability, and experience in order to be considered professionally qualified to
practice architecture.
Background:

In August 1985, for the first time, a group of countries came together to set down the
fundamental knowledge and abilities of an architect (*). These include:
3.1. Ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and
technical requirements, and which aim to be environmentally sustainable;
3.2. Adequate knowledge of the history and theories of architecture and related
arts, technologies, and human sciences;
3.3. Knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural
design;
3.4. Adequate knowledge of urban design, planning, and the skills involved in
the planning process;
3.5. Understanding of the relationship between people and buildings and between
buildings and their environments, and of the need to relate buildings and the
spaces between them to human needs and scale;
3.6. Understanding of the profession of architecture and the role of architects in
society, in particular in preparing briefs that account for social factors;
3.7. Understanding of the methods of investigation and preparation of the brief
for a design project;
3.8. Understanding of the structural design, construction, and engineering
problems associated with building design;
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3.9. Adequate knowledge of physical problems and technologies and of the
function of buildings so as to provide them with internal conditions of
comfort and protection against climate;
3.10.
Design skills necessary to meet building users’ requirements within
the constraints imposed by cost factors and building regulations;
3.11.
Adequate knowledge of the industries, organizations, regulations, and
procedures involved in translating design concepts into buildings and
integrating plans into overall planning;
3.12.
Awareness of responsibilities toward human, social, cultural, urban,
architectural, and environmental values, as well as architectural heritage.
3.13.
Adequate knowledge of the means of achieving ecologically
sustainable design and environmental conservation and rehabilitation.
3.14.
Development of a creative competence in building techniques,
founded on a comprehensive understanding of the disciplines and
construction methods related to architecture.
3.15.
Adequate knowledge of project financing, project management, cost
control and methods of project delivery.
3.16.
Training in research techniques as an inherent part of architectural
learning, for both students and teachers.
Policy:

The UIA will seek to ensure that these fundamental requirements will be kept under
review and updated. The UIA supports an aspirational standard that combines
standards of education, accreditation, practical experience, including the
demonstration and certification of these fundamental requirements. These 5 policies
follow here.
(* Cf. Derived from Directive 85/384/EEC of the Commission of the European
Communities)

Education
Definition:

Architectural education should ensure that all graduates have knowledge and ability
in architectural design, including technical systems and requirements as well as
consideration of health, safety, and ecological balance; that they understand the
cultural, intellectual, historical, social, economic, and environmental context for
architecture; and that they comprehend thoroughly the architects’ roles and
responsibilities in society, which depend on a cultivated, analytical and creative mind.
Background:

In most countries, architectural education is conventionally delivered by 4-6 years
full-time academic education at a university (followed, in some countries, by a period
of practical experience/training/internship), though historically there have been
important variations (part-time routes, work experience etc.).
Policy:
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In accordance with the UIA/UNESCO Charter for Architectural Education, the UIA
advocate that education for architects (apart from practical
experience/training/internship) be of no less than 5 years duration, delivered on a fulltime basis in an accredited/validated/recognized architectural program in an
accredited/validated/recognized university or an equivalent institution, while allowing
variety in their pedagogic approach and in their responses to local contexts, and
flexibility for equivalency.

Accreditation/Validation/Recognition
Definition:

This is the process that establishes that an educational program meets an established
standard of achievement. Its purpose is to assure the maintenance and enhancement
of an appropriate educational foundation.
Background:

Validated criteria and procedures for accreditation/validation/recognition by an
independent organization help to develop well integrated and coordinated programs
of architectural education. Experience shows that standards may be harmonized and
promoted by regular, external monitoring, in some countries, in addition to internal
quality assurance audits.
Policy:

That courses must be accredited/validated/recognized by an independent relevant
authority, external to the university at reasonable time intervals (usually no more than
5-years), and that the UIA, in association with the relevant national organizations of
higher education, develop standards for the content of an architect's professional
education that are academically structured, intellectually coherent, performance-based
and outcome-oriented, with procedures that are guided by good practice.

Practical Experience/Training/Internship
Definition:

Practical experience/training/internship is a directed and structured activity in the
practice of architecture during architectural education and/or following receipt of a
professional degree but prior to registration/licensing/certification.
Background:

To complement academic preparation in order to protect the public, applicants for
registration/licensing/certification must integrate their formal education through
practical training.
Policy:
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That graduates of architecture will be required to have completed at least 2 years of
acceptable experience/training/internship prior to registration/licensing/certification
to practice as an architect (but with the objective of working towards 3 years) while
allowing flexibility for equivalency.

Demonstration of Professional Knowledge and
Ability
Definition:
Every applicant for registration/licensing/certification as an architect is required to
demonstrate an acceptable level of professional knowledge and ability to the relevant
national authority.
Background:
The public is assured of an architect’s knowledge and ability only after he or she has
acquired the requisite education and practical experience/training/internship, and
demonstrated minimum knowledge and ability in the comprehensive practice of
architecture. These qualifications have to be demonstrated by examination and/or
other evidence.
Policy:
That the acquired knowledge and ability of an architect have to be proven by
providing adequate evidence. This evidence must include the successful completion
of at least one examination at the end of the practical experience/training/internship.
Necessary components of professional practice knowledge and ability that are not
subject to an examination have to be proven by other adequate evidence. These
include such subjects as business administration and relevant legal requirements.

Registration/Licensing/Certification
Definition:
Registration/licensing/certification is the official legal recognition of an individual’s
qualification allowing her or him to practice as an architect, associated with
regulations preventing unqualified persons from performing certain functions.
Background:
Given the public interest in a quality, sustainable built environment and the dangers
and consequences associated with the development of that environment, it is
important that architectural services are provided by properly qualified professionals
for the adequate protection of the public.
Policy:
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That the UIA promote the registration/licensing/certification of the function of
architects in all countries. In the public interest, provision for such
registration/licensing/certification should be by statute.

Procurement
Definition:
The process by which architectural services are commissioned.
Background:
Architects (through their codes of conduct) uphold the interests of their clients and
society at large before their own interests. In order to ensure they have adequate
resources to perform their functions to the standards required in the public interest,
they are traditionally remunerated in accordance with either mandatory or
recommended professional fee-scales.
There are international rules, such as the General Procurement Agreement (WTO)
and the EU Services Directive, that aim to guarantee the objective and fair selection
of architects. However, there has been an increasing tendency recently to select
architects, for both public and private work, on the basis of price alone. Price-based
selection forces architects to reduce the services provided to clients, which in turn
compromises design quality and therefore the quality, amenity and social/economic
value of the built environment.
Policy:

To ensure the ecologically sustainable development of the built environment and to
protect the social, cultural, and economic value of society, governments should apply
procurement procedures for the appointment of architects that are directed to the
selection of the most suitable architect for projects. Conditional upon adequate
resources being agreed among the parties, this is best achieved by one of the
following methods:
 Architectural design competitions conducted in accordance with the
principles defined by the UNESCO-UIA international competitions
guidelines and approved by national authorities and/or architectural
professional associations. The definition of an Architectural Design
Competition (ADC) is set out in the UIA Procurement Guideline, revised
September 2016;
 A quality based selection (QBS) procedure as set out in the UIA
Procurement Guideline, revised September 2016;
 Direct negotiation based on a complete brief defining the scope and quality
of architectural services;

Ethics and Conduct
Definition:
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A code of ethics and conduct establishes a professional standard of behavior that
guides architects in the conduct of their practices. Architects should observe and
follow the code of ethics and conduct for each jurisdiction in which they practice.
Background:

Rules of ethics and conduct have as their primary object the protection of the public,
caring for the less powerful and the general social welfare, as well as the
advancement of the interests of the profession of architecture.
Policy:

The existing UIA International Code of Ethics on Consulting Services remains in
force. Member Sections of the UIA are encouraged to introduce into their own codes
of ethics and conduct the recommended Accord Guidelines and a requirement that
their members abide by the codes of ethics and conduct in force in the countries and
jurisdictions in which they provide professional services, so long as they are not
prohibited by international law or the laws of the architect’s own country.

Continuing Professional Development
Definition:

Continuing Professional Development is a lifelong learning process that maintains,
enhances, or increases the knowledge and continuing ability of architects.
Background:

More and more professional bodies and regulatory authorities require their members
to devote time (typically at least 35 hours per year) to maintaining existing skills,
broadening knowledge, and exploring new areas. This is increasingly important to
keep abreast with new technologies, methods of practice, and changing social and
ecological conditions. Continuing professional development may be required by
professional organizations for renewal and continuation of membership.
Policy:

That UIA urge its member sections to establish regimes of continuing professional
development as a duty of membership, in the public interest. Architects must be sure
they are capable of providing the services they offer, and codes of conduct must
oblige architects to maintain a known standard in a variety of areas described under
the “Fundamental Requirements of an Architect” and in future variations thereof. In
the meantime, the UIA must monitor the developments in continuing professional
development for registration renewal, recommend guidelines among all nations to
facilitate reciprocity and continue to develop policy on this subject.

Scope of Practice
Definition:
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This is the provision of design and management services in connection with land-use
planning, urban design, and building projects.
Background:

As society has evolved, the creation of the urban and built environment has become
more complex. Architects have to deal with an increasingly wide range of urban,
aesthetic, technical, and legal considerations. A coordinated approach to building
design has proved to be necessary to ensure that legal, technical, and practical
requirements are met and that society’s needs and demands are satisfied.
Policy:

That the UIA encourage and promote the continuing extension of the boundaries of
architectural practice, limited only by the provisions of codes of ethics and conduct,
and strive to ensure the corresponding extension of the knowledge and skills
necessary to deal with any extension of boundaries.

Form of Practice
Definition:

The legal entity through which the architect provides architectural services.
Background:

Traditionally, architects have practiced as individuals, or in partnerships or in
employment within public or private institutions. More recently, the demands of
practice have led to various forms of association, for example: limited and unlimited
liability companies, cooperative practices, university-based project offices,
community architecture, although not all are allowed in all countries. These forms of
association may also include members of other disciplines.
Policy:

That architects should be allowed to practice in any form legally acceptable in the
country in which the service is offered, but always subject to prevailing ethical and
conduct requirements. The UIA, as it deems necessary, will develop and modify its
policies and standards to take account of alternative forms of practice and varied local
conditions where these alternatives are thought to extend the positive and creative
role of the architectural profession in the interests of society.

Practice in a Host Nation
Definition:

Practice in a host nation occurs when an individual architect or corporate entity of
architects either seeks a commission or has been commissioned to design a project or
offer a service in a country other than his/her/its own.
Background:
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There is an interest in increasing the responsible mobility of architects and their
ability to provide services in foreign jurisdictions. There is also a need to promote the
awareness of local environmental, social, and cultural factors and ethical and legal
standards.
Policy:

Architects providing architectural services on a project in a country in which they are
not registered shall collaborate with a local architect to ensure that proper and
effective understanding is given to legal, environmental, social, cultural, and heritage
factors. The conditions of the association should be determined by the parties alone
in accordance with UIA ethical standards and local statutes and laws.

Intellectual Property and Copyright
Definition:

Intellectual property encompasses the three legal areas of patent, copyright, and
trademark. It refers to the right (sometimes guaranteed under the law of some nation
states) of designers, inventors, authors, and producers, to their ideas, designs,
inventions, works of authorship, and the identification of sources of products and
services.
Background:

While many countries have some legal protection covering the architect’s design, that
protection is often inadequate. It is not unusual for the architect to discuss ideas and
concepts with a prospective client, subsequently not be hired, and later find that the
client has used the architect’s ideas with no recompense. The intellectual property of
architects is, to some extent, protected by international regulations. In the context of
the GATS, this is the agreement on trade-related aspects of intellectual property
rights, including trade in counterfeit goods (TRIPS). The World Copyright
Convention of September 16, 1955 is also of international significance. In Europe,
the Revised Berne Agreement of 1886 is binding in most states.
Policy:

That the national law of a UIA member section should entitle an architect to practice
his/her profession without detriment to his/her authority and responsibility, and to
retain ownership of the intellectual property and copyright of his/her work.

Governance of the Profession
Definition:

Professions are generally controlled by a governing body that sets standards (e.g. of
education, ethical rules, and professional standards to be observed). The rules and
standards are designed for the benefit of the public and not the private advantage of
the members. In some countries, certain types of work are reserved to the profession

13

282

Ⅶ UIA Accord 和訳

UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice

by statute, not in order to favor members but because such work should be carried out
only by persons with requisite education, training, standards and discipline, for the
protection of the public. Institutes have
been established for the advancement of architecture, promotion of knowledge and-by ensuring that their members perform to a known standard--protection of the public
interest.
Background:

Depending on whether a country has protection of title or function, (or both, or
neither), the role and responsibilities of professional institutes varies considerably. In
some countries, the statutory bodies also represent the profession; in others, these
functions are separate.
It is customary for members of professional institutes to be expected to maintain a
known standard. This is achieved by adhering to codes of conduct promulgated by
the professional institutes, and fulfilling other requirements of membership, e.g.
continuing professional development.
Policy

In countries where professional bodies do not exist, the UIA should encourage
members of the architectural profession to form or lobby for the creation of such
bodies in the public interest.
Whether the desired purpose is to regulate title, regulate function or simply to
promote the interests of architects, professional bodies should seek to ensure that their
members adhere to the UIA international standards, the requirements of the
UNESCO-UIA Charter for Archtiectural Education and the UIA International Code
of Ethics and Conduct; keep up to date their knowledge and skills as required by the
list of “Fundamental Requirements” (both current and as they evolve in the future);
and generally contribute to the development of architectural culture and knowledge as
well as the society they serve.

Building Project Delivery Systems
Definition:

Building project delivery systems are defined as the contractual relationships between
the project client and the other parties involved in the design, documentation and
construction of buildings.
Background:

Traditionally building project delivery systems have involved architects in the role of
the project client’s agent, with responsibility for the design, documentation and
administration of the building contract.
Under many current and emerging building delivery systems the architect no longer
acts as the agent of the project client. Therefore it is important that the roles,
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responsibilities and constraints placed on architects in providing their services under
different building project delivery systems are clearly understood.
Policy

Architects should maintain high standards of professionalism and service under all
forms of building project delivery systems. The skills of the architect are unique in
guiding project clients to achieve the most effective balance between risk, cost, time
and design quality.

Development of Architects’ Compensation
Definition:

Appropriateness of architects compensation is not only measured by the architect’s
obligations arising from the specific contract but also with regard to the architect’s
general obligations towards the client, the profession and to society as laid down in
the UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in
Architectural Practice
Background:

In view of the worldwide differences in cost levels and in the range of architects
professional work patterns and responsibilities and considering the legal constraints,
any attempt to develop something like a international cost information system for
architects services would be a vain undertaking.
Therefore the UIA can only provide generally valid principles and methodologies for
the development of architect’s compensation systems under different economical,
business- management and professional conditions. The understanding of methods to
develop the appropriate compensation is vital for every architect in any part of the
world.
Policy

The architect’s compensation must be calculated to recover all the architect’s costs in
connection with the fulfilment of the contract, with an allowance for risk and for
building up an investment reserve and to allow for a fair profit. Appropriateness of
the compensation is not only measured by the architect’s obligations arising from the
specific contract but also with regard to the architect’s general obligations towards the
client, the profession and to society as laid down in the UIA Accord on
Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice.
Professional organisations should – for the benefit of the members of the profession
as well as of the consumers as the potential clients – actively involve themselves in
setting up and maintaining information systems, based on historical data, about the
appropriate range of compensation for the architectural services, differentiated by
type, size, complexity and construction quality standard of projects.
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Architects shall not propose a fixed compensation to undertake work where there is
insufficient information on the nature and scope of the project. Deliberately
undertaking work for a compen-sation insufficient to cover the architects net
expenses for providing an appropriate level of profes-sional service is unethical and
considered unfair competition.
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Appendix A
RESOLUTION OF ADOPTION (Number 17) OF THE UIA ACCORD ON
RECOMMENDED INTERNATIONAL STANDARDS ON PROFESSIONALISM
IN ARCHITECTURAL PRACTICE
Adopted by the XXI UIA Assembly
Beijing, China, July 28, 1999
The Assembly unanimously resolved that it adopts the Second Edition of the UIA
Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural
Practice as an advisory document intended to be used by member sections in setting
and reviewing their own standards. The Accord and Guidelines will also make it
easier for UIA member sections to negotiate mutual recognition agreements.
The Assembly asks that the Accord be transmitted to all UIA member sections with
the request for their cooperation and participation in the further development of this
policy framework for presentation at the XXII UIA Assembly (Berlin 2002).
The Assembly recognizes the mandate of Council to adopt Accord Policy Guideline
documents and commend them to the UIA member sections.
The Assembly recognizes that there are differences in the cultures, practices and
conditions in different member sections and encourages the member sections to use
the documents as advisory documents intended to be adapted to local conditions.
The Assembly acknowledges that the sovereignty of each UIA member section must
be respected in negotiations of mutual recognition agreements and notices that the
guidelines are intended to allow flexibility for principles of equivalency and
reciprocity and are structured to allow for the addition of requirements reflecting local
conditions of a UIA member section.
The Assembly authorizes the UIA President and Secretary General to submit the
Accord to the World Trade Organization, to other interested institutions and
organizations as the basis for mutual recognition negotiations and to the Government
of a country on the specific request of the UIA member section of the country in
question.
The Assembly requests that the Professional Practice Commission analyze all the
comments expressed during the General Assembly during its meeting in Prague
(October 1999) in order to check on whether or not it is opportune to integrate them
in the documents approved by the Beijing Assembly.
The Assembly authorizes the UIA Council to develop a policy to communicate the
Accord and Guideline documents to interested parties.
The Assembly recommends to UIA member sections that following the use of these
Standards, they inform the Commission Secretariat of their experience, in order that it
can be taken into account for the improvement and evolution of these basic
documents.
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Accord Policy on Ethics and Conduct
The existing UIA Code of Ethics on Consulting Services remains in force. Member Sections of the
UIA are encouraged to introduce into their own codes of ethics and conduct the Accord
Guidelines on Ethics and Conduct herein and a requirement additionally that their members abide
by the codes of ethics and conduct in force in the countries and jurisdictions in which they provide
architectural services, so long as they are not prohibited by international law or the laws of the
architect’s own country.

Guidelines for the UIA Accord Policy on Ethics and
Conduct
General Introduction
General Principles
The Principles, and the Applications of this Code which explain and illustrate the Principles, shall
be read and interpreted in accordance with the following General Principles:


Architects must be obligated to the highest standards of independence,
impartiality, professional confidentiality, integrity, competence and
professionalism, and to the highest possible quality of their design,
technical and service output



Architects must bring to society special and unique knowledge,
professional skills, and aptitudes essential to the development of the
built environment and to those societies and cultures in which such
development takes place.

Principles and Application Introduction
The following are the Principles and Applications for the ethics and conduct of Architects in
fulfilling their obligations when undertaking architectural services in a country other than their
country of establishment.
They apply to all professional activities, whatever may be the place of the activities. They address
responsibilities to the public, to clients and users of architecture, to the building industries and to the
art and science of architecture - that continuum of knowledge and creation which is the heritage of
tomorrow and the legacy of the architectural profession to society.
Not every shortcoming on the part of an Architect, or failure to comply with the Principles and
Applications of this Code will necessarily justify a complaint or disciplinary proceedings.
However, a failure to follow the guidance indicated in this Code will be a factor that will be taken
into account should it be necessary to examine the conduct or competence of an Architect

1

288

Ⅶ UIA Accord 和訳

Guidelines for the UIA Accord Policy on Ethics & Conduct

Principle 1
General Obligations
All Architects, shall have integrity in everything that the say or do in their capacity as members of
a liberal profession.
All Architects shall possess a systematic body of knowledge and theory of the arts,
science, and business of architecture developed through education, examination, training,
continuing professional development and experience. This process must assure the
public that, when an Architect is appointed to perform professional services, that has met
the required standards. The Policy of the UIA is that these standards must be founded on
a minimum period of five years’ full-time architectural education at university level (or
equivalent), followed by a minimum of two years’ full time (or equivalent) professional
practice experience so as to enable the provider properly to perform all architectural
services expected of a provider on entry to the architectural profession.
All Architects shall also maintain and advance their knowledge of the art and science of
architecture, respect the body of architectural accomplishment, contribute to its growth, and give
precedence to learned and independent professional judgement over any other motive in the pursuit
of the art, science, and business of architecture.
Applications
1.1

All Architects shall ensure that they continually maintain and develop their professional
knowledge and skill in all areas relevant to their practices through structured Continuing
Professional Development.

1.2

All Architects shall continually seek to raise the standards of excellence in all relevant
areas including architectural education, research, training, design, technology,
construction methods and practice.

1.3

All Architects shall ensure that they have appropriate and effective internal procedures,
including monitoring and review procedures, and sufficient qualified and supervisory staff
such as to enable them to discharge their obligations fully, efficiently and on time.

1.4

Where work is carried out on behalf of an Architect by an employee or by anyone else
acting under the direct responsible control of an Architect such a provider shall be
responsible for ensuring that such a person or company is competent to perform the task
and is adequately managed and supervised throughout the task. Reviewing and/or
correcting design and/or technical submissions after they have been prepared by others
shall not constitute the exercise of responsible control because the reviewer has neither
control over nor detailed knowledge of the content of such submissions throughout their
preparation.

1.5

All Architects shall have a right to resign from a contract for architectural services or of
employment rather than being required to make an unreasonable and/or unrealistic
compromise.

1.6

Architects shall not propose a fee unless they have sufficient information on the nature
and the scope of the project to enable a fee proposal to be prepared that will fully cover
the work or services with regard to all their obligations towards client, profession and the
public. A fee proposal that deliberately does not at least cover the architect’s net expenses
shall be considered unfair competition.
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1.7

During the negotiation of a contract no Architect shall revise a proposal for fees to take
into account knowledge of a fee that has been proposed by another provider for the same
work or services.

1.8

These applications are required in order to protect the client and society from
unscrupulous under-resourcing by any Architect

Principle 2
Obligations in the Public Interest
In the interests of the public Architects must observe both the letter and the spirit of the laws
governing their professional activities and the work and services for which they are responsible.
They must protect the health, safety and welfare of the public, and take account of the social and
environmental impact of their professional activities in the implementation of such work and
services. Above all, it is the duty of all Architects to respect the needs of society and to embrace
the quality and sustainability of the built and natural environments.
The UIA encourages its member sections to engage in providing pro bono services as part of their
contributions to society. Architects have unique skills that will meaningfully contribute to
economically disadvantaged, not-for-profit, faith-based and local community organizations. Pro
bono work can contribute positively to the public’s image of the architecture profession but it does
not come without liability. Member sections should work closely with their members to highlight
the need for proper legal advice to comply with any and all laws and regulations that apply to each
project or counsel, pro bono or not.
Applications
2.1

All Architects must respect and help to conserve and develop the system of values and the
natural and cultural heritage of the community in which they are creating architecture.
They shall strive not only to improve the environment through the highest quality of
design but also to improve the quality of the life and the habitat within such a community
in a sustainable manner particularly considering energy and water conservation and
reducing carbon emissions in the context of world climate change, being fully mindful of
the effect of their work on the widest interests of all those who may reasonably be
expected to use or enjoy the product of their work.

2.2

No Architect shall either communicate or promote or represent themselves or their
professional services in a false or deceptive manner; nor shall they allow others to do so,
whether or not acting on their behalf.

2.3

All Architects shall at all times avoid acting in a matter or finding themselves in a
situation which is incompatible with their professional obligations or which is likely to
raise doubt about their independence, impartiality or integrity.

2.4

No Architect shall make, support or acquiesce in any statement, written or otherwise,
which is contrary to their own knowledge or professional opinion or which they know to
be misleading or unfair to others or otherwise discreditable to the profession or their client
or user.

2.5

No shall promote, encourage, support or acquiesce in any act which is likely to assist in
the commission of a crime or unethical conduct; or with respect to any act which may tend
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to conceal or disguise any financial or fiscal illegality or irregularity.

2.6

All Architects shall observe and comply with this Guideline and also the codes and laws
applicable to the architectural services being provided or to be provided in a host State.
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Principle 3
Obligations to the Client
All Architects owe their clients a duty to carry out their work or services faithfully,
conscientiously, competently, in a professional manner, and with independence, impartiality and
integrity using care, skill and due diligence. All Architects shall at all times exercise independent
unprejudiced and unbiased judgement. They shall have regard to all relevant technical and
professional standards when performing all professional services. Independent, impartial, learned
and professional judgement should take precedence over any other motive in the pursuit of the art,
science, and the business of architecture.
3.1

All providers of architectural services shall respect the needs and requirements expressed
by a client or any potential user as long as such needs and requirements do not conflict
with compliance with the Principles and Applications of this Code. In the event of actual
or anticipated conflict the Architect shall immediately notify the client and, if appropriate,
the user, of the conflict. Unless expressly agreed otherwise the provider shall thereafter
either comply with or meet the need or requirement or shall forthwith resign from the
relevant contract for architectural services or of employment.

3.2

All Architects shall only undertake professional work where they can demonstrate that
they possess adequate knowledge and abilities (as required by the text of the EU
Qualifications Directive 2005/36/EC) and also, if so required, that the fee agreed for a
specific service provides or will provide adequate financial and technical resources in
order to fulfil their commitments to their clients in every respect. This obligation shall not
be affected by the engagement of consultants whether by or on behalf of the provider, a
client or any actual or prospective user. Any consultant engaged by the provider shall be
qualified by education, training, or experience in the specific areas involved.

3.3

All Architects shall be remunerated solely by the fees and the benefits specified in the
relevant contract for services or of employment.

3.4

No Architect shall either offer any inducements or payments to procure employment or
accept from, or offer to, project or construction managers or supervisors or other agents of
any client or actual or prospective user, contractors, specialist contractors, product
suppliers or others, any inducements or payments whatsoever to obtain an undisclosed
benefit.

3.5

All Architects shall, at any stage whatsoever, immediately disclose to clients, actual or
prospective users, contractors or any other relevant person or organisation any significant
circumstances that comes to be known to them which gives rise to a conflict of interest, or
which in the eyes of any such person, might be seen as giving rise to a conflict of interest.
If permitted to continue, they shall thereafter ensure that such circumstances do not affect
the interests of any such persons or organisations or interfere with the duties of the
provider of architectural services especially if required to exercise any judgement about
the performance of any contract. .

3.6

All Architects shall provide independent impartial advice to their clients and to any actual
or prospective user.

3.7

The terms of engagement of an Architect shall be the subject of a written agreement with
the client. It shall cover, notably:


The scope of the work or services;
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The allocation of and limits on liabilities;
The budget or other cost limit for the project or the work or services;
The fee payable for the work or services, the method of calculating it (if appropriate)
and the stage(s) at which it will be payable;
The circumstances justifying termination.

We refer architects to the Recommended Guideline for the Development of Architects
Compensation as approved by the General Assembly in 2014 for information on various
fee structures.
3.8

All Architects shall observe the confidentiality of the affairs of their clients or other actual
or prospective users and must not disclose confidential information without the prior
written consent of the client and any relevant party unless disclosure is required by law.

3.9

All Architects shall perform their professional work with skill, care and due diligence.

3.10

All Architects shall carry out their professional work without undue delay and, so far as it
is within their power, within an agreed reasonable time limit.

3.11

All Architects shall keep their client promptly informed of the progress of work or
services undertaken on their client’s behalf and of any matters that may affect its quality
or cost of the project work especially where limits have been set by the client on quality or
cost.

3.12

All Architects shall, if available, carry at all times professional indemnity insurance
sufficient in amount and duration for the provider’s potential liabilities in law to any
person having regard to the scale of the projects and to the work and services undertaken
by them.

3.13

All shall deal with complaints in a prompt and courteous manner and in writing.

3.14

All Architects shall make clients aware of the dispute resolution procedures available
(whether or not provided in the provider’s contract of employment): conciliation,
mediation, arbitration or any other alternative to resolution by a competent court.

Principle 4
Obligations in the Interests of the Profession
All Architects shall have an obligation to uphold the independence, impartiality, professional
secrecy, integrity and dignity of the profession, and shall conduct themselves in a manner that
respects the legitimate rights and interests of others and in addition have an obligation to
acknowledge the professional aspirations and contributions of their colleagues and to respect their
rights.
All Architects shall also acknowledge the contribution made to their work or services by others
such as, for example, staff, the client, urban planners, landscape architects, other architects, multidisciplinary professional firms or companies, artists, interior designers, structural and technical
services engineers, construction economists, specialist suppliers, specialist contractors, contractors
and others in the project team.
Applications
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