UIA2011 東京大会 第 24 回世界建築会議

2011 年 9 月 25 日㈰〜 10 月 1 日㈯

世界中の建築家が集まり、多くの市民も参加した UIA2011 東京大会。前号では速報として大会の様子
をダイジェストでお伝えしました。今号では UIA2011 東京大会日本組織委員会会長小倉善明氏、日本
建築家協会会長芦原太郎氏、UIA 会長ルイーズ・コックス氏の挨拶をはじめ、おもな講演の出席者、各
国の大会参加者、そして JIA 関連プログラム主催者・参加者の方からの報告と感想をお届けします。

未来の地球環境に責任を持ち、社会の将来像を共有したい

UIA2011 東京大会 日本組織委員会会長 小倉善明

1955 年ハーグで開催された第 4 回 UIA 総会において、わが
国の建築界は UIA 加盟が認められ、世界の仲間入りを果たし
ました。この年は、広島原子爆弾被爆 10 周年に当たり、丹下
健三が設計した広島平和会館が完成した年でもあります。以来
我々の先輩たちは、海外の建築界と交流を図りながら、いつの
日か日本で UIA 大会を開催したいと夢見たと聞いております。
多くの先輩たちの夢を叶えることができましたことは、感慨深
いものであります。
我々は日本組織委員会を組織し、6 年間にわたり建築界が力
を合わせて大会開催の準備をしてきました。しかしながら、今
年の 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、一時は大会開催を断
念せざるを得ないかとも思われましたが、多くの人達の支持に

この大会を JIAや日本の建築界の大きな転機に
UIA2011 東京大会では新しい時代へのパラダイムシフトが
明らかになり、建築やまちが人々の生活を支える社会資産とし
て大切なものであることを、我々建築家は世界の同胞と共に確
認しました。
UIA2011 東京大会宣言に示された通り、災害を乗り越えて
専門家の連帯のもとに持続可能な未来社会に向けて、目指す方
向は見えてきました。
建築 5 会は建築・まちづくり宣言を行い、建築基本法に向け
た理念を確認し、資格問題や災害復興、国際問題等でフェデ

より大会を開催することができました。
こ の 状 況 を 踏 ま え、 大 会 テ ー マ
“Design 2050”にサブタイトル “Beyond Disasters, through
Solidarity, towards Sustainability”を加えました。
この未曾有の災害に関し我々が体験した多くのことを、海外
の皆様に伝えることも、大会の大きな役割であると考えました。
被災地は、被災から 6 ヵ月を経て復興の途上にありました。世
界で多発する災害を乗り越えて、未来の環境、都市、建築の姿
を描き出すことを大会の主眼としたい、将来の世代に対し、未
来の地球環境に対し責任を持ち、参加者の皆様と我々の社会の
将来像を共有したく思いました。成功裏に大会を終えることが
できて良かったと思っています。

日本建築家協会会長 芦原太郎

レーションに向けて動き始めています。
JIAは職能シンポのまとめとして建
築家宣言を行い、自ら建築家としての自覚を再確認すると共に
社会に建築家の役割と責任を示しました。
私たち建築家はこの大会の成果を活かした建築・まちづくり
への貢献活動を通して、社会と建築家との信頼関係を具体的に
築いていこうではありませんか。UIA2011 東京大会を JIAや
日本の建築界の大きな転機とすることができるかどうか、職能
の定着を目指す JIAにとってはまさに正念場を迎えています。

すべての人のために、より持続可能なヒューマンな世界を

（開会式 開会挨拶より抜粋 ）

第 24 回目にあたるこの UIA 世界大会は、日本の仲間の大変
入念な準備によって実現しました。そして、この大会中、私た
ちが現在直面している最も重要な課題について議論し意見を交
わす機会がたくさん用意されています。それは、未来に目を向
け、2050 年に私たちがどこでどのように生活しているのかを
描くことです。願わくは、より持続可能な方法で炭素排出量を
削減し、歴史的な建物・空間に学び、その工夫を取り入れなが
ら伝統文化を享受し、きれいな空気が吸え、きれいな水が得ら
れ、地球上の誰でもが安全に住み、働ける環境であって欲しい
と願わずにはいられません。
そこで、この東京大会では、「Design 2050—災害を克服し、
一丸となって、新しい未来へ」という大会テーマの下で未来
について考えます。今、私たちが 21 世紀のはじにいることを
むしろ幸運と見るべきかもしれません。今後 40 年間に、後に
続く 50 年を人々にとってのより良い世界とすることができる、
大小様々な機会が訪れることでしょう。これは私たちの宿命で
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UIA 会長 ルイーズ・コックス

す。すべての人のために、より優れた、
より持続可能なヒューマンな世界を築
かなくてはなりません。
この素晴らしい都市、東京では、万事が日本人特有のクリエ
イティブな作法で展開されており、皆さんを楽しませてくれる
ことでしょう。過去のあらゆる時代から 2011 年の現在に至る
までの見事な建築群を堪能してください。東京を探訪したら、
次は京都やその他の素晴らしい場所へ足を運びましょう。ぜひ
地元の人々と触れ合ってみてください。庭園で静かに座って過
ごしたり、神社を訪ねたりするのもいいでしょう。きっと驚き
と喜びに満たされるはずです。
そして、2011 年 3 月 11 日に大震災を経験した日本の皆さん
や私達の仲間の日本人建築家に、強く連帯する意思を示しま
しょう。テーマ・セッションの議論の輪に参加し、基調講演や
特別講演の話に耳を傾けてください。展示を見て、知人や初対
面の方々と出会い、直接交流を深めてください。

Design 2050 ―― Beyond Disasters, through Solidarity, towards Sustainability
講演を聴いて

GNH 的視座による社会や建築の可能性を実感
〈基調講演

ジグメ・ティンレー（ブータン王国首相 ）
「サスティナブルな幸福な社会のための建築」9 月 28 日〉
建築家 曽我部昌史

「東日本大震災やアメリカでの経済破綻などを通して、経
済成長型の論理を優先してできあがった社会の、脆弱さや虚
しさを目の当たりにしたはずだろう。今こそ、人々の幸せの
追求を目指して、建築家は建築やまちづくりに取り組まなけ
ればならない」として、世界の建築家に対して、16 の問い
かけがあった。誌面的に全てを紹介することはできないが、
持続可能性、生態系への配慮、人々への感謝、歴史や文化の
尊重など、幅広い視野をもって、幸福の追求のために建築家
として何ができるのかを考え、次世代につなげるために努力
しなくてはならないと訴えた。
ブータンの民族衣装に身を包んだティンレー首相の第一声

会場質問へのていねいな回答も含め、GNH 的視座による

は「スマイル」。深刻な話題の講演なので、今のうちに笑っ

社会や建築の可能性を実感することとなった。また、テーマ

ておこう、というわけである。GNPに対する概念である「国

セッションなど他の議論で浮かび上がっていたさまざまな論

民総幸福量・GNH」を説いて回っていることで知られる氏

点を立体的に関係づける思考にもなっており、会場のみんな

の講演は、GNHの視座から、建築に関わる我々が何を考え

にとって、建築を巡る大きなパラダイムシフトを想起させる

どう行動すべきかを再考させるものだった。本質的で濃厚な

感動的な時間でもあった。その感動をスタンディングオベー

哲学に、会場はみな真剣な面持ちで向き合った。

ションで応え、講演は幕を閉じた。


（神奈川大学教授・みかんぐみ共同主宰 ）

アフリカから学ぶべきことの豊かさを実感
〈特別講演

デイヴィッド・アジャイ（建築家／英国 ）
「アーバン・アフリカ」9 月 28 日〉
日本建築家協会 国際委員 坂田 泉

カイロ（エジプト ）
、ハルツーム（スーダン ）
。タイプ 3 の大
西洋沿岸域からは、ニアメ（ニジェール ）
、ワガドゥグー（ブ
ルキナファソ ）
。タイプ 4 の熱帯雨林、タイプ 5 のサヴァン
ナと続き、タイプ 6 の高地からはナイロビ（ケニア ）。アジャ
イは、それぞれの都市の持つ文化的、歴史的背景に触れなが
ら、その多様な景観を説き明かしていった。
講演後、ジャマイカからの留学生の質問にアジャイは次の
ように答えた。
「現代の世界で進むグローバル化は、まさに
ヨーロッパ植民地支配下のアフリカで進行していたものと
同じだ。だから、自分のような、多様な背景を持つ African
アフリカを語るとは、いくつものアフリカについて語るこ

Diaspora（何らかの事情でアフリカから離れて暮らすアフリ

とに他ならない。デイヴィッド・アジャイの語る「アーバ

カ出身者 ）からグローバル化について学ぶべきことは多いの

ン・アフリカ」も多様なアフリカだった。

ではないだろうか」
。

アジャイはアフリカ大陸の美しい衛星写真から講演を始め

デイヴィッド・アジャイは、自らの作品については全く語

た。そして、アフリカの都市の多様性に話を進め、スクリー

らなかった。アジャイが私たちの前に明らかにしたのは、ア

ンには 6 つの地域に分類されたアフリカの代表的な都市の市

フリカという大陸の多様な可能性と、それを体現している自

街地図とスナップが次々と映された。

分自身である。アフリカから学ぶべきことの豊かさ。そのこ

タイプ 1 の地中海沿岸域からは、チュニス（チュニジア ）
、
アルジェ（アルジェリア ）。タイプ 2 のサハラ乾燥地帯からは、
※ p.022, 023 の写真は ©UIA2011 TOKYO Japan Organizing Board (JOB)（モノクロ顔写真をのぞく ）

とを改めて実感した講演だった。
（一般社団法人  OSA ジャパン ）
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海外の大会参加者から「UIA2011 東京大会に参加して」
自然災害を縮小するためには建築家の努力が必要
モンゴル／建築協会名誉会長 Batjav Batkhuyag

我々が東京に着いたとき、大雨・台風の季節だったにもか
かわらず、晴れた穏やかな日々が迎えてくれた。
UIA2011 東京大会のメインテーマが “ 災害を克服し、一

その総合データベースを構築するなどの積極的な活動
を開始する必要がある。そのためには、科学・研究機
関らの協力参加が重要である。

丸となって、新しい未来へ ”と、今春生じた大震災から受け

自然災害からの被害を増大させている要因の一つに、都市

た被害の跡がまだ残る国で開催されたということもあり、人

化のプロセスがある。なぜならば、大都市は主要な電力消費

類が直面している自然災害を今後いかに防ぐか、生じた災害

者であると同時に、人口の集中が被害規模をさらに拡大させ

に対し、いかに被害規模を小さく乗り越えるかというトピッ

ている。

クを取り上げていたのは的を射たものだった。

今日我々は、都市化によって発生しているさまざまな困難

私の考えでは、私たち人間の誤った行動や活動が要因で発

や問題を上手に乗り越える解決策を探り続け、努力と時間を

生している自然災害の頻発化が、それに事前に備える可能性

かけている。その一方で、地方の小規模な団地などの発展を

をさらに低くさせている。災害時に受ける被害やリスクの中

育成し、住民の生活環境やサービス受給、就労状況を大都市

で最も重要となる国民の生命の保護は、彼らが生活し、働き、

並みに近づかせることに、あまり努力が払われていない。

サービスを受けているあらゆる建築物の企画やデザインをし
ている私たち建築家の最大義務であり、課題である。

技術テクノロジーの発展は、現状を改善する数多くの可能
性を私たちに与えている。例えば、通信教育、通信治療・検

わが国モンゴルの場合、内陸国という特徴もあり、海から

査、ネット就職など。これと同時に、各国の地域住民の伝統

の被害がなく、重大な自然災害が発生した経験がほとんどな

的生活習慣や、人々の従来からの自然環境への対応を尊重す

いが、建築家という最もグローバル化した専門知識を身につ

ることが重要である。

けたすべての者は、この問題をそのままにしておいてはいけ

我が国モンゴルはこの分野で、建築家の参考になるような

ない。被害を受けた、もしくは受ける可能性の高い国々と自

場所の一つであると思っている。したがって、皆様に全面的

分たちの専門分野の範囲内で可能なあらゆる形で共同・協力

に協力していきたい。

していく必要性がある。
これには、

最後に、私はモンゴル国の全建築家を代表し、天皇陛下と
美智子妃殿下らが世界建築家らの活動を支持され、世界建築

—— まず最初に、発生している及び発生し得る自然災害の
種類や頻度、そこから併発される被害に関する詳細な
調査を行う。
—— 発生している被害に基づき、我々の企画建設した建築
物の耐用性を調査。
—— 耐用・耐久性の高い技術やテクノロジー、建材、構造

会儀の開会式に出席されたことに深く感謝を申し上げたい。
日本の建築家の皆様、JIAのメンバー、そして私の良き友
である Taro-san, Ogura-san, Furuya-san, Mr. Georgeの皆
様、世界建築会議の開催にあたっての皆様の努力を心から讃
えます。ご成功おめでとうございます。
WELL DONE! FRIENDS.

を企画開発し、試用する。
—— UIAの一環した活動として、災害の調査・分析を行い、

アジアの建築家がもっと積極的に参画すべき
韓国／建築家 Yoocheol Choi

私は UIA2011 東京大会の後半部分に参加しました。9 月
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のであることをご容赦下さい。

28 日に東京に到着したのですが、その日はもう展示会の最

今回、私にとって UIA 大会に初めて参加する機会であっ

終日でほとんどのパビリオンは片づけを始めてしまっていた

ただけではなく、日本へ来る初めての機会でもありました。

ため、残念なことに JOBが準備したイベントのほとんどを

しかし、私はこの大会が日本の東京で開催されているという

見ることができませんでした。

事実以外、アジアや日本らしさをほとんど感じることができ

しかし、一般向けの会合やシンポジウムに参加することが

ませんでした。その半面、特に東京フォーラムのメインホー

できましたので、UIA 大会の趣旨や雰囲気を感じることがで

ルで開催された閉会式では、いかに世界中の多くの人たちが

きました。したがって、私の印象は恐らく相当限定されたも

この国際会議に参加しているか、ということに驚きました。
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また、次回以降の開催候補国の間では、本当の戦いがその

の翻訳はありましたが、日本語の翻訳はなく、UIA 大会はホ

日に始まったのだと思いました。シンガポールやソウルに

スト国である日本のことはあまり気にかけていないのだと、

倣って、メキシコ大使館では、メキシコシティが 2017 年の

なんとなく感じました。

ホスト都市になることを祈願したメキシカンナイトを開催し

私は、アジアの建築家は、市場の拡大やデザインの成熟に

ていました。こうした一連の努力は、IOCのオリンピック招

ついて、もっと積極的に UIAに関わっていくべきだと感じま

致のコンペティションを想起させました。

した。幸運にもソウルは 2017 年 UIA 大会のホスト都市に選

私は、このイベントは東京に場所を借りたヨーロッパ人向

ばれ、UIA2011 東京大会は良いケーススタディになると思

けのものなのだ、ということを感じました。何故なら私が参

います。私はアジアの建築家が UIAのイベントでもっと積極

加した大会の後半で、ほとんど日本人建築家に会うことがな

的な役割を果たすことを願っています。

かったからです。もしかしたら、オフィシャルなイベントは

最後に一つ加えると、世界建築雑誌編集長会議は、世界の

既に終了してしまったので、日本人は精力的に活動する必要

メジャーな雑誌の編集長が集結し、現在のオピニオンリー

がなかったのかもしれません。しかし、それは開催候補国だ

ダー達の考えを聞くための素晴らしいイベントだったと思い

けのイベントとしてだけではなく、UIA 全体のイベントとし

ます。5 つの異なる特色を持った雑誌の編集長（イギリス、フ

てあるべきものだと思うのです。というのは、UIAの公用語

ランス、イタリア、アメリカ、日本 ）が一堂に会する非常に貴

である 4 言語——英語、フランス語、ロシア語、スペイン語

重な機会でした。

社会的責任を意識しサステイナブルに絞ったテーマに感動
マレーシア／建築協会会長 Tan Pei Ing

今回 UIA2011東京大会および総会に出席した際にさまざ
まな想いがよぎり、今までにないユニークな体験となりました。

の建築家のプロフィールが紹介されているのを見るのは喜ば
しく、また誇らしく感じました。

東京は今まで何度も訪れた大好きな街です。何年も前にな

私にとってはこの 10 年で 3 度目の UIA 大会への参加とな

りますが、アジア建築家評議会の会議が同じ東京国際フォー

りますが、各回とも違った意味で得るものがありました。今

ラムで開催されたときにもこの街を訪れました。

回の東京大会で最も素晴らしいと感じたのは社会的責任を

東京への出発前、さまざまな懸念が脳裏をよぎりました。

意識したサステイナブル建築にテーマを絞り、焦点をあて

日本に多大の被害をもたらしたあの地震と津波が日本の社会

たことです。また、地域共同体のための建築のあるべき姿に

や東京をどのように変えてしまったのか、不安な気持ちで

フォーカスがあてられたことも私自身、平素関心を持ってい

いっぱいでした。しかし、東京に足を踏み入れたとたん、以

るテーマそのものでした。建築家が各人の価値観を見直して

前となんの変わりもない街の姿に接して驚きを禁じえません

地域共同体のためにどのように貢献できるのかを問い直し、

でした。街並みも人々も以前とまったく同じ姿を呈し、あの

建築が建造物環境に違いをもたらすことができるという事実

惨禍を信じられない落ち着きをもって受け止めていたのです。

を再認識する時機にようやくなったのではないか、との想い

UIA2011 東京大会の開会式で朝日新聞による震災の報道

を強く感じました。

写真が映し出され、日本が直面した惨事を目の当たりにして

UIA2011 東京大会では理事会のみならず後半３日間の総

感情がほとばしり、涙があふれました。その際、5,000 人が

会にも出席し、世界各国の建築家協会から派遣された建築家

出席した会場は水を打ったような沈黙が支配しました。ま

たちと一堂に会し、建築家として抱える共通のさまざまな問

た、天皇陛下と美智子妃殿下のご臨席をいただいたことは

題、環境にかかわる諸問題、そして次世代のための方向性

UIA2011 東京大会へ日本の国をあげての支持を物語るもの

の設定などの課題を討議する機会をもちました。2017 年の

であり、この国にとっていかに当大会が重要であるかを改め

UIA 大会開催立候補国の主催による夕食会も催され、大会に

て認識しました。

楽しさと華やかな彩りを添えました。私は旧知の友とも新し

同時進行で開催されるさまざまなプログラムのどれに出席
するか迷うほどでしたが、基調講演のスピーカーによるプレ

い友とも会うことができ、親睦の機会を心ゆくまで楽しみま
した。

ゼンテーションはすばらしく、元気づけられました。大会会

特にこの国が多大な惨事を経たばかりでまだ復興を完全に

場のコンコースで開催された「一万人の世界建築家展」は個

遂げていないなかで JIAがこの世界大会をみごとに成功裏に

人的に大変関心をそそられました。さまざまな建築家による

開催されたこととに対し、深甚の謝意を表します。また、こ

作品は世界中の建築家の素晴らしい作品群を世間に知らしめ

の素晴らしいイベントに私自身が立ち会えたことに心から感

る役割を果たしました。また、私が個人的に交流のある仲間

動と感謝を覚えます。

※ p.024, 025 の写真はすべて ©UIA2011 TOKYO Japan Organizing Board (JOB)
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JIA 関連プログラム主催者・参加者の声
被災経験のある世界各地から参加者を迎えて
「〈災害における専門家の国際的連携と支援活動〉シンポジウム」9 月 27 日（東京国際フォーラム ホール D1）
東日本大震災後、我々は多忙を極め、UIA2011 東京大会

で学園祭の “のり ”を再体験するとは思いもしなかった。シ

はあまり念頭になかった。海外は日本の被災への関心を強め、

ンポジウム当日は参加者も多く、大使館員も出席するなど

JIA 内部も災害を UIA 大会のメインテーマと考え始め、慌て

“ぼろ ”も少なく成功したといえる。

て事業案提出締切前日に参加を決断した。それから準備を

各国参加者も同じ体験の建築家に会うことができて喜んで

始め、被災経験のある国々に呼び掛けたところ、イタリア、

いた。彼らにはレセプションが非常に好評で、後日 “ 長い挨

ニュージーランド、パキスタン、アメリカ、インド各国の建

拶もなく、飲食しながら話ができ最高だった ”と感謝された。

各国の参加者と主催者の記念写真。中央が基調講演者
の中林一樹氏

築家、各国の協会会長、前

これは一同数日前から働き続け、挨拶する気力がなかった

会長、災害対策委員長、教

だけなのだが……。とはいえ、金銭的に破綻もせず、論文集

授など自ら出席するという。

も発行できたのは会長、専務以下の会員の協力と感謝してい

返事が遅かった中国は、断

る。各国参加者はこの機会を継続させたいとのこと、次回は

らざるを得なかった。私達

ワインを傾けながら優雅に開きたいと私達全

は時間も予算も少なく、委

員念じております。

員がカンパで負担、手づく

岡部則之（JIA 前災害対策委員会副委員長・

りで開くことにし、この歳

UIA2011シンポジウムワーキングループ ）

UIA2011 東京大会を象徴するオープンな展覧会
「一万人の世界建築家展」9 月 26 日〜 28 日（東京国際フォーラム ガラス棟 ）
「世界中の建築家を一万人集めた建築家展を UIA 大会で

ポスター展は、メイン会場東京国際フォーラムガラス棟の

やりたいんだけど、ちょっと考えてくれる？」2008 年の冬、

中庭に面した壁面で開催。圧巻の様相となった 125mの壁面

芦原会長より突然言い渡され、この展覧会はスタートした。

を埋め尽くした約 750 点のポスターは 大会参加者のみなら

構想 1 年、準備・作業に 1 年を費やし、その後実行委員会が

ず、道行く一般の方々も多く足を止められ、少なくとも一日

発足。UIA2011 東京大会を象徴する展覧会として、より広

に一万人以上の方々に見ていただいた。全面的に後援頂いた

く建築家の活動を知らせるとともに、建築を通して各国の文

菊川工業株式会社様の協力無しにはこの展覧会は成り立たな

化を伝えることを目的としている。

かったことは言うまでもなく、この場を借りて深く感謝申し

インターネット上のウェブ展

上げる次第である。

とリアルなポスター展を組み合

ウェブ展は、UIA2011 東京大会の申し子として引き続

わせた本展の大きな特徴は、JIA

き継続することが決定、機能を強化し特集企画を活性化さ

では例を見ないオープンな展覧

せ、更なる展開を予定している。現在も出展は受け付けて

会 で あ る こ と で あ る。2011 年 1

おり、より多くの JIA 会員の皆様からの出展

月 10 日にウェブ展がスタート。9

に大きく期待すると同時に、引き続きこの

月時点で 54 の国と地域から多数

展覧会に注目していただければ幸いである。

出展をいただいている。

www.10000architects.com
小池周湖（「一万人の世界建築家展」実行委員会 ）

成功裏に終わった初の国際コンペ

最優秀賞のヨン・ホシン氏

「建築家のあかりコンペ 2011」9 月 26 日（東京国際フォーラム ルーム G610）
5 回目を迎えた今回は、UIA 関連プログラムとしての国際

ベール・ラモリスの映画「赤い風船」を

コンペとなりました。応募総数 106（海外 26、国内 80）世界

思い起こしました。赤い風船のように子

30 ヵ国から作品が集まりました。最優秀賞は韓国のヨン・

供の後を追って、明かりを灯すようなロ

ホシン氏「光の蕾 ／ Light bud」。災害時に街灯の照明部分

マンチックな子供心の持ち主なのでしょう。優秀賞はセルビ

つぼみ

審査委員長の内藤廣氏を中心に記念撮影
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が風船のように舞い上がり、

アのマリーヤ・マーティノビッチさんと日本の藤野高志さん、

夜空を明るく照らす “ キボウ

入賞された 7 名のうち海外は韓国、セルビア、フィンランド

のあかり ”となり人々が自然

と 3 名、残り 4 名が日本と文字通りの国際コンペとなりまし

と上を見上げる行為をデザ

た。レクチャーも司会進行も日英織り交ぜた内容で次回への

イン。「3.11」を踏まえ今回

更なるステップが楽しみです。関係各者のご

のテーマ “ ミライのあかり・

尽力に感謝し、飛躍してまいりたいと思いま

キボウのあかり ”を的確に捉

す。

えた提案でした。私はアル

中村雅子（「建築家のあかりコンペ」委員長 ）

「2050 年の建築家」シンポジウム：失わ
れた大切なものの創造的再生に向けて
〈9 月 27 日

東京国際フォーラム ホール C〉

JIA ゴールデンキューブ賞
2011 展覧会

〈9 月 28 日〜 30 日

東京ビッグサイト〉

被災地で考える―災害と復興
東北ツアー

〈9 月 29 日〉

2010 年 1 月から 6 回にわたり開催した連続
シンポジウムのまとめとして、本シンポジウム
が開催されました。まず有識者からのビデオ
メッセージがあり、ティンレー・ブータン王国
首相からパラダイムシフトの必要性、馬淵元国
土交通大臣からは復興での建築家の関わりの重
要性と建築制度改革の必要性が語られました。
続いて被災地 3 県から被災調査報告及び活動
報告が行われたあと、パネルディスカッション
へと移りました。2 人のパネラーから建築家へ
の要望と期待、建築家の社会的役割と責任、原
発問題等についての示唆提言があり、議論は建
築基本法まで及びました。後半、都市・まちづ
くり制度の海外先進事例として英国 CABEが紹
介されたあと、芦原会長から今大会における 3
つの宣言が発表され、JIA「建築家宣言」を参
加者全員で高らかに読み上げて閉会しました。
長井淳一（2050 年の建築家シンポジウム実行委員 ）

子供たちを対象にした建築・都市教育の事例
を国際的に集め、優れたものに与えられるのが
UIAゴールデンキューブ賞である。その記念す
べき第一回が今年の UIA2011東京大会で実現
した。JIAゴールデンキューブ賞 2011展覧会で
はその国内審査に応募した全作品が展示された。
展 示 と 表 彰 式 会 場 は UIA 大 会 と 同 時 開 催
された「ジャパン・ホーム・ビルディング・
ショー」の東京ビッグサイトである。写真のよ
うに多くの出展企業とは一味違う展示と内容で
多数の来場者の注目を集め、同時に行われた伊
東豊雄氏の記念講演は超満員の盛況であった。
最近わが国では子供の建築・都市教育の量も質
も向上してきているが、この展示はその状況を
俯瞰できる最初のものとなった。なお、オール
カラーの作品集は現在も JIA 事務局を通して入
手可能である。
稲葉武司（建築と子供たちネットワーク ）

3.11 か ら 半 年 過 ぎ た 9 月 29 日。UIA2011
東京大会 JOB 主催の被災地バス視察に、世界
12 ヵ国からの建築家、東京・名古屋の JIA 会
員や通訳協力のオランダ人建築家ら 20 名と地
元の東北支部会員とボランティア通訳の皆さん
総勢 28 人が参加した。
わた り
ゆり
宮城県亘理町荒浜地区を渋谷尚氏、名取市閖
あげ
上地区を針生承一氏に被災から今までと、これ
からを現地で熱く説明していただいた。土木だ
けでも建築だけでもない復興計画が望まれるの
ではと感じた。
「せんだいメディアテーク」でのシンポジウ
ム、岩手・宮城・福島の JIA 地域会活動報告で
は、被災地での復興計画や仮設住宅の建築計画
への地域の建築家ならではの提案に、これまで
の地域での活動の積み重ねを感じた。
日野憲司（住軽日軽エンジニアリング ）

AID40@TOKYO

建築大学展：
「建築を学べる大学を知ろ
う 」 展 〈9 月 26 日 ～ 10 月 2 日 東 京 国 際

JIA 全国卒業設計コンクール 2011

〈9月27日 東京国際フォーラム ホール D1〉

「2050 年の建築家たちへ ―戦後、地域、サ
ヴァイヴ―」と題して、今年６～８月に槇文彦
氏（大阪 ）、高橋 一氏（金沢 ）、富田玲子氏（札
幌 ）、池田武邦氏（福岡 ）をお招きして開催した
4 回の AID40 の内容を倉方が総括し、各地のメ
ンバーが問題提起を行った後、ゲストの玉置順
氏、藤原徹平氏に議論の口火を切ってもらった。
一番の狙いは、この先 40 年を見据え、社会の
中での「建築家」の食い方、頑張り方、役に立
ち方を、きれいごとではなく議論したいという
ことだった。
予想を上回る 100 名余の来場者を迎え、同業
者ならではの本音の意見交換と、東京一極集中
ではないネットワークのプラットフォームとし
て、まだまだ JIAには可能性があることを感じ
る一夜だった。
倉方俊輔（大阪市立大学大学院准教授 ）

フォーラム 地下 1 階通路〉

東京近郊の建築系大学が共同企画したこの展
覧会では、各大学における想像力のある人材の
育て方、卒業生の社会での活躍などを多角的に
紹介することを目的に実施された。
東京フォーラムのガラス壁面を使った「建築
大学パネル展」では、15 大学 17 学科が参加し、
各大学の教員、主な活動、学生作品、大学・学
科の沿革等が展示された。各大学の特徴や差異
が見られたと同時に、共通して地域への積極的
な取組みや学生達の作品の類似性などが見ら
れた。「建築大学ツアー」には 8 大学が参加し、
会場となった各大学キャンパスでは展覧会やシ
ンポジウム、校舎の見学会などが催された。
東京近郊の建築系大学のプロフェッサーアー
キテクトが一堂に集まり、自らの教育環境を情
報発信する共同企画をなし得たことは意義深い。
今後の建築家教育の連携の上でも大きな糧と
なった。 山中新太郎（建築大学展実行委員 ）

〈10月23 〜 25日 新宿アイランド アクアプラザ〉

JIA 全国卒業設計コンクール 2011 が、UIA
大会の JIA 関連イベントの一つとして開催され
ました。全国の JIA 各支部での審査を経た 53
の作品が集まり、24 日に公開審査。
参加した学生の皆さんは審査員である山本理
顕（委員長 ）、浅石優、トム・ヘネガン、佐藤淳、
工藤和美の 5 人の方々に、それぞれ真剣かつ活
発に自分の作品についてアピール。大変な熱気
が感じられました。これから建築を目指す若い
人たちにとり、公開審査を通じて第一線で活躍
されている建築家や全国の学生同士交流するこ
とができたことも、大変有意義だったと思いま
す。
また、今年は香港やシンガポールからも参考
出品があり、国際的な広がりも期待されました。
実行委員会の方々の大変なご努力に感謝申し上
げます。
東條隆郎（JIA 副会長 三菱地所設計 ）
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