UIA2014 ダーバン大会報告
岩村和夫（JIA 国際交流委員会委員長）
今回の南アフリカにおける UIA2014ダーバン大会は、前後の
UIA 理事会と UIA 総会を含めて、8 泊 9 日という長期にわたる滞
在となった。その間、UIAと JIAとの関係を含めて、筆者の約 20
年に及ぶ UIA 活動を振り返りながら、改めて多くのこと、そし
て新たな動きを体験し、今後の展望を得ることができた。それは、

る総会では、次期会長選挙が大きな関心事だが、今回のダーバン
で経済的にも相対的に元気の良いアジアから初めての会長として、
マレーシアの Esa Mohamedが 144 票対 88 票という大差で選出さ
れたことは象徴的であった。
また、それに加えて、事務総長のポストにはパリ在住のアメリ

これから JIAが他の諸団体と連携しながら UIAのようなグローバ

カ人建築家 Thomas Vonier（前第Ⅲ地域選出副会長）が無投票で選

ルな組織にどのように貢献し、どのような国際的役割を担うべき

出された。彼は AIA（アメリカ建築家協会）の欧州における活動

なのかというかねてよりの問いとそれに答える縁に繋がることで

拠点をとりまとめてきた人でもあるが、そのことも含めて、これ

もあった。それらに関して、現地で参加した各種の会議や、古く

までよりも AIAの UIAに対するより積極的なコミットメントが目

からの友人と新たな仲間との議論を介して得た感想、および現時

立つようになったことは注目すべきである。

点での総括は以下の通りである。

以上の動きを見ると、まさにダーバン大会のメインテーマであ
る「Architecture Otherwhere」の活動が多様化するとともに、その
拠点の重心が欧州大陸から移りつつあることを実感したのである。

1．UIA 理事会・総会
筆 者 は 前 期（2011 〜
2014）の 3 年間、スロヴェ
ニアの Tomaz Kancler と

総会の最終日に 2020 年の大会開催地として立候補したパリ、メ
ルボルン、リオデジャネイロの 3 都市の中から、パリが早々と第
一回投票で消え、最終的にリオが勝利したことも、その象徴的な

と も に、 常 置 委 員 会 の

出来事であった。

一 つ で あ る UIA 国 際 設

このような状況の変化をベースに UIAと JIAの関係をみれば、

計競技委員会の共同主

会費の負担が従来からの懸案事項であった。しかし、今回総会で

査 を 務 め た。 そ の こ と

承認された経費の削減に伴う会費の見直しによって、ようやく新

に よ り、2005 年 に イ ス
タンブール大会で理事

UIA総会：芦原会長夫妻と

たな展望が開けると思われる。特に建築士法の改正に伴い、従
来 35,000 人という根拠の薄い「建築家」の数を見直し、現実的な

に、また 2008 年にトリノ大会で副会長（第Ⅳ地域代表）に就任し

数字を基に会費の見直しを進めることが必要と思われる。
「国際

て以来、継続して年 2 回開催される UIA 理事会への出席の権利と

交流基金」の運用や、五会との役割分担を含め、オールジャパン

機会を得た。世界各地で開催されるすべての理事会や役員会に出

としてのコミットメントを定常的に行える体制（たとえばフェデ

席できたわけではないが、その間 UIAの状況や動向をつぶさに把

レーションの創設）の整備を至急整える必要がある。そのことを

握することができた。なんといっても、最大の出来事は 3 度目の

総会の合間に芦原太郎会長や前 ARCASIA 会長の国広ジョージ国

挑戦でようやく勝ち得た 2011 年東京大会の開催であった。不幸

際交流委員等と確認し合った。具体的には、UIA 常置委員会（職

にも発生した東日本大震災の後にもかかわらず、槇文彦先生や小

能委員会、教育委員会、国際設計競技委員会）やその他の各種活

倉善明さんをはじめとする諸先輩や本当に多くの方々の熱意に

動部会（Work Programme）への参加をベースとした、地道な定常

よって、大会史に残る成功を収めることができたことは、特筆す

的活動の展開と、そのための合意形成と組織体制づくりである。

べき大きな成果であったと言って良い。
しかし、当然のことな
化する。近年 UIAにも大

2．UIA2014Durban 大会
今回の有料参加者数は 102 ヵ国から約 4,500 人で、うち学生は
1,200 人程度であった。地理的な条件や ARCASIA 大会との時期

きな変化が起きつつある。

と近かったこともあり、日本をはじめアジアからの参加が少な

がら時が経てば状況も変

直 近 で は ド イ ツ、 オ ー

かったのはやむを得ないと思われる。会場の「国際会議センター

ストリアやオランダの欧

」は海岸リゾート地に近い巨大な会議場ですべてが運営さ
（ICC）

州勢が退会した。その一

れ、都心における街ぐるみの東京大会とはかなり趣の異なる大会

方、アルジェリア、リビ
ア、ペルー、ラオス、台

UIA総会：Esa Mohamed新会長挨拶

そして、大会のテーマは、アフリカで開催される大会であるこ

湾（Chinese Taipei）等の新

とを反映し、
「Architecture Otherwhere( 別の場所の建築 )」をキー

規加盟があった。こうし

ワードとした。すなわち、欧米と中心とした建築のあり方から、

て、かつての欧州を中心

よりグローバルに視野を広げた多様な地域の建築のあり方や取り

として運営されてきたき

組みに目を向けるものであった。このテーマに基づき、3 日間の

らいのある UIAの地政学

「Ecology」
「Values」の 3 つのサブタイ
日程にそれぞれ「Resilience」

的構造は大きく変わりつ

トルが与えられた。それらに従い、毎日早朝から非常に多くのプ

つあることを実感したの
である。3 年ごとに開かれ
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となった。

ログラムが組まれ、その意味で大変盛会であった。
新旧会長夫妻

なかでも、1 日目に JIAが主催した「JAPAN FORUM」での講演、
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および大会 3 日目の基調講演をお願いした伊東豊雄さんの登場は、
その知名度と常に発展する作品の内容から開場も満席を超えるな
ど集客も圧倒的で、大会中最も関心を集めたイベントとなった。
主催者から何度も感謝されたのはその現れであった。
伊東さんは、上記の 2 回（8 月 4 日の JAPAN FORUM ＋ 6 日の
基調講演）にわたる講演を通して、タイトルを以下のように設定
し、互いに関連させながら、通しで聴講することで近年の伊東さ
んの活動や考え方が良く理解できる構成を準備してくださった。

1）Architecture. Possible here?（ここに、建築は、可能か）
2）Possibility of Architecture beyond Modernism（モダニズム建築

伊東豊雄さんの基調講演

を超えて）

た。最後は現在建設中の台湾台中市オペラハウスで締めくくり、

1）は JAPAN FORUMの メ イ ン テ ー マ と し て 掲 げ た「Beyond
Disaster」に呼応するもので、東北における「みんなの家」プロ

驚異的な建設現場のビデオ映像とともに、モダニズムを超えるこ

ジェクトを通して、自分の作品としてではなく、広く人々と語り

とも会場を埋め尽くした聴衆からスタンディングオベーションで

合うことによってのみ建築家としての社会的役割が果たされる

賞賛され、大変熱く印象的な時をこの南アフリカの地で共有でき

ことを繰り返し主張された。講演後、5 人の質疑応答（モデレー

たことは幸いであった。

ション：筆者）にも誠実に答えられ、特に最後に故マンデラ大統

との意味を圧倒的な説得力をもって静かに語りかけられた。2 度

その他で大会中印象に残ったことの一つに、
「建築家の社会

領の獄中での言葉を引用しながら、世の中を変えるためには戦う

責任」を巡る議論が強まってきたことがある。これはアジアの

だけではなく、反対する立場の人々との対話が不可欠である。世

ARCASIAでも同じことだが、これまで個別に議論されてきた地

界中を席巻してきたモダニズムを超え、人々と地域に開き呼応す

球温暖化対策をきっかけとする「サステイナビリティ」、バリア

る建築の新たな場所を見いだすためにも、同様なアプローチが

フリーから始まった「ユニバーサルデザイン」
、災害対策に端を

必要、と締めくくられた。その流れの中で、筆者が「Modernism

発する「レジリエンス」等が、
「Social Responsibility」という大きな

is disaster.」と言い切った時には、会場から大きな拍手で賛意を頂

枠組みのなかに包括的に関連づけられたのである。それぞれが大

いた。

きなテーマであるため、一般の関心もまだそれほど高くはなく、

2）の基調講演は反復するグリッドで覆われたモダニズムの建

焦点がぼけるきらいもあるが、建築家の役割として今後議論が

築や都市に対する批判から始まり、近作の曲線のジオメトリーを

深められていくに相違ない。これはまた、日本や JIAの建築家に

三次元に発展させた建築を、ビデオを交えながら丁寧に紹介され

とって国際貢献に繋がる大きな課題であると思われる。

■ UIA 理事会・2014 ダーバン大会・総会スケジュール（2014.9.3 〜 9.10）
日（曜日）
UIA 理事会

UIA
ダーバン大会
2014

124 回 UIA 理事会

３㈰

JIA 展示ブース準備
Welcome Reception

４㈪

Resilience（回復力）

Opening Session（開会式）+ Keynote Panel
JAPAN FORUM（伊東豊雄＋岩村和夫）
Italtile Cocktail Party

５㈫

Ecology（エコロジー）

Keynote Panels etc.
Responsible Architecture R4
Archiball

Values（価値）

Keynote Panels etc.
UIA ICC
Keynote Speech（伊東豊雄（＋岩村和夫））
Dinner + Awards Ceremony

６㈬

UIA 総会

OCTOBER 2014

内

３㈰

容

７㈭

Closing Ceremony（閉会式）

７㈭

・議事採択、役員活動報告（岩村活動報告（国際設計競技委員会））

８㈮

・役員活動報告、財務報告、次期基本方針

９㈯

・新規活動提案規約／定款変更提案
・次期役員立候補者演説、次期役員選挙（次期会長当選者 Esa Mohamed（マレーシア））
・次期理事立候補者演説、次期理事選挙
・UIA2014 ダーバン大会報告、UIA2017 ソウル大会準備報告

10 ㈰

・UIA2020 大会・総会開催立候補都市プレゼンテーション
・UIA2020 大会・総会開催都市選挙（ブラジル・リオデジャネイロに決定）
・閉会
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展示した「Beyond Disasters」と題した 20 枚の

た坂茂建築設計および伊東豊雄建築設計事務所

ら頂き、継続的に放映することができた。

ECH
TE SP17:E25 Hall 5 & 6
KEYNO
16:402014

4 August,

A1ポスターは、全体を岩村が編集し制作にあ
たった。そのコンテンツには、JIA 災害対策委
員会、および JIA 東北支部の労作が含まれ、ま

会への JIAの参加・貢献は成功裏に終わったと
言えるだろう。

JAPAN FORUMと基調講演のチラシ

東 北 支 部 UIA2014 ダーバン大会 参 加 報 告
東 北 支 部 は、 か ね て よ り

害国の建築家が、関心をもって足を止めてご覧になられていま

UIA 大会に積極的に参加して

した。

います。今回は辺見支部長は

また「JIA ゴールデンキューブ賞 2013/2014」の組織部門優秀

じめ東北支部関係者 12 名が

賞を獲得し、日本推薦作品となった「子どもたちが応援する歴

参加登録し（支部企画ツアー

史的建造物の震災復興〜地域・小学校等との協働プロジェクト

利用者は他支部も含め 16 名）、
片道最長 28 時間の空路等移

〜」
［建築と子供たちネットワーク仙台］が、世界各国の優秀作
会場到着時の集合写真

動時間を経て、ダーバンへ向かいました。

品が集まる「UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards

2014」
（「UIA 建築と子どもゴールデンキューブ賞」）において、

大会ではイベントへの参加はもとより、国際交流委員会か

見事、最優秀賞（組織部門）を受賞しました。その表彰式では

らの要望を受け、JIA ブースにおける東日本大震災以降の状況

受賞団体を代表し、渋谷セツコ氏と細田洋子氏が記念スピーチ

（JIA 東北支部会員と震災からの復旧・復興の関わり）を伝える
投影映像とパネルデータを制作し、当日の会場での設置等も行

を披露し、会場参加者より盛大な拍手が送られました。
岩村和夫委員長はじめ、本部事務局の海外担当の安田さん、

いました。東北 6 地域会を駆け巡り、撮影と編集を担当された

宮下さん、たくさんお世話になりました。無事全員帰国いたし

芳賀沼整氏の努力により完成した素晴らしい映像には、特に災

ました、ありがとうございます。

建築と子供たちネットワーク仙台代表
渋谷セツコ氏（右）・細田洋子氏（左）

JIA展示ブース

UIA建築と子どもゴー
ルデンキューブ賞
授賞式

JIA展示ブース 設営・設置担当の面々

東北支部制作の映像

つじ かず や

辻 一弥（東北支部）
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