ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展
アラブ首長国連邦館における展示
Office of Teramoto
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建築家として2012年から21年までアラブ首長国連邦（以下UAE）のドバイに拠点を構
えていました。建築設計事務所を共同経営し（※１），UAE やサウジアラビアでアートセ
ンターやモスクなどの様々な建築をデザインしてきました。その活動の一環で，ビジネス
パートナーであったワイル・アル・アワー氏と共に第17回ヴェネツィア・ビエンナーレ国
際建築展2021におけるアラブ首長国連邦館（以下 UAE 館）（※２）のキュレーターに選
出され，「ニュー・ヴァナキュラー（※３）」（ヴァナキュラー建築＝その土地の気候や風土
に合った土着的な建築）というコンセプトに基づく，UAEの資源を用いた，環境に優しい
革新的なセメントによる建築プロトタイプの構想を企画展示しました。本稿では現在の
UAE における建築デザインの動向の一端をお伝えすべく，この UAE 館での展示について
報告したいと思います。
ヴェネツィア・ビエンナーレ
ヴェネツィア・ビエンナーレとはイタリアのヴェネツィアで２年毎に開催される芸術の
国際展です。美術・建築・音楽・映画・演劇・舞踏の部門に分かれていますが，特に美術
展や建築展においては国が出展単位となり国際審査によって金獅子賞（最高賞）が決定さ
れる形式のため，「美術・建築のオリンピック」と称されることもあります。
ヴェネツィア・ビエンナーレでは毎回，総合テーマが与えられて各国が応答するかたち
で展示内容を紐づけていきます。今回の総合テーマは「How will we live together?－私
たちはいかにして共に生きるか？」でした。環境汚染，気候変動，移民，難民，格差，人
種，ジェンダーなど世界が直面する様々な課題に対して，建築家は他の専門家と共に，ど
のように応答できるのか問われました。
また，私たちが展示企画を行った UAE 館には明確なミッションが与えられていました。
UAEの美術と建築に関する，所謂アントールドストーリー，まだあまり着目されていない
話題から国際的な対話を導きだす企画展示を行うというミッションです。
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ローカルな自然現象－サブカ
砂漠をドライブするのが趣味の一つでしたが，その道中でエメラルド色や白色に輝く水
たまりのような場所をよく見かけました。これは塩分を含んだ地下水が地表面で蒸発する
ときに塩が結晶化して現れる塩原で，アラビア語ではサブカ（※４）と呼ばれています。
サブカは，ローカルの人々にとっては，塩分濃度が高すぎる土地で農業にも利用できない
湿地であり，どちらかという不毛でネガティブな印象さえ持たれています。砂漠のイメー
ジの UAE ですが，ラムサール条約に10の湿地帯が登録されています。その湿地帯の一部
であるサブカは，UAEの国土の５％をも占めているにもかかわらず，あまり話題にあがら
ない，所謂アントールドストーリです。そのサブカに着目をしてリサーチをはじめました。
サブカに実際足を踏み入れてみると，まるでセメントの塊の様な塩の結晶化により固く硬
化したブロック状の塩水鉱物を採りだすことができます。当初は，そのブロックを建材に
見立てれば，砂漠の資源を主体にした建築を構築できるのではないかと着想したのです。
近隣諸国の伝統建築の工法を調べてみると，例えばエジプトのシワという集落（※５）
では，近傍のサブカで採れる塩のブロックを人力で積み重ねて建築してきたことを知りま
す。塩のブロックをカルシーフと呼ばれる塩のモルタルで接着していくため，時間が経つ
と塩の結晶化により，一体的な構造体になるという伝統工法です。ただし，現代における
サブカは保全の対象のため，このユニークな伝統工法を広く適用する事はできません。人
口の増加に伴い伝統集落が成立していた時代とは全く異なる建築の量が要請されるように
なりました。

出所：Office of Teramoto

筆者。UAE のサブカにて。
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グローバルな課題－人口の急激な増加とセメント
日本では少子高齢化による人口減少が問題になっていますが，世界人口の動向をみると
2050年までに20億人増えて97億人に到達するといわれています（※６）。2060年までに
さらに2,300億平米分の建物が用意される見込みがあり，これはパリと同じ規模の都市を
これから40年間，毎週作り続けることと同等という試算があります（※７）。これからも
続けられる建築行為の地球環境に対する負荷はあまりにも巨大です。
世界中で温室効果ガスを最も多く排出しているのは中国と米国，そして次がセメントで
す。セメント産業を国に例えれば，世界第３位の環境汚染者になるそうです。セメントは
年間40億トン以上生産され，世界の二酸化炭素（CO2）排出量の約８％を占めており，そ
れは飛行機と商船の大気汚染よりも多い割合です（※８）。現在も広く消費されているポル
トランドセメントは約200年前に発明された材料で，１トンのポルトランドセメントはそ
の製造過程で１トンの CO2を排出します。これがもし現代に発明されていた材料であれ
ば誰も受け入れなかったでしょう。
ローカルな課題－海水淡水化事業に伴う産業廃棄物と MgO セメント
湾岸地域では毎日大量の海水を淡水化しています。湾岸諸国全体では120の淡水化プラ
ントが稼働していて，毎日オリンピックプール4,800杯分の海水が淡水化されると同時に，
24トンの塩素を含む様々な種類の廃棄物が海洋に戻されています。この淡水化事業によっ
て湾岸の水温が10度上がり，その環境汚染が社会問題化しています（※９）。
サブカに関するリサーチを続けていると，ニューヨーク大学・アブダビ校のアンバーラ
ボの Dr. ケマルの研究する MgO（酸化マグネシウム）ベースのセメントの存在を知りま
す（※10）。MgOセメントは硬化するのにCO2が必要で，長期に硬化する間にもCO2を
ゆっくり吸い続けるといった画期的なセメントです。また，その由来も先駆的です。サブ
カにみられたセメントの塊のような塩水鉱物の生成は塩水に由来しますが，ケマル氏が研
究している MgO セメントも，海水淡水化事業に伴う廃棄物である濃縮塩水を利用して製
造されます。産業廃棄物も地域の資源として生産的に利活用するという考え方で研究開発
された代替セメントです。
建築プロトタイプ－構造デザインとデジタルファブリケーション
MgO セメントが強度を得るためには，CO2を充満させたチャンバーに入れて養生をす
る必要があります。現段階ではまだ大型のチャンバーの開発が進んでいないため，小型の
プレキャストピースしか硬化できません。この状況を踏まえて，東京大学の佐藤淳先生・
小渕祐介先生と協働し，建築プロトタイプの構造デザインおよびデジタルファブリケーシ
ョンのシステムの構築を行いました。土を型枠にしてMgOセメントを固めて，チャンバー
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に入るサイズのサンゴ状のピースを2,500個打設し（※11），そのピースを積み重ねていく
という工法です。その大量のピースを積み上げる際に，現場の作業者に実空間でピースの
位置を誘導するナビゲーションシステムも同時に構築しました。人力でピースを積むたび
に三次元スキャナーで各ピースの位置データを取得して外形を追跡します。同時に力学的
な逐次最適化を施し，次にピースを積んでよい場所・いけない場所を指示するという施工
方法です。ヴェネツィアの会場と東京をオンラインで繋ぎ，施工と構造解析を同時に繰り
返し行うことで常に最適解が変化していきます。建設重機を駆使して図面に描かれた完成
形に向けて施工する近現代建築のつくられ方は異なる，人力による施工を前提とした最後
まで完成形が確定しないという施工方法を試みています。
ニュー・バナキュラー
今回のビエンナーレの総合テーマ「How will we live together?－私たちはいかにして
共に生きるか？」に対して，UAE館は国境を越えたコラボレーションによる高度なエンジ
ニアリングを組み合わせて，「ニュー・ヴァナキュラー」というコンセプトに基づく建築プ
ロトタイプの構想を示しました。この UAE のサブカに着想を得た代替セメントを用いた
展示は，
「手仕事と先進技術を組み合わせ，消費と生産の関係をグローバルとローカルの両
面で考えさせた」と審査員の高い評価を受け，第17回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建
築展2021の国別参加部門で金獅子賞（最高賞）を受賞しました。

UAE 館で展示されたサブカの断片。

出所：Image courtesy of National Pavilion UAE La Biennale di Venezia. Photography by Frederico Torra for
PLANE-SITE.
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UAE 館で展示された建築プロトタイプ。

出所：Image courtesy of National Pavilion UAE La Biennale di Venezia. Photography by Frederico Torra for
PLANE-SITE.

（※１）2021年まで UAE のドバイと東京に拠点をもつ waiwai design（2018年の改組前
は ibda design）という建築設計事務所を共同経営していました。現在は waiwai design
を離れ，拠点を日本に移し，office of teramoto の代表として活動しています。
（※２）2020, Architecture, National Pavilion UAE La Biennale de Venezia. 主 催 ：
The Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation, 協 力 ： Ministry of Culture and
Knowledge Development, キュレーター：寺本健一 , Wael Al Awar, 展示タイトル：
Wetland.（第17回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展は COVID-19の影響で１年順
延しました。）
（※３）著書「The Anatomy of Sabkhas」（※４）に Marina Tabassum によって寄稿
された“Towards A New Vernacular - by Marina Tabassum”という論考の中で提唱
されたキーワード。
（※４）本稿で紹介している UAE 館の展示企画に伴い，サブカについて著述した『The
Anatomy of Sabkhas』: Author Rashid Bin Shabib, Edited by Ahmed Bin Shabib
and Wael Al Awar and Kenichi Teramoto が Rizzoli New York より出版されていま
す。
（※５）エジプトの北西部，リビア国境から約50㎞にある集落です。
（※６）United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division 2019. World Population Prospects 2019: Data Booklet (ST/ESA/SER.
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A/424).
（※７）Time running out for construction sector to cut energy use, meet climate
goals - UN News: 12 December 2017.
（※８）CO2 大 量 排 出 の セ メ ン ト 産 業，環 境 負 荷 を 減 ら せ る か - SWI swissinfo.ch:
2021/03/22
（※９）Waste dump threatens Arabian Gulf - Gulf News, Published: June 14, 2009
（※10）Just Add Salt - New York University Abu Dhabi: https://nyuad.nyu.edu/
en/research/impact/our-research/2018/just-add-salt.html
（※11）型枠の廃棄をなくし繰り返し素早くセメントの打設が行えるように，土による型
枠を採用しました。
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