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JABS・建築雑誌
J o u r n a l  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  B u i l d i n g  S c i e n c e

テーマ部門

14102～14125
デザインにおける構造の論理性と感性
講評：川口 衞（川口衞構造設計事務所代表）
　大会における建築デザイン発表会は今回が初めての試みで、企画担当の
方々はご苦労、ご心配が多かったと思うが、当部門では建築デザインと構
造に関連する発想、論理、手法の面でバラエティに富んだ提案･報告が数
多く提出され、非常に実り多く、楽しい発表会になった。
個 の々発表について簡潔にコメントすれば、
◎「折り紙スキルから学ぶ構造デザインの創造」（有尾一郎）：発表者欠席の
ため、講評せず。
◎「AN／DI 02　Craggy Furniture」（岩田正輝ほか）：石膏を流し込んだ
風船の形状をベースに、これに内接する安定な立体骨組みを求める手法の
提案であり、ユニークな発想である。この手法は、提案されている家具よ
りも大きなスケールの空間に適しているように思われるが、今後どのよう
な方向に発展させるのか、興味深い。
◎「おおきな家」（原田真宏）［顕彰発表］：空間のヴォリュームとそれを構
成するための構造体の質量との比を指標にして空間の質を論じようという
アイディアで、自己の設計作品をケーススタディとしてあげている。通常、
感覚的に重厚な空間とか、軽快な空間とか表現されている概念を、より客
観的に論じるためのクライテリアを与える可能性を示唆している。
◎「竹平記念体育館前待合所」（横山天心ほか）：アルミニウム構造物に適し
た応用対象である交通施設内の構築物の実施例として、高岡市の体育館の
待合所について報告している。アルミニウム合金押出し形材の柱3本、梁
1本を剛接したユニットラーメンの組み合わせ構造で、ガラスをフラッ
シュにとりつけ、現代的な感覚の小空間を実現。
◎「多重立体トラス版の方形ドーム」（庄司文一）：鉄の原子配列に相似の節
点配置を持つ立体トラス版の提案である。しかし、現実の立体トラスでは
要素がこれほど密実である必要はなく、施工性、経済性を考慮すると、もっ
と疎な立体配列を検討すべきではないだろうか。既存の技術も参考に。
◎「可動柱が可能にする展示空間デザイン」（八田有輝ほか）：展示空間に要
求されるフレキシビリティを可動柱で実現しようという提案。構造的に安
全であるように定められたルールに従って、エンドユーザーが可動柱を脱
着するしくみで、技術的にはもちろん可能だが、法規を含む社会的な問題
はクリアすべき多くの項目を含んでいると思われる。
◎「規則的だが固定的でない構造システムを用いた3つのプロジェクト」（末
廣香織ほか）：上からの適量の光によって個性ある建築空間を生み出そうと
いう試みで、2戸の住宅、1個のクリニックの実施例について報告している。
構造との関係はあまり明確でない。
◎「平成ドミノをめざして」（古川博司ほか） ： 細い柱、  フラットなスラブ  （フ
ラットスラブというと語弊がある）を求めて試みられた筆者らの多年の技術開発
･改善についての報告であり、それぞれのケースに応じて巧みな工夫が凝
らされている。コルビュジエがドミノを通じて試みた量産住宅との関連が、
やや不明確。
◎「メンブレン式切頂二十面体ドームの施工法の提案」（水野佑理ほか）：い
わゆるサッカーボールの半身を使ったトラスドームを被災地におけるシェ

ルターなどに利用する提案で、正五角形、正六角形の面を膜で安定化する。
パンタドーム構法の適用については模型実験が報告されているが、より深
い立体安定性の検討が肝要であろう。
◎「神奈川工科大学情報学部棟」（中江哲ほか）：36ｍ×36ｍの整形プラン、
13階建のキャンパス建築を平面、断面のフレキシビリティを考慮して設
計した実例の報告で、地震力は中央コアに負担させ、床梁を小梁化させる
ことで梁両端付近に配管スペースを設けるなどの工夫や、「フリープラン
スクール」を提案している。
◎「超高層新築建物と制震ダンパーで連結した歴史的建築物の耐震改修
計画」（豊田祥之ほか）：保存の対象となる歴史的建築物と新築超高層建物が
近接する場合に適用できる制震手法の提案。前者と後者を連結屋根架構で
繋ぎ、前者取り付け部との間にオイルダンパーを持つ水平ブレースを配置。
前者への過度の入力を避けるよう、ダンパーの減衰量を設定する。
◎「超高層建築における形態と構造の統合」［顕彰発表］（井内雅子ほか）：専
修学校「代々木ゼミナール」の26階建て建築の設計報告。セミアクティ
ブダンパーを持つB2Fレベルの免震層、スーパーウォールと称する4枚の
RC妻壁とこれらをつなぐ境界梁およびブレースダンパーなどの組合せに
より、耐震性能と空間構成がたくみに統合され、繊細で端正な造形を創出
している。
◎「モード学園スパイラルタワーズにおける自由な形態と構造デザイン」
（山脇克彦ほか）：一見、暴れたような螺旋状のファサードを持つ、名古屋駅
前のモード学園校舎の構造デザインの報告。施主、建築設計者、構造設計
者間の綿密な打ち合わせを通じて、ダイナミックな外観を保ちながら、主
たる水平力を楕円状のコアトラスで吸収する入念な設計になっている。
◎「鉄とガラスの参道　その1　ガラスルーフのデザイン」（伊藤圭太ほか）
および「鉄とガラスの参道　その2　ガラスルーフの構造デザイン」（城戸
隆宏ほか）：大規模集合住宅のアプローチ部分に設けられたガラス屋根の設
計報告。屋根はミッドゲート、エアリーコリドー、アクアステージと称す
る三体からなっており、部材は線材要素の高いフラットバーを主に用い、
テンション材にはターンバックルを用いない、部材が集中する部分のディ
テールの極小化をはかるなど、表現上の工夫をしている。
◎「アライブ本社工場」（横尾真ほか）：施主が住宅地盤の技術開発関係の会
社であることから、鋼管杭をそのまま延長して上部構造の柱につなげる設
計を行っている。建築的には連続する1枚の壁を幾重にも巻き込ませるこ
とで、壁の内外に快適な作業空間を作ることを試みている。
◎「福井市立至民中学校･1」（柳川奈奈ほか）および「福井市立至民中学校
･2」（高橋寛和ほか）［顕彰発表］：教育委員会、生徒、教職員、地域、PTAに
よるワークショップを設計チームがコーディネイトし、新しい中学教育の
あり方として4項目のテーマを標榜し、これが大きな設計方針となってい
る。これらは自由な平面形を要求し、構造的には規則的な柱梁の配置を排
除する計画となったが、建物が2層という条件を利用して、豪雪地帯にも
かかわらず、建築計画をほぼフルに満足する構造システムを実現している。
◎「連結したホルン型張力膜屋根の設計」（宮里直也ほか）：中古バイクのた
めの広大な展示･オークション会場の膜屋根構造の設計･実現に関する報
告。6.0×6.8ｍの基本ユニットを4隅で鋼管柱により支持し、中央部でスト
ラット突き上げにより膜面に張力を導入する。厳しいコスト環境の下で、
複数膜業者による技術競争を誘導するなど、実現に向けた工夫･努力が多
くなされた。
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◎「山口･きらら元気ドーム」（千鳥義典ほか）：大小二つのドームを一体化し
た有機的な形状の体育館で、膜屋根を支持する主構造は平面上で直交する
放物線アーチを推動させて構成し、テンセグリックシステムトラスと称す
る張力を導入した斜材を持つグリッドアーチを用い、これを免震支承を介
して列柱で支持し、簡潔で優美なドームを形成している。
◎「JR 日向市駅」（川村宣元ほか）：駅舎のデザイン思想、手法、実現につい
ての報告。地域産の杉の新しい可能性、表現法を追求し、「弱い杉］を逆
手にとって、そこから創出する形を地域の表現と考える手法をとっている。
構造的には部材の応力に緩やかに対応しながら、集成材の製造に適した形
態の木梁と、鉄のハイブリッドで、地域性豊かな駅舎空間を得ている。
◎「大分県運転免許センター」（安東直ほか）：運転免許の試験、更新手続き
を一本化して処理するマルチカウンターとロビーを包含する平屋の空間を
軽快にデザインした手法の報告で、その地震力をこれに隣接する本館に負
担させることで水平力から解放し、薄型鋼板ボックス梁や、LSL板による
屋根面剛性確保、細径鋼管柱などによって開放的な空間を演出している。
◎「富山町の家」（郷田修身）：アトリエ付き住宅の設計の報告。住居棟とア
トリエ棟からなり、前者はリビング土間、ダイニング、バスルーム、寝室
を間口3,940ｍ×奥行き5,760ｍの長方形空間をまんじ
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型に配置し、構造計
画もこれに順応させた。後者は910ｍｍピッチで連続する登り梁をあらわ
にして、創作作業場にふさわしい内部空間を実現している。
◎「斑鳩の家」（髙砂正弘）：ブックエンドの原理を構造に用いた個人住宅の
設計。水平力は北側に設けたL形の鉄筋コンクリート壁体で処理し、木造
2階建て部分を地震力、風荷重から開放することによって、自由な空間を
得ている。大壁の木造耐震壁が木造かRCかわからなくて気持ちが悪いと
する筆者の感性が、よく表現されている。

　以上、個々の発表に対するコメントを試みたが、最後に来年以降の発表
会の企画について、アドバイスを2点：
1） 会場の壁に掲示しているポスターは、会の前後にもほとんど誰も見て
いない。労力と費用の無駄ではないだろうか。近年は発表者がpptの使用
に慣れてきたので、質疑の際も必要なイメージがただちにスクリーン上に
提示できるし、梗概集もあるので、ポスターは無くもがなの感がある。
2） 会場を体育館とするのはやめるべきである。隣の会場の音が筒抜けで、
注意が散漫になるし、また、特に今回は体育館の上階ということで、屋根
からの容赦ない2次輻射を受けて、全員が玉の汗を拭きながらの討論は、
半世紀前の状況を彷彿させた。来年からは通常のセッションと同じく、最
低の居住条件を備えた会場で行うことを、強く提言したい。

14126～14142
木造建築の可能性
講評：稲山正弘（東京大学准教授）
　木造建築ほどさまざまな構法が併存しているジャンルはほかにない。日
本の伝統工法、在来軸組工法、枠組壁工法、丸太組工法、集成材等建築物、
その他RC造やS造との混構造まで多種多様である。材料も、製材･集成材
･LVLなどの軸材から、合板･OSB･繊維板などの面材、およびIジョイス
ト･フォームコアパネルなどの接着複合材料までさまざまな選択肢が存在
する。今年の大会では「木造建築の可能性」のテーマに17件の発表があり、
それぞれ建物の規模･用途やコンセプトに応じた構法と材料の選択および
使い方に多様性や独自の工夫がみられ、とても充実した発表内容であった。
また、著名な建築家や構造家を含む多くの来場者からの質疑応答により、
たいへん楽しく有意義な発表会となった。なお顕彰の対象には、「豊崎北
長屋」（小池志保子他）を選んだ。以下、個 の々作品への論評を述べる。
◎「RC自立壁と木造梁によるハイブリッド構造を用いた小学校」（金箱温
春ほか）：特殊建築物である学校校舎を木造で計画する場合、防耐火関連の
建築基準法の仕様規定により自立する耐火構造の防火壁を設けることが一
般的に必要となるため、構造計画上RC自立壁に水平力を負担させるハイ
ブリッド形式を用いることは、標準解となり得る合理的な設計手法である
といえる。ここでは、屋根を軽い木造とすることによりRC自立壁の面外
方向にも水平力を負担させることを可能としていることや、2本の集成材

梁でRC自立壁を挟み込んで接合ディテールを簡素化するなど、随所に秀
逸な工夫が施されている。
◎「立教学院太刀川記念交流会館の設計」（原田公明ほか）：南北のゾーンの
境界部に設けられたRC造耐震壁のエコウォールが、建物平面計画と構造
計画および自然エネルギー利用の設備計画の三者を統合する背骨の役割を
果たしており、このエコウォールから南側のゾーンの10.2ｍスパンを、ベ
イマツ集成材の小屋梁を700mm間隔に配した木造小屋組みでとばして無
柱空間としており、室内に集成材小屋組を露出させた意匠デザインが美し
い建物である。
◎「ハラ ミュージアム アーク」（野島秀仁ほか）：このプロジェクトは、磯崎
新アトリエにより1988年に建てられた既存の美術館に対し、増改築と新
築により新たな美術館として再編成したものである。壁と屋根にEPSを
OSBで接着積層したサンドイッチパネルを用いて、母屋無しで5ｍを超す
スパンを掛け渡すと共に、優れた施工性と断熱性を獲得しており、既存の
棟と同様に木造であることを積極的に示す要素を意図的に排除するという
コンセプトの建物となっている。
◎「太陽の郷リハビリテーション研究室」（井上雅雄ほか）：昭和58年に建設
された旧プール棟の大断面湾曲集成材を再利用して、自然エネルギー利用
の環境共生施設を建設したもので、ここでの古い木質構造部材の強度試験
等による健全性チェックの手法やディテールによる長寿命化の工夫など
は、今後のリユース建築の設計者にとっておおいに参考となるものであり
高く評価できる。
◎「さつき幼稚園」（工藤和美ほか）：床から1ｍより上部を開放的にし360度
の視界を確保した連続的な空間を生み出すために、格子梁の陸屋根とそれ
を支えるY字の片持ち柱という木造の新しい構造システムを用いており、
森の下にいるようなたいへん魅力的な幼稚園となっている。
◎「埼玉医科大学 あすなろ」（西田達生ほか）：3.6mグリッドに柱を配置す
ることで一般住宅用既製サイズの木材を用いた在来軸組工法としており、
筋かい耐力壁をバランスよく配置しながら上部は面を貼らずにつくること
で、耐震性と開放性を両立した建物を合理的･経済的に実現させている。
◎「学校校舎の木質構造化に関する提案」（古谷誠章、川原重明ほか）：7.8ｍ角
の教室とオープンスペースを有する2階建て学校校舎のプロトタイプを、
規格サイズの中断面集成材を利用した木造ラーメン等の構造システムを採
用することによって、建築基準法の構造と防耐火の法規制や遮音性などの
性能面の課題をクリアしながらローコストにつくることができるという標
準化を目指した提案となっている。
◎「木質構造の新たな可能性に関する提案」（小池啓介ほか）：天竜の杉の小
断面材を密に並べてビス止めしていくことで壁面や屋根面を構成し、構造
と仕上げの一体化を図った建物を提案しており、小開口がランダムにちり
ばめられた壁面や、瓢箪型の3次元にうねった屋根形状などをつくること
ができる。
◎「間伐材トラスによる森林療養空間」（勅使河原大ほか）：間伐材立体トラ
スを用いた建築システムの提案であるが、丸太材の乾燥処理等の対策や接
合ディテールについての検討が望まれる。
◎「構造用合板を用いて自由な建築空間を創出する木造新構法」（陶器浩一）：
構造用合板を用いて、湾曲面で閉じた箱型構造体をつくることにより面外
方向の水平力にも抵抗できる湾曲壁構法や、ディメンジョンランバーに両
面構造用合板張りとしたストレストスキンパネルで壁面や床面をつくり面
ラーメンを構成する手法など、構造用合板というありふれた材料を使いな
がら新しい木造建築空間を創出している。
◎「在来木造による曲面住宅」（高増佳子ほか）：在来軸組工法で柱と梁の門
型フレームを少しずつ角度をつけながら細かく並べて桁でつないでいくこ
とによって、一反木綿のような平面形状の住宅をつくりだしている。直線
材の組合せだけで曲面形状の建物を経済的につくることができるこの手法
は、新しい木造建築の可能性が期待できる。
◎「木ダボ接着接合を用いた秋田スギ集成材ラーメン住宅K邸」（川鍋亜衣
子ほか）：秋田県の研究機関が中心となって開発した木造ラーメン構法を、
県内の設計事務所･建設会社･集成材メーカー等の協力により実用化した
第一号物件である。柱と梁の接合面に多数の穴をあけて広葉樹のダボを挿
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14102～14125
デザインにおける構造の論理性と感性
講評：川口 衞（川口衞構造設計事務所代表）
　大会における建築デザイン発表会は今回が初めての試みで、企画担当の
方々はご苦労、ご心配が多かったと思うが、当部門では建築デザインと構
造に関連する発想、論理、手法の面でバラエティに富んだ提案･報告が数
多く提出され、非常に実り多く、楽しい発表会になった。
個 の々発表について簡潔にコメントすれば、
◎「折り紙スキルから学ぶ構造デザインの創造」（有尾一郎）：発表者欠席の
ため、講評せず。
◎「AN／DI 02　Craggy Furniture」（岩田正輝ほか）：石膏を流し込んだ
風船の形状をベースに、これに内接する安定な立体骨組みを求める手法の
提案であり、ユニークな発想である。この手法は、提案されている家具よ
りも大きなスケールの空間に適しているように思われるが、今後どのよう
な方向に発展させるのか、興味深い。
◎「おおきな家」（原田真宏）［顕彰発表］：空間のヴォリュームとそれを構
成するための構造体の質量との比を指標にして空間の質を論じようという
アイディアで、自己の設計作品をケーススタディとしてあげている。通常、
感覚的に重厚な空間とか、軽快な空間とか表現されている概念を、より客
観的に論じるためのクライテリアを与える可能性を示唆している。
◎「竹平記念体育館前待合所」（横山天心ほか）：アルミニウム構造物に適し
た応用対象である交通施設内の構築物の実施例として、高岡市の体育館の
待合所について報告している。アルミニウム合金押出し形材の柱3本、梁
1本を剛接したユニットラーメンの組み合わせ構造で、ガラスをフラッ
シュにとりつけ、現代的な感覚の小空間を実現。
◎「多重立体トラス版の方形ドーム」（庄司文一）：鉄の原子配列に相似の節
点配置を持つ立体トラス版の提案である。しかし、現実の立体トラスでは
要素がこれほど密実である必要はなく、施工性、経済性を考慮すると、もっ
と疎な立体配列を検討すべきではないだろうか。既存の技術も参考に。
◎「可動柱が可能にする展示空間デザイン」（八田有輝ほか）：展示空間に要
求されるフレキシビリティを可動柱で実現しようという提案。構造的に安
全であるように定められたルールに従って、エンドユーザーが可動柱を脱
着するしくみで、技術的にはもちろん可能だが、法規を含む社会的な問題
はクリアすべき多くの項目を含んでいると思われる。
◎「規則的だが固定的でない構造システムを用いた3つのプロジェクト」（末
廣香織ほか）：上からの適量の光によって個性ある建築空間を生み出そうと
いう試みで、2戸の住宅、1個のクリニックの実施例について報告している。
構造との関係はあまり明確でない。
◎「平成ドミノをめざして」（古川博司ほか） ： 細い柱、  フラットなスラブ  （フ
ラットスラブというと語弊がある）を求めて試みられた筆者らの多年の技術開発
･改善についての報告であり、それぞれのケースに応じて巧みな工夫が凝
らされている。コルビュジエがドミノを通じて試みた量産住宅との関連が、
やや不明確。
◎「メンブレン式切頂二十面体ドームの施工法の提案」（水野佑理ほか）：い
わゆるサッカーボールの半身を使ったトラスドームを被災地におけるシェ

ルターなどに利用する提案で、正五角形、正六角形の面を膜で安定化する。
パンタドーム構法の適用については模型実験が報告されているが、より深
い立体安定性の検討が肝要であろう。
◎「神奈川工科大学情報学部棟」（中江哲ほか）：36ｍ×36ｍの整形プラン、
13階建のキャンパス建築を平面、断面のフレキシビリティを考慮して設
計した実例の報告で、地震力は中央コアに負担させ、床梁を小梁化させる
ことで梁両端付近に配管スペースを設けるなどの工夫や、「フリープラン
スクール」を提案している。
◎「超高層新築建物と制震ダンパーで連結した歴史的建築物の耐震改修
計画」（豊田祥之ほか）：保存の対象となる歴史的建築物と新築超高層建物が
近接する場合に適用できる制震手法の提案。前者と後者を連結屋根架構で
繋ぎ、前者取り付け部との間にオイルダンパーを持つ水平ブレースを配置。
前者への過度の入力を避けるよう、ダンパーの減衰量を設定する。
◎「超高層建築における形態と構造の統合」［顕彰発表］（井内雅子ほか）：専
修学校「代々木ゼミナール」の26階建て建築の設計報告。セミアクティ
ブダンパーを持つB2Fレベルの免震層、スーパーウォールと称する4枚の
RC妻壁とこれらをつなぐ境界梁およびブレースダンパーなどの組合せに
より、耐震性能と空間構成がたくみに統合され、繊細で端正な造形を創出
している。
◎「モード学園スパイラルタワーズにおける自由な形態と構造デザイン」
（山脇克彦ほか）：一見、暴れたような螺旋状のファサードを持つ、名古屋駅
前のモード学園校舎の構造デザインの報告。施主、建築設計者、構造設計
者間の綿密な打ち合わせを通じて、ダイナミックな外観を保ちながら、主
たる水平力を楕円状のコアトラスで吸収する入念な設計になっている。
◎「鉄とガラスの参道　その1　ガラスルーフのデザイン」（伊藤圭太ほか）
および「鉄とガラスの参道　その2　ガラスルーフの構造デザイン」（城戸
隆宏ほか）：大規模集合住宅のアプローチ部分に設けられたガラス屋根の設
計報告。屋根はミッドゲート、エアリーコリドー、アクアステージと称す
る三体からなっており、部材は線材要素の高いフラットバーを主に用い、
テンション材にはターンバックルを用いない、部材が集中する部分のディ
テールの極小化をはかるなど、表現上の工夫をしている。
◎「アライブ本社工場」（横尾真ほか）：施主が住宅地盤の技術開発関係の会
社であることから、鋼管杭をそのまま延長して上部構造の柱につなげる設
計を行っている。建築的には連続する1枚の壁を幾重にも巻き込ませるこ
とで、壁の内外に快適な作業空間を作ることを試みている。
◎「福井市立至民中学校･1」（柳川奈奈ほか）および「福井市立至民中学校
･2」（高橋寛和ほか）［顕彰発表］：教育委員会、生徒、教職員、地域、PTAに
よるワークショップを設計チームがコーディネイトし、新しい中学教育の
あり方として4項目のテーマを標榜し、これが大きな設計方針となってい
る。これらは自由な平面形を要求し、構造的には規則的な柱梁の配置を排
除する計画となったが、建物が2層という条件を利用して、豪雪地帯にも
かかわらず、建築計画をほぼフルに満足する構造システムを実現している。
◎「連結したホルン型張力膜屋根の設計」（宮里直也ほか）：中古バイクのた
めの広大な展示･オークション会場の膜屋根構造の設計･実現に関する報
告。6.0×6.8ｍの基本ユニットを4隅で鋼管柱により支持し、中央部でスト
ラット突き上げにより膜面に張力を導入する。厳しいコスト環境の下で、
複数膜業者による技術競争を誘導するなど、実現に向けた工夫･努力が多
くなされた。
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◎「山口･きらら元気ドーム」（千鳥義典ほか）：大小二つのドームを一体化し
た有機的な形状の体育館で、膜屋根を支持する主構造は平面上で直交する
放物線アーチを推動させて構成し、テンセグリックシステムトラスと称す
る張力を導入した斜材を持つグリッドアーチを用い、これを免震支承を介
して列柱で支持し、簡潔で優美なドームを形成している。
◎「JR 日向市駅」（川村宣元ほか）：駅舎のデザイン思想、手法、実現につい
ての報告。地域産の杉の新しい可能性、表現法を追求し、「弱い杉］を逆
手にとって、そこから創出する形を地域の表現と考える手法をとっている。
構造的には部材の応力に緩やかに対応しながら、集成材の製造に適した形
態の木梁と、鉄のハイブリッドで、地域性豊かな駅舎空間を得ている。
◎「大分県運転免許センター」（安東直ほか）：運転免許の試験、更新手続き
を一本化して処理するマルチカウンターとロビーを包含する平屋の空間を
軽快にデザインした手法の報告で、その地震力をこれに隣接する本館に負
担させることで水平力から解放し、薄型鋼板ボックス梁や、LSL板による
屋根面剛性確保、細径鋼管柱などによって開放的な空間を演出している。
◎「富山町の家」（郷田修身）：アトリエ付き住宅の設計の報告。住居棟とア
トリエ棟からなり、前者はリビング土間、ダイニング、バスルーム、寝室
を間口3,940ｍ×奥行き5,760ｍの長方形空間をまんじ
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型に配置し、構造計
画もこれに順応させた。後者は910ｍｍピッチで連続する登り梁をあらわ
にして、創作作業場にふさわしい内部空間を実現している。
◎「斑鳩の家」（髙砂正弘）：ブックエンドの原理を構造に用いた個人住宅の
設計。水平力は北側に設けたL形の鉄筋コンクリート壁体で処理し、木造
2階建て部分を地震力、風荷重から開放することによって、自由な空間を
得ている。大壁の木造耐震壁が木造かRCかわからなくて気持ちが悪いと
する筆者の感性が、よく表現されている。

　以上、個々の発表に対するコメントを試みたが、最後に来年以降の発表
会の企画について、アドバイスを2点：
1） 会場の壁に掲示しているポスターは、会の前後にもほとんど誰も見て
いない。労力と費用の無駄ではないだろうか。近年は発表者がpptの使用
に慣れてきたので、質疑の際も必要なイメージがただちにスクリーン上に
提示できるし、梗概集もあるので、ポスターは無くもがなの感がある。
2） 会場を体育館とするのはやめるべきである。隣の会場の音が筒抜けで、
注意が散漫になるし、また、特に今回は体育館の上階ということで、屋根
からの容赦ない2次輻射を受けて、全員が玉の汗を拭きながらの討論は、
半世紀前の状況を彷彿させた。来年からは通常のセッションと同じく、最
低の居住条件を備えた会場で行うことを、強く提言したい。

14126～14142
木造建築の可能性
講評：稲山正弘（東京大学准教授）
　木造建築ほどさまざまな構法が併存しているジャンルはほかにない。日
本の伝統工法、在来軸組工法、枠組壁工法、丸太組工法、集成材等建築物、
その他RC造やS造との混構造まで多種多様である。材料も、製材･集成材
･LVLなどの軸材から、合板･OSB･繊維板などの面材、およびIジョイス
ト･フォームコアパネルなどの接着複合材料までさまざまな選択肢が存在
する。今年の大会では「木造建築の可能性」のテーマに17件の発表があり、
それぞれ建物の規模･用途やコンセプトに応じた構法と材料の選択および
使い方に多様性や独自の工夫がみられ、とても充実した発表内容であった。
また、著名な建築家や構造家を含む多くの来場者からの質疑応答により、
たいへん楽しく有意義な発表会となった。なお顕彰の対象には、「豊崎北
長屋」（小池志保子他）を選んだ。以下、個 の々作品への論評を述べる。
◎「RC自立壁と木造梁によるハイブリッド構造を用いた小学校」（金箱温
春ほか）：特殊建築物である学校校舎を木造で計画する場合、防耐火関連の
建築基準法の仕様規定により自立する耐火構造の防火壁を設けることが一
般的に必要となるため、構造計画上RC自立壁に水平力を負担させるハイ
ブリッド形式を用いることは、標準解となり得る合理的な設計手法である
といえる。ここでは、屋根を軽い木造とすることによりRC自立壁の面外
方向にも水平力を負担させることを可能としていることや、2本の集成材

梁でRC自立壁を挟み込んで接合ディテールを簡素化するなど、随所に秀
逸な工夫が施されている。
◎「立教学院太刀川記念交流会館の設計」（原田公明ほか）：南北のゾーンの
境界部に設けられたRC造耐震壁のエコウォールが、建物平面計画と構造
計画および自然エネルギー利用の設備計画の三者を統合する背骨の役割を
果たしており、このエコウォールから南側のゾーンの10.2ｍスパンを、ベ
イマツ集成材の小屋梁を700mm間隔に配した木造小屋組みでとばして無
柱空間としており、室内に集成材小屋組を露出させた意匠デザインが美し
い建物である。
◎「ハラ ミュージアム アーク」（野島秀仁ほか）：このプロジェクトは、磯崎
新アトリエにより1988年に建てられた既存の美術館に対し、増改築と新
築により新たな美術館として再編成したものである。壁と屋根にEPSを
OSBで接着積層したサンドイッチパネルを用いて、母屋無しで5ｍを超す
スパンを掛け渡すと共に、優れた施工性と断熱性を獲得しており、既存の
棟と同様に木造であることを積極的に示す要素を意図的に排除するという
コンセプトの建物となっている。
◎「太陽の郷リハビリテーション研究室」（井上雅雄ほか）：昭和58年に建設
された旧プール棟の大断面湾曲集成材を再利用して、自然エネルギー利用
の環境共生施設を建設したもので、ここでの古い木質構造部材の強度試験
等による健全性チェックの手法やディテールによる長寿命化の工夫など
は、今後のリユース建築の設計者にとっておおいに参考となるものであり
高く評価できる。
◎「さつき幼稚園」（工藤和美ほか）：床から1ｍより上部を開放的にし360度
の視界を確保した連続的な空間を生み出すために、格子梁の陸屋根とそれ
を支えるY字の片持ち柱という木造の新しい構造システムを用いており、
森の下にいるようなたいへん魅力的な幼稚園となっている。
◎「埼玉医科大学 あすなろ」（西田達生ほか）：3.6mグリッドに柱を配置す
ることで一般住宅用既製サイズの木材を用いた在来軸組工法としており、
筋かい耐力壁をバランスよく配置しながら上部は面を貼らずにつくること
で、耐震性と開放性を両立した建物を合理的･経済的に実現させている。
◎「学校校舎の木質構造化に関する提案」（古谷誠章、川原重明ほか）：7.8ｍ角
の教室とオープンスペースを有する2階建て学校校舎のプロトタイプを、
規格サイズの中断面集成材を利用した木造ラーメン等の構造システムを採
用することによって、建築基準法の構造と防耐火の法規制や遮音性などの
性能面の課題をクリアしながらローコストにつくることができるという標
準化を目指した提案となっている。
◎「木質構造の新たな可能性に関する提案」（小池啓介ほか）：天竜の杉の小
断面材を密に並べてビス止めしていくことで壁面や屋根面を構成し、構造
と仕上げの一体化を図った建物を提案しており、小開口がランダムにちり
ばめられた壁面や、瓢箪型の3次元にうねった屋根形状などをつくること
ができる。
◎「間伐材トラスによる森林療養空間」（勅使河原大ほか）：間伐材立体トラ
スを用いた建築システムの提案であるが、丸太材の乾燥処理等の対策や接
合ディテールについての検討が望まれる。
◎「構造用合板を用いて自由な建築空間を創出する木造新構法」（陶器浩一）：
構造用合板を用いて、湾曲面で閉じた箱型構造体をつくることにより面外
方向の水平力にも抵抗できる湾曲壁構法や、ディメンジョンランバーに両
面構造用合板張りとしたストレストスキンパネルで壁面や床面をつくり面
ラーメンを構成する手法など、構造用合板というありふれた材料を使いな
がら新しい木造建築空間を創出している。
◎「在来木造による曲面住宅」（高増佳子ほか）：在来軸組工法で柱と梁の門
型フレームを少しずつ角度をつけながら細かく並べて桁でつないでいくこ
とによって、一反木綿のような平面形状の住宅をつくりだしている。直線
材の組合せだけで曲面形状の建物を経済的につくることができるこの手法
は、新しい木造建築の可能性が期待できる。
◎「木ダボ接着接合を用いた秋田スギ集成材ラーメン住宅K邸」（川鍋亜衣
子ほか）：秋田県の研究機関が中心となって開発した木造ラーメン構法を、
県内の設計事務所･建設会社･集成材メーカー等の協力により実用化した
第一号物件である。柱と梁の接合面に多数の穴をあけて広葉樹のダボを挿

044-049.indd   45 09.1.20   1:41:48 PM



046 2009年2月号│vol. 124 No.1586
JABS・建築雑誌
J o u r n a l  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  B u i l d i n g  S c i e n c e

入接着接合する木造ラーメン構法で、金物で接合するラーメンに比べて意
匠性が高いといえる。
◎「積層の景色」（松野勉ほか）：耐力壁の配置を梁間方向は両端外壁に、桁
行方向は平面中央部に集めることにより、偏心率を小さく抑えながら桁行
方向に自由に開口部を設けることができる構造計画としており、レベルを
変化させた階段状の2階床や、桁行方向の耐力壁に家具造作の棚を設けて
壁面性を薄めた奥行きのあるエリアを形成するなど、ふつうの在来軸組工
法でありながら自由で斬新な空間構成を実現させている。
◎「豊崎北長屋」（小池志保子ほか）［顕彰発表］：大阪に残る老朽化した長屋を、
耐震改修しながら保存･活用していくプロジェクトで、大阪市立大の研究
室が中心となった研究家と実務家による組織が、現状調査･実測図作成･耐
震診断･補強設計･意匠設計･現場工事まで手がけた事例である。荒壁パネ
ルや耐震リブフレームなどの新しい耐震補強手法や、大学院の学生が実習
として現場施工に参加するなどの積極的な試みが高く評価できることに加
えて、完成した建物が極めて魅力的でクォリティの高い木造住宅に仕上
がっている。今回の1軒が足がかりとなって周辺住民の意識を変革させ、
南や北にある長屋へとプロジェクトを拡大して質の高い街並みを形成する
ことに期待が持てる優れた内容である。
◎「モジュール型木造住宅の構築に関する研究」（正木哲ほか）：120mm×
120mmの柱材をつないだマッシブホルツ状の壁パネルによる提案。
◎「竹を構造材とした厚生施設の計画案」（福井章友ほか）：竹を用いた柱梁
一体構造や横積層耐力壁を提案した学生設計案。

14143～14166
環境の視点から
講評：野沢正光（野沢正光建築工房代表）
　初めてのデザイン発表会は登録者数も予想を超えるものであった。会場
にも多くの会員が参集した。発表と討議、講評、それぞれの時間のバラン
スをどのようにとるか、など初回であることによる試行錯誤があったが、
おおむね期待する成果を挙げたのではないか。「環境として」では工夫を
重ねた新築戸建住宅、景観への働きかけ、コンバージョンによる既存建物
の高性能化、継続使用、存置を図るもの、そして最先端の環境技術を駆使
するオフィスなど、さまざまなキャラクターの建築に付き発表がなされた。
発表は延べ4時間に及ぶ長いものであった。
　環境と建築の切り離すことのできない関係が今日特に大きなテーマとな
り、特に既存のストックの再生再利用が喧伝される。このことへの取り組
みが多く発表されたことが特長であろう。急速にこれに対応する技術が定
着しつつあるのであろう。24のここでの発表からもそうした手法が発揮
されたものが目に付いた。そのなかで、打ち捨てられた埋立地を活用、公
共住宅地とするもの、大学の施設を教員自身が積極的に改修に関与し短期
に成し遂げたもの、ごく普通のものと考えられる事務所建築を減築と増築
を組み合わせることで今日的需要に適応するものとするもの、を顕彰した。
もちろんこの他にも戸建住宅、コンバージョン、CO2削減、省エネルギー
などさまざまな宿題に応じさまざまにしかも多彩にレベルの高い回答が示
された。が、それら提案のうち、すでにそうした枠組みのなかで顕彰され
その成果が知られるものは今回のデザイン発表会での基準、「その一割程
度を顕彰せよ」という条件のなかでは残念ながら初めからはずさざるを
得ない。今回は結果、資源使用の建設段階の削減、ストックの効率利用の
二つを興味ある対象として絞り、顕彰する結果となった。打ち捨てられた
埋立地を公共住宅とする計画はその意味で興味を持った。
◎「階段の家」（三宅正浩）：丘状の周辺地形との関係が映像にあった。階段形
状との関連に興味を持った。島根大田の気候との関係とディテールが気に
なる。シェルターの断熱性能、そして雨水などへの長期にわたる対応につ
いてである。
◎「雨水で冷暖房する家」（市川尚紀ほか）：面白い試みである。雨水の温熱
としてのポテンシャルがどれほどか、また地熱による保冷保温の効果は?
大学の実験施設である。徹底した測定とそれによるシステムの改変、その
測定をお願いしたい。実験棟はとかく「居住」の影響を排除しやすい。
学生に長期居住してもらうなど、無人と居住の差も面白いかと思う。

◎「吉岡の家」（石川恒夫ほか）：60ミリの木材を積層したパネルが興味深い。
これが仮に100ミリの厚みをもち木製のドリフトピンなどなじみのいいも
ので接合されていると再利用も可能かと考えた。土ブロックも面白い。こ
うした再生の可能な素材をストックする場としての家は温熱的な特質をも
兼ね備えるのではないか。
◎「ラティス芝浦」（戸田忠秀ほか）：コンバージョンはサステイナブルソサ
エティにとりぜひ普通のこととなるべきものであろう。ここでの試みにそ
の端緒をみる。幾分商業的に見える商品企画が気になる。居住は安易なキー
ワードによらず、タフで地味な根底的思索であってほしい。
◎「ランドスケープとしての建築／切れ目なく連続する環境デザイン」（新
城功雄ほか）：森林にある酒造工場の見学者が散策する森、その拠点として
蔵を移築、ささやかな施設を付加するというもの。蔵がいい。森がいい。シー
クエンスとそのために付加された建築がやや説明的過ぎないか。
◎「景観の継承」（村上晶子）：都市は経済の原則のなかで物としての密度を
増す。以前のランドマークは解体されまたは積層のなかに埋没する。記憶
は消失し、歴史が消える。そのなかでの善意の見える。解体されたイグナ
チオを思い、この鐘楼のけなげさを思う
◎「RIPPLE 1」（小川仁ほか）･「RIPPLE 2」（太田望ほか）：交通の煩瑣な道
路に面する。比較的小規模オフィスのコンバージョンである。付室とした
ところの面積の室とのプロポーションに引っかかる。大きすぎるのではな
いか。環境に問題のある立地であっても居住の充実はテーマであるはず。
であるからコンバージョンが発生するのではないか。測定を行っている。
このことを重要に思う。が、このケースの場合、冷房時の測定が不可欠で
はないか。
◎「中層高密度生活集合モデル」（車戸城二ほか）：稠密なハウジングである。
敷地内のプログラムには説得力があり、面白いとも思う。が、なぜこれほ
どクライアントに寄り添うのか、閉じ込められた緑は周辺にもあふれてほ
しい。建築がここに建つことの敷地外への配慮を商品としての開発におい
ても考えるべきではないか。
◎「ラメール中名団地」（田島芳竹ほか）［顕彰発表］：価値をなくした埋め立
て地、放置された工場用地の住宅地としてのコンバージョンといえる計画。
サイトの土を土盛り用の土として使うなどの工夫が面白い。こうした独創
がささやかだが既視感のない場をつくっている。密度の低さもこの計画の
特徴だろう。ここに新たな集住が積み重ねられることを期待したい。
◎「山古志における震災復興住宅モデル設計･その1」（武田光史ほか）･「同
･その2」（益尾孝祐ほか）：大きな災害を受け、迅速にこうしたプロジェクト
が実行に移され実現する、この実力はこのチーム以外にはなし得ないもの
であろう。尊敬する。3メートルの積雪への対応、地元の力、地元の資源
の尊重、つくり過ぎず、今後の仕事をなくさない工夫、実に優れたプロジェ
クトである。
◎「プール学院中学校･高等学校における環境人間学的建築設計」（増田俊
哉ほか）：発表者が環境人間学的視座というコードを工夫し、実作にそれを
試みることにある種の独創がある。ただコード、評価軸は設計の事前の道
具として疑いながらしか使うことのできないものではないか、キーワード
をあらかじめ用意することと同様の危うさを感じる。信仰になることを疑
うべきではないか。
◎「日本大学理工学部船橋校舎 14号館」（宇野悠里ほか）：ソーラーチムニー、
PV、免震装置など既定の環境技術はわかる。西向き、東向きの負荷の大
きなガラス面など計画の前提の諸問題が気になる。要素技術のカタログ的
集積では建築はその総体を獲得し得ないのではないか。
◎「滋賀県立大学工学部新学科棟」（松岡拓公雄ほか）：進行中のプロジェク
トである。キャンパスのマスタープランとの関係、キャンパスの縁に建つ
ものであることから周辺環境との関係などの説明がほしかった。焼き杉の
ファサードなど要素技術のもつ面白さに期待したい。
◎「サステナブル･リニューアル」（湯澤正信ほか）［顕彰発表］：大学の既存
建物をここに研究室を持つ建築家が手がけ質の高い改修を実現した。この
ことを評価する。しかも実に短い設計期間と施工期間で。改修の手法も多
彩でありしかも場と手法がごく適正に見える。こうしたプロジェクトはこ
こで学ぶ学生にとってもリアルな教材となるだろう。緑化された壁に薔薇、
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なかなか素敵な配慮だ。
◎「高密度都市における建築の可能性」（萩原剛ほか）：驚く敷地である。道
路に接していない。ここでの建て替え計画は実に煩瑣な宿題を片付けるも
のであったろう。プログラムも実に複雑だ。この計画においてもクライア
ントの満足は果たしているのだろう。ただ2メートルを離し近接する木造
密集住宅地、この特長ある周囲の環境へどれほどの思索があったのであろ
うか。
◎「グリーン･フェザー･オフィス」（白井大之）：プロジェクトとしての面白
さ、これを買う。現実の計画が持つ敷地の貧困を忘れる夢。とは言いなが
らボンのドイツポストはこれと類似する敷地に建つ。建築は周辺環境に寄
り添うのだろう。どうにかして環境を整えたい。
◎「大成札幌ビル」（高橋章夫ほか）：札幌の自社ビルである。さまざまな工
夫が面白い。高く評価した。躯体を外皮側とし断熱するプランニングも徹
底していて共感する。環境技術とそれの間に矛盾がない。規範とすべきプ
ロジェクトである。
◎「大阪梅田池銀ビル」（林浩二ほか）：西面の開口部のプロダクトに面白さ
がある。季節ごとのモードが負荷の大きい開口をコントロールする仕組み
である。有用な技術開発だ。ただ西面すべてのガラス開口部化が必ずしも
前提なのであろうか。
◎「エプソンイノベーションセンター」（五十君興ほか）：竣工後のフォローアッ
プによりCO2換算64パーセント削減を達成しているとのこと、これに驚く。
この建築はすでにこの分野で数 の々名声を獲得している。ほほえましいやん
ちゃな試みは見当たらないがさまざまな要素技術はここで極めて精緻にア
センブルされている。また諏訪という比較的寒冷の地はこうした研究施設
の立地に適するのであろう。建築技術がこれほどの水準であることを喜ぶ。
◎「環境表象としての建築デザイン」（山口広嗣ほか）：キーワードに依存す
るデザインには肯首することができないが、物流拠点というローコストを
旨とする建築がこれほどの装備を受け止めたことに時代を思う。市民参加
のファンドなどの登場によりこうした巨大建物の屋根一面が太陽電池に覆
われる日が来ることを夢見る。
◎「松田平田設計本社ビル　リノベーション」（宮田多津夫ほか）［顕彰発表］：
50年を経た建築とそれ以降に建て増しされた棟を統合し今日的手法を駆使
し再生したプロジェクトである結果、CASBEEのSランクを達成している。
どのようなストックであれそれがそこに今あること、そこから考えること
の面白さを示す好例。
◎「大成建設技術センター本館リニューアル」（関政晴ほか）：これも前項の
リノベーションと同様の質の高いプロジェクトである。ダクタルなど新素
材の採用を含め自社施設であることを駆使、さまざまな試みを行っている。
ぜひこの成果を展開していただきたい。

14167～14175
水辺空間と都市デザイン
講評：陣内秀信（法政大学教授）
　今年の夏、スペインのサラゴサで開催された「水の万博」が物語るように、
今、世界の先進国で、水辺空間の再生は都市づくりの最も大きなテーマと
なっている。日本でも関心は高まっているが、港湾や河川管理の既存の制度、
組織の制約のなかで、なかなか水辺再生が進展しない実情がある。したがっ
て、9点の応募のうち、実際に事業として実現した作品は2点に限られ、社
会実験の作品が2点、残りは卒論が4点、コンペ応募案が1点であった。数
は多くなかったが、どれも興味深い場所とテーマを掲げており、日本にお
ける水辺空間の多様性と再生の可能性の広がりが十分に感じとれた。
　現状の厳しい制約を突き破り実現した二つの事業には、先進的な迫力が
あり、一方、大学のグループによる社会実験には、今の日本の閉塞状況を
動かすのに必要な若 し々いパワーが感じられた。顕彰の対象には、環境の
時代の課題に果敢にチャレンジした山口紗由の「都市のカタルシス」を
選んだ。以下、個 の々作品への論評を述べる。
◎「ミズベニチエン」（齋藤千夏ほか）：開発が集中する東京臨海部のすぐ背
後に存在し続ける隠れたトポスに注目する。近年変化の激しい東品川を選
び、サーベイから導いた歴史的手法で海とのつながりを顕在化させ、新た

な地縁をつくるという提案の発想は面白いが、その意図はあまり煮詰めら
れていない。
◎「Re-canalize」（木村奈央ほか）：活用されず眠っている江東の運河網に新
たな機能を与え、人の居場所を創り出す夢のある計画である。水位を制御
する一連の水門の設置で堤防を下げ親水空間を生む提案、雨の循環、舟運
の復活等、どれもよく考えられている。扱う範囲が広いだけに、ややまと
まりに欠けるのが惜しい。
◎「尾道港再生計画」（隈部俊輔ほか）：尾道の水辺空間が従来の再開発で壊
されてきた反省に立ち、水際にふさわしい機能と形態で人の居場所を創る
提案をしており、その姿勢は好感が持てる。新築の市場とリノベーション
される倉庫を波の象徴的造形で統合する案も巧みだが、生まれた空間が尾
道らしい水辺の気持ちよい場所になるか、疑問が残る。
◎「ベルポート芦屋マリーナ」（田嶋豊）：芦屋の臨海部に実現した、日本で
は極めて珍しい係留権付の分譲住宅が取り巻くマリーナである。港湾管理
者など関係筋を説得して実現させた辣腕ぶりは見事である。セキュリティ
上、ゲートで管理され、公有水面沿い空間が特権的に利用されている等、
問題はあるが、先進例として高く評価したい。
◎「芝浦アイランド　エアテラス」（砂金眞司ほか）：芝浦のかつての工業地帯
にある面積6.2haの島に再開発で実現した超高層集合住宅の足下にあるテ
ラスである。運河に開くステップガーデンは気持ちよく、行政との粘り強
い交渉の末、実現した船着き場など、評価できる点が多い。だが芝浦アイ
ランドそのものは、もっと水際に低層の建物を置くべきだったと思われる。
◎「フローティングプラットフォーム」（櫻井佑ほか）：新潟の信濃川のいさ
さか殺風景な河岸に、社会実験として実現した水上広場である。岸辺に係
留した作業用台船に風景を眺める広場をセルフビルドで作った。特に夜間
は照明の効果が生かされ、魅力的である。その延長上に、同大学グループ
の社会実験で実現したのが、「リバーサイドプラットフォーム」（小出真吾ほ
か）である。視界を遮る防護柵を逆手にとり、それ自体を視点場に転用し
て人と水を近づける洒落た試みは、水際の柵の存在をアイロニカルに問い
直す。いずれも小規模ながら、身体性を考え、繊細な感覚で創り出された
好作品といえる。
◎「瞑想の桟橋」（小川拓生ほか）：ニューヨークのブルックリン橋南部に計
画されたコミュニティセンターと祈りの場の建築である。川の桟橋の記憶
を蘇らせる形態をとり、水に囲われた空間と滑らかな天井の曲線も美しい
が、水に突き出すのにガラス面で外気と遮断され、開放感がないのは問題
である。
◎「都市のカタルシス」（山口紗由ほか）［顕彰発表］：新宿区の神田川沿いに
ある落合下水処理場の改造再生計画であり、都市の厄介施設として周辺環
境から切り離されがちなこの公共施設に、水の博物難、公園という新たな
価値を与え、神田川とも有機的につなぐ意欲あふれる提案である。人口減
少の時代を読み、環境共生を目指す文明批評的な発想に共感を覚える。

一般部門

14001～14020
社会サポート施設、スタジアム、天文台、駅ほか
講評：古谷誠章（早稲田大学教授）
　社会サポート施設では、戸張秀隆らが良好なランドスケープの形成を図
る中小企業の拠点施設「東京都多摩産業支援拠点（仮称）プロジェクト」を、
また角田哲志が「SS神宮前」において都市と建築の関係、寺谷啓史らが
「NiCeRaテクニカルセンタ」の実施作品を通じて郊外に集約化した本社
機能と生産機能の複合建築群を報告したほか、福屋粧子が実施設計競技応
募案である「大門中央通り地区市街地再開発ビル設計案」を大きな部屋
の集まりとしての都市複合施設として発表、岡本達也が卒業設計作品であ
る鉄道駅と社会施設の複合体の構想「Intensive Station」を報告した。
　その他の都市施設として、片岡篤史らが修士論文研究に基づいた設計作
品「長野市松代町清野地区における葬祭場計画」を報告、鉾岩崇らが「天
津オリンピック体育センタースタジアム」、石原智也らが「ナックファイ
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入接着接合する木造ラーメン構法で、金物で接合するラーメンに比べて意
匠性が高いといえる。
◎「積層の景色」（松野勉ほか）：耐力壁の配置を梁間方向は両端外壁に、桁
行方向は平面中央部に集めることにより、偏心率を小さく抑えながら桁行
方向に自由に開口部を設けることができる構造計画としており、レベルを
変化させた階段状の2階床や、桁行方向の耐力壁に家具造作の棚を設けて
壁面性を薄めた奥行きのあるエリアを形成するなど、ふつうの在来軸組工
法でありながら自由で斬新な空間構成を実現させている。
◎「豊崎北長屋」（小池志保子ほか）［顕彰発表］：大阪に残る老朽化した長屋を、
耐震改修しながら保存･活用していくプロジェクトで、大阪市立大の研究
室が中心となった研究家と実務家による組織が、現状調査･実測図作成･耐
震診断･補強設計･意匠設計･現場工事まで手がけた事例である。荒壁パネ
ルや耐震リブフレームなどの新しい耐震補強手法や、大学院の学生が実習
として現場施工に参加するなどの積極的な試みが高く評価できることに加
えて、完成した建物が極めて魅力的でクォリティの高い木造住宅に仕上
がっている。今回の1軒が足がかりとなって周辺住民の意識を変革させ、
南や北にある長屋へとプロジェクトを拡大して質の高い街並みを形成する
ことに期待が持てる優れた内容である。
◎「モジュール型木造住宅の構築に関する研究」（正木哲ほか）：120mm×
120mmの柱材をつないだマッシブホルツ状の壁パネルによる提案。
◎「竹を構造材とした厚生施設の計画案」（福井章友ほか）：竹を用いた柱梁
一体構造や横積層耐力壁を提案した学生設計案。

14143～14166
環境の視点から
講評：野沢正光（野沢正光建築工房代表）
　初めてのデザイン発表会は登録者数も予想を超えるものであった。会場
にも多くの会員が参集した。発表と討議、講評、それぞれの時間のバラン
スをどのようにとるか、など初回であることによる試行錯誤があったが、
おおむね期待する成果を挙げたのではないか。「環境として」では工夫を
重ねた新築戸建住宅、景観への働きかけ、コンバージョンによる既存建物
の高性能化、継続使用、存置を図るもの、そして最先端の環境技術を駆使
するオフィスなど、さまざまなキャラクターの建築に付き発表がなされた。
発表は延べ4時間に及ぶ長いものであった。
　環境と建築の切り離すことのできない関係が今日特に大きなテーマとな
り、特に既存のストックの再生再利用が喧伝される。このことへの取り組
みが多く発表されたことが特長であろう。急速にこれに対応する技術が定
着しつつあるのであろう。24のここでの発表からもそうした手法が発揮
されたものが目に付いた。そのなかで、打ち捨てられた埋立地を活用、公
共住宅地とするもの、大学の施設を教員自身が積極的に改修に関与し短期
に成し遂げたもの、ごく普通のものと考えられる事務所建築を減築と増築
を組み合わせることで今日的需要に適応するものとするもの、を顕彰した。
もちろんこの他にも戸建住宅、コンバージョン、CO2削減、省エネルギー
などさまざまな宿題に応じさまざまにしかも多彩にレベルの高い回答が示
された。が、それら提案のうち、すでにそうした枠組みのなかで顕彰され
その成果が知られるものは今回のデザイン発表会での基準、「その一割程
度を顕彰せよ」という条件のなかでは残念ながら初めからはずさざるを
得ない。今回は結果、資源使用の建設段階の削減、ストックの効率利用の
二つを興味ある対象として絞り、顕彰する結果となった。打ち捨てられた
埋立地を公共住宅とする計画はその意味で興味を持った。
◎「階段の家」（三宅正浩）：丘状の周辺地形との関係が映像にあった。階段形
状との関連に興味を持った。島根大田の気候との関係とディテールが気に
なる。シェルターの断熱性能、そして雨水などへの長期にわたる対応につ
いてである。
◎「雨水で冷暖房する家」（市川尚紀ほか）：面白い試みである。雨水の温熱
としてのポテンシャルがどれほどか、また地熱による保冷保温の効果は?
大学の実験施設である。徹底した測定とそれによるシステムの改変、その
測定をお願いしたい。実験棟はとかく「居住」の影響を排除しやすい。
学生に長期居住してもらうなど、無人と居住の差も面白いかと思う。

◎「吉岡の家」（石川恒夫ほか）：60ミリの木材を積層したパネルが興味深い。
これが仮に100ミリの厚みをもち木製のドリフトピンなどなじみのいいも
ので接合されていると再利用も可能かと考えた。土ブロックも面白い。こ
うした再生の可能な素材をストックする場としての家は温熱的な特質をも
兼ね備えるのではないか。
◎「ラティス芝浦」（戸田忠秀ほか）：コンバージョンはサステイナブルソサ
エティにとりぜひ普通のこととなるべきものであろう。ここでの試みにそ
の端緒をみる。幾分商業的に見える商品企画が気になる。居住は安易なキー
ワードによらず、タフで地味な根底的思索であってほしい。
◎「ランドスケープとしての建築／切れ目なく連続する環境デザイン」（新
城功雄ほか）：森林にある酒造工場の見学者が散策する森、その拠点として
蔵を移築、ささやかな施設を付加するというもの。蔵がいい。森がいい。シー
クエンスとそのために付加された建築がやや説明的過ぎないか。
◎「景観の継承」（村上晶子）：都市は経済の原則のなかで物としての密度を
増す。以前のランドマークは解体されまたは積層のなかに埋没する。記憶
は消失し、歴史が消える。そのなかでの善意の見える。解体されたイグナ
チオを思い、この鐘楼のけなげさを思う
◎「RIPPLE 1」（小川仁ほか）･「RIPPLE 2」（太田望ほか）：交通の煩瑣な道
路に面する。比較的小規模オフィスのコンバージョンである。付室とした
ところの面積の室とのプロポーションに引っかかる。大きすぎるのではな
いか。環境に問題のある立地であっても居住の充実はテーマであるはず。
であるからコンバージョンが発生するのではないか。測定を行っている。
このことを重要に思う。が、このケースの場合、冷房時の測定が不可欠で
はないか。
◎「中層高密度生活集合モデル」（車戸城二ほか）：稠密なハウジングである。
敷地内のプログラムには説得力があり、面白いとも思う。が、なぜこれほ
どクライアントに寄り添うのか、閉じ込められた緑は周辺にもあふれてほ
しい。建築がここに建つことの敷地外への配慮を商品としての開発におい
ても考えるべきではないか。
◎「ラメール中名団地」（田島芳竹ほか）［顕彰発表］：価値をなくした埋め立
て地、放置された工場用地の住宅地としてのコンバージョンといえる計画。
サイトの土を土盛り用の土として使うなどの工夫が面白い。こうした独創
がささやかだが既視感のない場をつくっている。密度の低さもこの計画の
特徴だろう。ここに新たな集住が積み重ねられることを期待したい。
◎「山古志における震災復興住宅モデル設計･その1」（武田光史ほか）･「同
･その2」（益尾孝祐ほか）：大きな災害を受け、迅速にこうしたプロジェクト
が実行に移され実現する、この実力はこのチーム以外にはなし得ないもの
であろう。尊敬する。3メートルの積雪への対応、地元の力、地元の資源
の尊重、つくり過ぎず、今後の仕事をなくさない工夫、実に優れたプロジェ
クトである。
◎「プール学院中学校･高等学校における環境人間学的建築設計」（増田俊
哉ほか）：発表者が環境人間学的視座というコードを工夫し、実作にそれを
試みることにある種の独創がある。ただコード、評価軸は設計の事前の道
具として疑いながらしか使うことのできないものではないか、キーワード
をあらかじめ用意することと同様の危うさを感じる。信仰になることを疑
うべきではないか。
◎「日本大学理工学部船橋校舎 14号館」（宇野悠里ほか）：ソーラーチムニー、
PV、免震装置など既定の環境技術はわかる。西向き、東向きの負荷の大
きなガラス面など計画の前提の諸問題が気になる。要素技術のカタログ的
集積では建築はその総体を獲得し得ないのではないか。
◎「滋賀県立大学工学部新学科棟」（松岡拓公雄ほか）：進行中のプロジェク
トである。キャンパスのマスタープランとの関係、キャンパスの縁に建つ
ものであることから周辺環境との関係などの説明がほしかった。焼き杉の
ファサードなど要素技術のもつ面白さに期待したい。
◎「サステナブル･リニューアル」（湯澤正信ほか）［顕彰発表］：大学の既存
建物をここに研究室を持つ建築家が手がけ質の高い改修を実現した。この
ことを評価する。しかも実に短い設計期間と施工期間で。改修の手法も多
彩でありしかも場と手法がごく適正に見える。こうしたプロジェクトはこ
こで学ぶ学生にとってもリアルな教材となるだろう。緑化された壁に薔薇、
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なかなか素敵な配慮だ。
◎「高密度都市における建築の可能性」（萩原剛ほか）：驚く敷地である。道
路に接していない。ここでの建て替え計画は実に煩瑣な宿題を片付けるも
のであったろう。プログラムも実に複雑だ。この計画においてもクライア
ントの満足は果たしているのだろう。ただ2メートルを離し近接する木造
密集住宅地、この特長ある周囲の環境へどれほどの思索があったのであろ
うか。
◎「グリーン･フェザー･オフィス」（白井大之）：プロジェクトとしての面白
さ、これを買う。現実の計画が持つ敷地の貧困を忘れる夢。とは言いなが
らボンのドイツポストはこれと類似する敷地に建つ。建築は周辺環境に寄
り添うのだろう。どうにかして環境を整えたい。
◎「大成札幌ビル」（高橋章夫ほか）：札幌の自社ビルである。さまざまな工
夫が面白い。高く評価した。躯体を外皮側とし断熱するプランニングも徹
底していて共感する。環境技術とそれの間に矛盾がない。規範とすべきプ
ロジェクトである。
◎「大阪梅田池銀ビル」（林浩二ほか）：西面の開口部のプロダクトに面白さ
がある。季節ごとのモードが負荷の大きい開口をコントロールする仕組み
である。有用な技術開発だ。ただ西面すべてのガラス開口部化が必ずしも
前提なのであろうか。
◎「エプソンイノベーションセンター」（五十君興ほか）：竣工後のフォローアッ
プによりCO2換算64パーセント削減を達成しているとのこと、これに驚く。
この建築はすでにこの分野で数 の々名声を獲得している。ほほえましいやん
ちゃな試みは見当たらないがさまざまな要素技術はここで極めて精緻にア
センブルされている。また諏訪という比較的寒冷の地はこうした研究施設
の立地に適するのであろう。建築技術がこれほどの水準であることを喜ぶ。
◎「環境表象としての建築デザイン」（山口広嗣ほか）：キーワードに依存す
るデザインには肯首することができないが、物流拠点というローコストを
旨とする建築がこれほどの装備を受け止めたことに時代を思う。市民参加
のファンドなどの登場によりこうした巨大建物の屋根一面が太陽電池に覆
われる日が来ることを夢見る。
◎「松田平田設計本社ビル　リノベーション」（宮田多津夫ほか）［顕彰発表］：
50年を経た建築とそれ以降に建て増しされた棟を統合し今日的手法を駆使
し再生したプロジェクトである結果、CASBEEのSランクを達成している。
どのようなストックであれそれがそこに今あること、そこから考えること
の面白さを示す好例。
◎「大成建設技術センター本館リニューアル」（関政晴ほか）：これも前項の
リノベーションと同様の質の高いプロジェクトである。ダクタルなど新素
材の採用を含め自社施設であることを駆使、さまざまな試みを行っている。
ぜひこの成果を展開していただきたい。

14167～14175
水辺空間と都市デザイン
講評：陣内秀信（法政大学教授）
　今年の夏、スペインのサラゴサで開催された「水の万博」が物語るように、
今、世界の先進国で、水辺空間の再生は都市づくりの最も大きなテーマと
なっている。日本でも関心は高まっているが、港湾や河川管理の既存の制度、
組織の制約のなかで、なかなか水辺再生が進展しない実情がある。したがっ
て、9点の応募のうち、実際に事業として実現した作品は2点に限られ、社
会実験の作品が2点、残りは卒論が4点、コンペ応募案が1点であった。数
は多くなかったが、どれも興味深い場所とテーマを掲げており、日本にお
ける水辺空間の多様性と再生の可能性の広がりが十分に感じとれた。
　現状の厳しい制約を突き破り実現した二つの事業には、先進的な迫力が
あり、一方、大学のグループによる社会実験には、今の日本の閉塞状況を
動かすのに必要な若 し々いパワーが感じられた。顕彰の対象には、環境の
時代の課題に果敢にチャレンジした山口紗由の「都市のカタルシス」を
選んだ。以下、個 の々作品への論評を述べる。
◎「ミズベニチエン」（齋藤千夏ほか）：開発が集中する東京臨海部のすぐ背
後に存在し続ける隠れたトポスに注目する。近年変化の激しい東品川を選
び、サーベイから導いた歴史的手法で海とのつながりを顕在化させ、新た

な地縁をつくるという提案の発想は面白いが、その意図はあまり煮詰めら
れていない。
◎「Re-canalize」（木村奈央ほか）：活用されず眠っている江東の運河網に新
たな機能を与え、人の居場所を創り出す夢のある計画である。水位を制御
する一連の水門の設置で堤防を下げ親水空間を生む提案、雨の循環、舟運
の復活等、どれもよく考えられている。扱う範囲が広いだけに、ややまと
まりに欠けるのが惜しい。
◎「尾道港再生計画」（隈部俊輔ほか）：尾道の水辺空間が従来の再開発で壊
されてきた反省に立ち、水際にふさわしい機能と形態で人の居場所を創る
提案をしており、その姿勢は好感が持てる。新築の市場とリノベーション
される倉庫を波の象徴的造形で統合する案も巧みだが、生まれた空間が尾
道らしい水辺の気持ちよい場所になるか、疑問が残る。
◎「ベルポート芦屋マリーナ」（田嶋豊）：芦屋の臨海部に実現した、日本で
は極めて珍しい係留権付の分譲住宅が取り巻くマリーナである。港湾管理
者など関係筋を説得して実現させた辣腕ぶりは見事である。セキュリティ
上、ゲートで管理され、公有水面沿い空間が特権的に利用されている等、
問題はあるが、先進例として高く評価したい。
◎「芝浦アイランド　エアテラス」（砂金眞司ほか）：芝浦のかつての工業地帯
にある面積6.2haの島に再開発で実現した超高層集合住宅の足下にあるテ
ラスである。運河に開くステップガーデンは気持ちよく、行政との粘り強
い交渉の末、実現した船着き場など、評価できる点が多い。だが芝浦アイ
ランドそのものは、もっと水際に低層の建物を置くべきだったと思われる。
◎「フローティングプラットフォーム」（櫻井佑ほか）：新潟の信濃川のいさ
さか殺風景な河岸に、社会実験として実現した水上広場である。岸辺に係
留した作業用台船に風景を眺める広場をセルフビルドで作った。特に夜間
は照明の効果が生かされ、魅力的である。その延長上に、同大学グループ
の社会実験で実現したのが、「リバーサイドプラットフォーム」（小出真吾ほ
か）である。視界を遮る防護柵を逆手にとり、それ自体を視点場に転用し
て人と水を近づける洒落た試みは、水際の柵の存在をアイロニカルに問い
直す。いずれも小規模ながら、身体性を考え、繊細な感覚で創り出された
好作品といえる。
◎「瞑想の桟橋」（小川拓生ほか）：ニューヨークのブルックリン橋南部に計
画されたコミュニティセンターと祈りの場の建築である。川の桟橋の記憶
を蘇らせる形態をとり、水に囲われた空間と滑らかな天井の曲線も美しい
が、水に突き出すのにガラス面で外気と遮断され、開放感がないのは問題
である。
◎「都市のカタルシス」（山口紗由ほか）［顕彰発表］：新宿区の神田川沿いに
ある落合下水処理場の改造再生計画であり、都市の厄介施設として周辺環
境から切り離されがちなこの公共施設に、水の博物難、公園という新たな
価値を与え、神田川とも有機的につなぐ意欲あふれる提案である。人口減
少の時代を読み、環境共生を目指す文明批評的な発想に共感を覚える。

一般部門

14001～14020
社会サポート施設、スタジアム、天文台、駅ほか
講評：古谷誠章（早稲田大学教授）
　社会サポート施設では、戸張秀隆らが良好なランドスケープの形成を図
る中小企業の拠点施設「東京都多摩産業支援拠点（仮称）プロジェクト」を、
また角田哲志が「SS神宮前」において都市と建築の関係、寺谷啓史らが
「NiCeRaテクニカルセンタ」の実施作品を通じて郊外に集約化した本社
機能と生産機能の複合建築群を報告したほか、福屋粧子が実施設計競技応
募案である「大門中央通り地区市街地再開発ビル設計案」を大きな部屋
の集まりとしての都市複合施設として発表、岡本達也が卒業設計作品であ
る鉄道駅と社会施設の複合体の構想「Intensive Station」を報告した。
　その他の都市施設として、片岡篤史らが修士論文研究に基づいた設計作
品「長野市松代町清野地区における葬祭場計画」を報告、鉾岩崇らが「天
津オリンピック体育センタースタジアム」、石原智也らが「ナックファイ
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ブスタジアム大宮」など大型のスタジアム施設や既存施設の改修を、宮
野隆行らが周囲の景観との調和を図る「仙台市天文台」をそれぞれ発表
した。岩田雅史は従来の鉄道駅の概念を改め、商業施設や通路機能を併せ
持つ複合都市施設としての「JR岡山」駅の大規模改修について報告した。
　公共の庁舎では、南一誠らが実施設計競技応募案であるN市庁舎を「地
方都市の中心市街地活性化のためのシティホールの計画」として、新藤憲
治らもPFI案件である「美祢社会復帰促進センター」を発表した。また卒
業設計作品として森川依美らが視線の見え隠れをテーマに「市町村合併後
の新･視

4

庁舎設計に関する提案」を、高平茂輝らが未利用埋め立て地を題
材に「淡路市複合市役所計画」をそれぞれ報告した。さらに鈴木貴詞･池
田雅史らは「名古屋ハリストス正教会聖堂」により現代においてあえて様
式主義を選択する作品の意義、ならびにその配置計画などについて述べた。
　民間のオフィスとして、益岡伸治･藤森智らが「本社オフィスとパブリッ
クガーデン」を通して都市に立つ本社ビルとその外部空間の公共貢献に
ついて、計画、工学の両面からの報告を、また大井昇二が同じく都市の公
的外部空間に重きを置いた「なんばパークス」を発表したほか、塩谷尚
斉らが「仙台ファーストタワー（?期）」について都市中心部のランドマー
クとなる作品を発表した。

14021～14042
住居系
講評：三井所清典（芝浦工業大学名誉教授）
　住居系としてまとまって発表された住宅デザインの件数は22件であっ
た。テーマ部門で発表された住宅デザインを合わせてみると「デザイン
における構造の論理性と感性」に4件、「木造建築の可能性」に4件、「環
境の視点から」に10件の登録があり、全体のほぼ4分の1であり、住宅デ
ザインの発表は多かった。
　住居系部門での特徴は大学関係者の発表が多かったことで、22点中18
点が大学からの発表である。そのなかで大学院生だけの発表は3点だけで、
あとの15点はなんらかの形で教員がかかわっていて、教員だけの発表も6
点あった。院生と教員の共同発表において、教員のかかわりが指導的立場
なのか共同設計的立場なのか、実情に則した関係を明らかにする方が望ま
しい。さらに構造設計者や設備設計者の関係も明らかにする方がさらに望
ましい。いずれにしても、これまで建築学会で発表の機会の少なかった設
計系教員の発表の機会が増えたり、学生の指導に力が入ることになる可能
性が増すことは建築デザイン発表会の目的のひとつであったので喜ばし
い。
　内容的には戸建住宅発表が13件と過半を占め、そのうち10件が都市戸
建、町家型戸建で、農村型1件、郊外型1件に比べて多く、ロボットを多
用するIT型の未来実験住宅も1件あり目を引いた。集合住宅は7件の発表
があり、それらはいずれも環境配慮型といえるものである。集合住宅のな
かに、多目的難民キャンプの提案が1件、中国の低層街区型市街地形成の
提案が1件あったほか、韓国の大学から鉄骨系戸建プレハブ住宅の投稿も
1件あった。今後も国際的な建築デザイン発表が増すことも期待したい。
残る2件は居住地のまちづくり、あるいはコミュニティ形成のための共用
施設づくりといえるもので、まちづくり系での発表がより適切であったか
もしれない。編集に関する問題である。
　なお初めての発表会がスムーズに行われた理由として、5～6題ずつ担
当していただいた司会者の質疑応答等の巧みな誘導の力が大きかったこと
も付言しておきたい。

14043～14063
美術館･ギャラリー、保存再生、インテリアほか
講評：北山 恒（横浜国立大学教授）
　私の担当したセッションは「美術館･ギャラリー」「保存再生」「インテ
リア」「心理･身体･システム」というカテゴリーに分類された作品群であ
る。「美術館･ギャラリー」は、ビルディングタイプとして建築の中心的
位置を占めるひとつと考えられるものである。「保存再生」は、今後の建
築の主題のとなるサステイナブルな社会構築を支えるひとつの手法であ

る。これは今後の建築界の展開を占ううえで重要な領域である。「インテ
リア」「心理･身体･システム」は建築の領域の中では周縁に位置するよう
にもみえるが、大きな社会の枠組みから自律した作者の精神が反映する作
品群であると考えられる。
　さて、「美術館･ギャラリー」カテゴリーでは実作として井下仁史らの「星
野哲郎記念館」、加藤詞史らの「BKTギャラリー1･2期計画」が報告され、
ともにランドスケープ、地形との呼応を主題とするものであった。彦坂尚
嘉の「皇居美術館空想」は皇居をサイトとする巨大美術館構想であるが、
これは「保存再生」カテゴリーで報告された新堀学の「皇居エリアの美
術館への転用に関するスタディ」と連携するものであった。鈴木裕美らの
「保存と耐震改修」、関野宏行らの「生き続けるための保存再生」、高島謙
一らの「松島銀座リニューアル」など保存再生の現場からの報告はこの
セッションの中で最も充実した内容の発表であった。石丸進らの「武田
五一設計による家具の復元と製品化」は「インテリア」カテゴリーから
発表されたが保存再生の多様な方向性を示していた。小堀哲夫らによる
「膜天井による昼光照明建築」はこのカテゴリーであるよりは「環境」で
発表されるべきものであったかもしれないが、ビルディングフィジックス
の最前線が報告されていた。小幡潤一らの「瓦灯ワークショップ」もこ
のカテゴリーではなく社会運動デザインのようなカテゴリーを要求するも
のであった。中村航らによる「コンテクストを増幅させる間接性の設計」
は「心理･身体･システム」カテゴリーであるがインテリアをエクステリ
アの文脈から定義づけようとする設計手法の報告であった。
　本セッションでは、建築の世界で発生する多様な内容がさまざまなレベ
ルで発表された。学生の発表には現行の枠組みを超えていくような創造力
の大きさを期待したいが、そこまでの力を持つ作品はなかった。今回のカ
テゴリーは応募された作品をみて適宜分類していたが、今後は議論を明快
にするためにもこの分類の精度をさらに検討する必要があると思った。さ
らにはカテゴリーを発見していくことも望まれると考える。

14064～14086
ランドスケープ、都市景観、まちづくり、風景
講評：堀越英嗣（芝浦工業大学教授）
　デザイン発表会は、プロジェクトから実施の作品まで幅広く発表とクリ
ティックの機会をつくることを目指している。当然学生レベルから大規模
な完成したものまで、規模も性格も違う計画が一堂に会すことになる。
　そのなかで期待したものは、計画のなかに息づく創意や工夫に富んだ思
考のプロセスや、意匠、構造、設備、環境を総合的に捉える視点が浮かび
上がることであり、そのことが「建築デザイン」の本来の意味と考えている。
　今回は第一回でもあり、参加者がどのように「建築デザイン」の意味
を解釈して応募、発表されるか大変興味深かった。個人的には上記の視点
を持って、建築の本質的目的と考える「人々の心を豊かにする建築」を基
準に発表を拝聴させていただいた。
　私の担当したセッションでは大学の卒業設計がほぼ半数もあり、幅広い
テーマのためか、他のセッションに比べて多いのではないかと思われる。
それぞれもう少し実践的な視点でデベロップされると良いように思われた。
　それらと比較すると大学研究室での実践的な仕事に見るべきものが多
かった。昭和女子大学杉浦久子氏らによる一連の「サイト･リノベーショ
ン」は大学の研究室での活動としてフィールドを学外に広げる試みとし
て教育面でも、実践としても可能性を感じる「デザイン」であった。法
政大学富永讓氏の「既成市街地の中での日本型広場への試み」は事前に予
想されたレベルの高いプロジェクトのひとつである。東京理科大川向正人
氏らの「森の駐車場」は氏が実践するまちづくり研究所の活動の具体的
成果であり、大学の研究室ならではの緻密な研究と設計であった。そのな
かで「600m級ターワーへの挑戦」のような、日本の技術の最先端の計画
の発表が同じ土俵で議論されることの面白さは他では得られないことと思
う。これらの社会的意義のある提案を直接設計者から聞く機会となること
がこの発表会の意味であり、今後もこのような計画が多数応募されること
を期待したい。
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14087～14101
小学校、中学校、大学、医療、研究所
小泉雅生（首都大学東京准教授）
　9月19日広島大学北体育館3Fにて、建築デザイン発表会の一般部門「小
学校･中学校、大学、医療･研究所」の発表が行われた。
　小学校･中学校の部では、学生によるプロジェクトが3題、実作が2題発
表された。プロジェクトは学校と地域との接点に着目したものが多く、現
代の学校建築が抱える課題を浮かび上がらせることとなった。実作におい
ては、既存校舎の建て替えにあたって、従前の教育システムを踏襲したり、
あるいは既存構築物の制約を踏まえての計画提案の発表がなされ、興味深
い内容であった。
　大学の部では、プロセスに関するものが1題、実作が3題であった。キャ
ンパス計画におけるマスタープランの進め方といった設計プロセスに対す
る発表のほか、実作においては建物自体を教材として活かしていく視点が

いくつか発表された。建築デザインのさまざまな可能性を示すものだろう。
　医療･研究所の部は、プロジェクトが3題、実作が2題であり、組織設計
事務所が対等の立場で設計JVを組ながら設計を進めていくユニークな設
計プロセスやNPO法人等が積極的に関わる地域施設の発表がなされた。
またMRI検査室をシースルー化するといった要素技術的な発表もあり、
今後の医療建築計画への応用が期待される。一方学生によるプロジェクト
発表では、病院に街を取り込むという大胆な提案がなされ、現実的な問題
解決に終始しがちな病院建築に対する大きなカウンター提案となってい
た。ほか、屋根に焦点をあてた技術研究所の提案がなされた。
ビルディングタイプごとに分類されていたとはいえ、その内容はプロジェ
クト･実作･要素技術的なものと多岐にわたった。まとまりが欠けていた
という見方もあろうが、むしろ建築デザインのさまざまな課題と可能性が
一望できたという点で、参加者にとって刺激的な発表の場になったのでは
ないかと思っている。
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ブスタジアム大宮」など大型のスタジアム施設や既存施設の改修を、宮
野隆行らが周囲の景観との調和を図る「仙台市天文台」をそれぞれ発表
した。岩田雅史は従来の鉄道駅の概念を改め、商業施設や通路機能を併せ
持つ複合都市施設としての「JR岡山」駅の大規模改修について報告した。
　公共の庁舎では、南一誠らが実施設計競技応募案であるN市庁舎を「地
方都市の中心市街地活性化のためのシティホールの計画」として、新藤憲
治らもPFI案件である「美祢社会復帰促進センター」を発表した。また卒
業設計作品として森川依美らが視線の見え隠れをテーマに「市町村合併後
の新･視

4

庁舎設計に関する提案」を、高平茂輝らが未利用埋め立て地を題
材に「淡路市複合市役所計画」をそれぞれ報告した。さらに鈴木貴詞･池
田雅史らは「名古屋ハリストス正教会聖堂」により現代においてあえて様
式主義を選択する作品の意義、ならびにその配置計画などについて述べた。
　民間のオフィスとして、益岡伸治･藤森智らが「本社オフィスとパブリッ
クガーデン」を通して都市に立つ本社ビルとその外部空間の公共貢献に
ついて、計画、工学の両面からの報告を、また大井昇二が同じく都市の公
的外部空間に重きを置いた「なんばパークス」を発表したほか、塩谷尚
斉らが「仙台ファーストタワー（?期）」について都市中心部のランドマー
クとなる作品を発表した。

14021～14042
住居系
講評：三井所清典（芝浦工業大学名誉教授）
　住居系としてまとまって発表された住宅デザインの件数は22件であっ
た。テーマ部門で発表された住宅デザインを合わせてみると「デザイン
における構造の論理性と感性」に4件、「木造建築の可能性」に4件、「環
境の視点から」に10件の登録があり、全体のほぼ4分の1であり、住宅デ
ザインの発表は多かった。
　住居系部門での特徴は大学関係者の発表が多かったことで、22点中18
点が大学からの発表である。そのなかで大学院生だけの発表は3点だけで、
あとの15点はなんらかの形で教員がかかわっていて、教員だけの発表も6
点あった。院生と教員の共同発表において、教員のかかわりが指導的立場
なのか共同設計的立場なのか、実情に則した関係を明らかにする方が望ま
しい。さらに構造設計者や設備設計者の関係も明らかにする方がさらに望
ましい。いずれにしても、これまで建築学会で発表の機会の少なかった設
計系教員の発表の機会が増えたり、学生の指導に力が入ることになる可能
性が増すことは建築デザイン発表会の目的のひとつであったので喜ばし
い。
　内容的には戸建住宅発表が13件と過半を占め、そのうち10件が都市戸
建、町家型戸建で、農村型1件、郊外型1件に比べて多く、ロボットを多
用するIT型の未来実験住宅も1件あり目を引いた。集合住宅は7件の発表
があり、それらはいずれも環境配慮型といえるものである。集合住宅のな
かに、多目的難民キャンプの提案が1件、中国の低層街区型市街地形成の
提案が1件あったほか、韓国の大学から鉄骨系戸建プレハブ住宅の投稿も
1件あった。今後も国際的な建築デザイン発表が増すことも期待したい。
残る2件は居住地のまちづくり、あるいはコミュニティ形成のための共用
施設づくりといえるもので、まちづくり系での発表がより適切であったか
もしれない。編集に関する問題である。
　なお初めての発表会がスムーズに行われた理由として、5～6題ずつ担
当していただいた司会者の質疑応答等の巧みな誘導の力が大きかったこと
も付言しておきたい。

14043～14063
美術館･ギャラリー、保存再生、インテリアほか
講評：北山 恒（横浜国立大学教授）
　私の担当したセッションは「美術館･ギャラリー」「保存再生」「インテ
リア」「心理･身体･システム」というカテゴリーに分類された作品群であ
る。「美術館･ギャラリー」は、ビルディングタイプとして建築の中心的
位置を占めるひとつと考えられるものである。「保存再生」は、今後の建
築の主題のとなるサステイナブルな社会構築を支えるひとつの手法であ

る。これは今後の建築界の展開を占ううえで重要な領域である。「インテ
リア」「心理･身体･システム」は建築の領域の中では周縁に位置するよう
にもみえるが、大きな社会の枠組みから自律した作者の精神が反映する作
品群であると考えられる。
　さて、「美術館･ギャラリー」カテゴリーでは実作として井下仁史らの「星
野哲郎記念館」、加藤詞史らの「BKTギャラリー1･2期計画」が報告され、
ともにランドスケープ、地形との呼応を主題とするものであった。彦坂尚
嘉の「皇居美術館空想」は皇居をサイトとする巨大美術館構想であるが、
これは「保存再生」カテゴリーで報告された新堀学の「皇居エリアの美
術館への転用に関するスタディ」と連携するものであった。鈴木裕美らの
「保存と耐震改修」、関野宏行らの「生き続けるための保存再生」、高島謙
一らの「松島銀座リニューアル」など保存再生の現場からの報告はこの
セッションの中で最も充実した内容の発表であった。石丸進らの「武田
五一設計による家具の復元と製品化」は「インテリア」カテゴリーから
発表されたが保存再生の多様な方向性を示していた。小堀哲夫らによる
「膜天井による昼光照明建築」はこのカテゴリーであるよりは「環境」で
発表されるべきものであったかもしれないが、ビルディングフィジックス
の最前線が報告されていた。小幡潤一らの「瓦灯ワークショップ」もこ
のカテゴリーではなく社会運動デザインのようなカテゴリーを要求するも
のであった。中村航らによる「コンテクストを増幅させる間接性の設計」
は「心理･身体･システム」カテゴリーであるがインテリアをエクステリ
アの文脈から定義づけようとする設計手法の報告であった。
　本セッションでは、建築の世界で発生する多様な内容がさまざまなレベ
ルで発表された。学生の発表には現行の枠組みを超えていくような創造力
の大きさを期待したいが、そこまでの力を持つ作品はなかった。今回のカ
テゴリーは応募された作品をみて適宜分類していたが、今後は議論を明快
にするためにもこの分類の精度をさらに検討する必要があると思った。さ
らにはカテゴリーを発見していくことも望まれると考える。

14064～14086
ランドスケープ、都市景観、まちづくり、風景
講評：堀越英嗣（芝浦工業大学教授）
　デザイン発表会は、プロジェクトから実施の作品まで幅広く発表とクリ
ティックの機会をつくることを目指している。当然学生レベルから大規模
な完成したものまで、規模も性格も違う計画が一堂に会すことになる。
　そのなかで期待したものは、計画のなかに息づく創意や工夫に富んだ思
考のプロセスや、意匠、構造、設備、環境を総合的に捉える視点が浮かび
上がることであり、そのことが「建築デザイン」の本来の意味と考えている。
　今回は第一回でもあり、参加者がどのように「建築デザイン」の意味
を解釈して応募、発表されるか大変興味深かった。個人的には上記の視点
を持って、建築の本質的目的と考える「人々の心を豊かにする建築」を基
準に発表を拝聴させていただいた。
　私の担当したセッションでは大学の卒業設計がほぼ半数もあり、幅広い
テーマのためか、他のセッションに比べて多いのではないかと思われる。
それぞれもう少し実践的な視点でデベロップされると良いように思われた。
　それらと比較すると大学研究室での実践的な仕事に見るべきものが多
かった。昭和女子大学杉浦久子氏らによる一連の「サイト･リノベーショ
ン」は大学の研究室での活動としてフィールドを学外に広げる試みとし
て教育面でも、実践としても可能性を感じる「デザイン」であった。法
政大学富永讓氏の「既成市街地の中での日本型広場への試み」は事前に予
想されたレベルの高いプロジェクトのひとつである。東京理科大川向正人
氏らの「森の駐車場」は氏が実践するまちづくり研究所の活動の具体的
成果であり、大学の研究室ならではの緻密な研究と設計であった。そのな
かで「600m級ターワーへの挑戦」のような、日本の技術の最先端の計画
の発表が同じ土俵で議論されることの面白さは他では得られないことと思
う。これらの社会的意義のある提案を直接設計者から聞く機会となること
がこの発表会の意味であり、今後もこのような計画が多数応募されること
を期待したい。
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14087～14101
小学校、中学校、大学、医療、研究所
小泉雅生（首都大学東京准教授）
　9月19日広島大学北体育館3Fにて、建築デザイン発表会の一般部門「小
学校･中学校、大学、医療･研究所」の発表が行われた。
　小学校･中学校の部では、学生によるプロジェクトが3題、実作が2題発
表された。プロジェクトは学校と地域との接点に着目したものが多く、現
代の学校建築が抱える課題を浮かび上がらせることとなった。実作におい
ては、既存校舎の建て替えにあたって、従前の教育システムを踏襲したり、
あるいは既存構築物の制約を踏まえての計画提案の発表がなされ、興味深
い内容であった。
　大学の部では、プロセスに関するものが1題、実作が3題であった。キャ
ンパス計画におけるマスタープランの進め方といった設計プロセスに対す
る発表のほか、実作においては建物自体を教材として活かしていく視点が

いくつか発表された。建築デザインのさまざまな可能性を示すものだろう。
　医療･研究所の部は、プロジェクトが3題、実作が2題であり、組織設計
事務所が対等の立場で設計JVを組ながら設計を進めていくユニークな設
計プロセスやNPO法人等が積極的に関わる地域施設の発表がなされた。
またMRI検査室をシースルー化するといった要素技術的な発表もあり、
今後の医療建築計画への応用が期待される。一方学生によるプロジェクト
発表では、病院に街を取り込むという大胆な提案がなされ、現実的な問題
解決に終始しがちな病院建築に対する大きなカウンター提案となってい
た。ほか、屋根に焦点をあてた技術研究所の提案がなされた。
ビルディングタイプごとに分類されていたとはいえ、その内容はプロジェ
クト･実作･要素技術的なものと多岐にわたった。まとまりが欠けていた
という見方もあろうが、むしろ建築デザインのさまざまな課題と可能性が
一望できたという点で、参加者にとって刺激的な発表の場になったのでは
ないかと思っている。
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