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2013 年度大会（北海道） 

建築デザイン発表会［テーマ部門］講評 

※本講評は招待講評者によるものである。 

 

 

●日常を支える〈新しい〉あたりまえの空間（14124～14143） 

講評：北山 恒 

 14124 瀬戸内複合浮体施設の設計：国体というイベントを利用して全国の運動施設を整

備してきたが、これからは新たな公共施設への設備投資は検討する段階に入った。本計画

は移動可能な国体向けの公共施設群を移動可能な浮体として提案するものである。現在問

題となっている国立競技場のコンペに通じる興味深い提案である。 

 14125 100 年に 1 回使う場所を 100 年毎日使う場所へ：東日本大震災で津波被災した地

区に提案する一時避難場所の提案である。地域に点在させる一時避難場所を災害という非

日常のための施設ではなく、日常的に生活サポートを行う施設として計画しようというも

のである。新しいインフラとして私たちの生活空間を構造化しうる提案である。高く評価

する。 

 14126 竜美丘コートビレジ：地方都市の郊外住宅地に立てる賃貸集合住宅の計画である。

公共交通のサポートが不備であるために各戸に 2 台の駐車場が用意される。農家のような

余剰のある空間配置と、空間相互の関係性は人口が縮減する日本の社会において都市郊外

こそが未来的な生活を示す可能性を示していると思える魅力的な提案である。 

 14127 土浦市「新 C.B.D.スポーツ・交通（鉄道・港湾）ハブ拠点地区計画」巨大都市周

縁の低密度高複合都市への視座、と副題が付けられている。都市の郊外はアフタースプロ

ールの低密度高混在都市に向かうと想定されている。そこに人間の未来生活風景は記述さ

れる可能性があると考える。本提案では機能別にゾーニングされたものを円環状の動線空

間でつなぐというもので、20 世紀の機能都市のような提案となっている。モビリティを

小化する高複合ではなく高混在の未来都市は描けないであろうか。 

 14128 住工共存地域の更新デザイン：都市内にある町工場という生産拠点の更新を手掛

かりに街の変容を誘導しようとする計画である。同時に地域に存在する道路ではない人々

の通路（フットパス）に着目し、それを手掛かりとして空間を構造化する。未来社会は 20

世紀とは異なる経済体系が考案され人々の働き方が個別化するであろう。そのような産業

の変容に着目して未来構想を行うことの有効性を示唆する有益な提案である。 

 14129 ワンルーム 清川の SOHO：現在日本社会に大量にストックされている中古ワン

ルームマンションのリノベーション計画である。都心部にある投資用ワンルームマンショ

ンは区分所有されているため、老朽化し収益性が落ちても建て替えることが困難なためス

ラム化する傾向がある。その住戸をスケルトンに解体してリノベーションする。提案され

たものは一品物の特殊解であるが、本来的にはこの社会はこのような不良ストックにたい
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する一般解としての解法が望まれている。 

 14130 色による空間の整え：高齢化の進む地方都市の住宅街にある住宅のリノベーショ

ンである。大切なのは減衰する郊外住宅地に生まれている高齢の買い物難民に対するアイ

デアとして、住宅の一部が店舗という公共空間に変容されていることである。人口、世帯

数人数、家族と住宅の関係など、急激に変化する社会の中で住宅というビルディングタイ

プの解体を示している。 

 14131 古民家再生・黒谷プロジェクト：築年数 100 年を超える古民家は全国に数多く見

られるが、増改築を重ね文化財としての価値を持たないものも多い。また構法、材料など

現代の施工技術では再生するのが困難であることで、古民家の持続的再生は危うくなって

いる。この黒谷プロジェクトの興味深い点は田舎暮らし体験の場という古民家の利用方法

とこの利用に賛同する多数の所有者をもつということである。この古民家はコモンズの社

会運動の場として持続再生される。そしてその再生作業もコモンズとしての社会活動が行

うという点である。新しい社会構造が生まれつつあることを実感した。 

 14132 欠席 

 14133 武庫山の家：切妻の木造 2 階建ての日本のどこにでもある普通の住宅のように見

えるが、作者の細やかな配慮によって快適な空間が生まれている。住宅内部に土間やハナ

レといった伝統的日本家屋が持っていた空間性能を取り込むことによって新たな民家の形

式を提案しようとするものである。住宅は当然のことながら住まい手の要望を受けて設計

されているものなので、作者の主張する新しい空間形式は明示されてはいないが、意図さ

れている内容は重要な提案であると思った。 

 14134 桜祭りの川床：都市内の整備された親水河川に設ける仮設の川床のプロジェクト

である。日本の民地以外の公的な空間は使用法が厳しく制限されている。道路や河川は私

的に使うことはできない。それがパブリックの概念なのだが、それに揺らぎを持ち込むこ

とで人々の生活に新鮮な空間の発見がある。祭りの神輿の行幸や繁華な通りの歩行者天国

などであるが、ここではもっと身近な使用が提案されている。このような行動で行政の制

度が少し変更できれば生活空間はさらに豊かになる。 

 14135 サイト・リノベーション（その 10）：越後妻有アートトリエンナーレ 2012 におい

て試みられたアートインスタレーションである。割竹、テグス、結束バンドというどこに

でも手に入る簡素な材料を用いて儚い陽炎のようなオブジェを村の神社境内に設置する。

その存在でそれまであった風景が大きく変容する。それで終われば単なるアートイベント

であるが、同じ作業が大学の中という異なる場で再現され、また参加した学生の教育的効

果まで包含した活動であることが重要である。 

 14136 サイト・リノベーション（その 11）：都市内にある公的空間、残余空間に本の物々

交換をおこなう場を設けることで、人と人の交流を生もうとする。これも日本の社会に置

かれている制度的問題を浮き上がらせる行為である。私的領域と公的領域の衝突する面に

設けられる制度の揺らぎを計測している。 

 14137 報徳学園中学校・高等学校：既存校舎の整備のために狭小の敷地内での建て替え
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計画である。厳しい制約の中でできるだけ大らかな外部空間を生み出すことで自然環境と

のインターフェースの大きい教育空間を獲得しようとしている。学校建築は制度的に厳し

いルールが設けられており設計の自由度は低い。その中でルールからはずれる外部空間に

注目して豊かな空間経験を引き出そうとする。教育という内容に踏み込んだ強い提案が望

まれる。 

 14138 Jenga Unit：ジェンガとは直方体の部材を組み込んでタワーとしたものを、その部

材を抜き取り 上段に積み上げるという単純な動作のゲーム。このゲームのように建物の

ボリュームを抜き取りながらテラスや内部ボイドを生み出し豊かな空間を創出するという

提案。ゲーム以上の建築的リアリティの検討がさらに望まれる 

 14139 欠席 

 14140 木とともに暮らす：里山の再生。近年 6 次産業という言葉とともに新しい農業漁

業そして林業など 1 次産業への関心が高まっている。建築という領域からこのようなアク

ティビティに対応できる提案が望まれているのだろう。本提案は間伐のルールに従い生ま

れる空地に新しい居住用の建築を建設するというものである。自然環境を守るために人工

環境を増殖させるという大きな矛盾があるように思えるのだが。 

 14141 越谷市公園都市整備計画開発基本構想：「言葉の地図」と「絵の地図」という空

間や場を人間との関係性の記号に変換する方法論を提案する。都市内にあるボイド、残地、

空地など様々な空間に色づいたイメージを与える手法が提案されている。誰が決めたのか

わからない開発によって街が変化していくのではない空間を経験する人たちによって街が

創られるのだという意思決定システムに対する表明が背後にある素晴らしい提案だと思う。 

 14142 竹の円形パビリオン：14134 の「桜祭りの川床」と同じチームの出展である。同

様に一時的な公共空間の使用であるが、これは里山としての竹林を保全することが背後に

あるように思えた。そのためには、その里山のある地域が利用していかなければならない。

自然との共生は人間が自然との関係をデザインする必要があるのだろう。 

 14143 曲面屋根・曲面壁から成る木造建築のデザイン：木造で造られたバス停である。

現在私たちの生活環境である都市内に置かれるアーバンエレメンツはほとんど工業製品で

ある。公共に晒されるためタフな強度と維持管理の容易さが要求される。実験的であるが

本作品は企画部品の組み合わせで単純な接合でエレガントな形態を生み出している。さら

に検討を進めて合理性を獲得できれば日本の街中に木製のアーバンエレメンツが置かれる

ようになるのかもしれないと期待した 

 

＜顕彰者＞ 

・14125 100 年に 1 回使う場所を 100 年まいにち使う場所へ：吉川寛華（Kajima Design）・ 

・14130 色による空間の整え 住宅地の小さな八百屋：西郷正浩（崇城大） 

・14135 サイト・リノベーション（その 10）：杉浦久子（昭和女子大）ほか 
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●過酷な復興の現場で、豊かな空間像はどのように提示可能か？（14055～14075） 

講評：小野田泰明 

＜顕彰者＞ 

・14071 高台移転計画実施案までのプロセス 石巻市雄勝半島における地域の固有性・多

様性に基づく集落再生に関する研究 その 3：山中新太郎（日本大）ほか 

・14074 ある「遠隔地」からの支援の姿 東日本大震災におけるコミュニティ・アーキテ

クトの実践と役割 その 4：寺川政司（近畿大）ほか 

 

 

●縮退する社会の中で、あるいは震災後の今考える、医療・療養空間の未来（14019～14029） 

講評：上野 淳 

（1）講演番号 14019～14024 

ゼネコン設計部による民間病院の作品報告のセッションとなった。比較的日の当たるこ

とが少ない中小の民間病院の設計報告がまとまってなされたことは貴重といえる。また、

それぞれに医療技術の 先端をよく勉強しておられ、かつ、サステナブルな環境確保など

に意欲的な姿勢が伺え、デザインの密度も高く、感銘を受けた。 

［14019：竹中工務店・杉山等］は、内視鏡手術に特化した病院の手術部動線や空調システ

ムに高い水準の技術提案をしつつ、「居心地のよい病院」を目指している。 

［14020：竹中工務店・藤田等］は、慢性期から終末期医療に特化した病院における入院患

者の QOL 向上を目標として、全室 ICU 型の病室を実現している。 

［14021：竹中工務店・佐藤等］は、寒冷地での脳卒中リハ病院の増築デザインを報告して

いるが、回復期リハ病棟の病室環境の向上・維持に着実な提案をしている。 

［14022：KAJIMA DESIGN・鮫島等］は、内視鏡治療に特化した地域癌診療連携拠点病院

の増築において、特に病棟部門に「Acuity Adaptable Room」のコンセプトを導入した病室デ

ザインに挑戦している。 

［14023：大成建設・岡本等］は、低侵襲癌医療センターについて報告しているが、放射線

治療空間のデザインや全個室の病室などに高い水準のデザインを実現している。 

［14024：竹中工務店・北原等］は、地域中核総合病院の建替計画において、「地域共生」

をキーワードとしつつ、「 適化」をコンセプトに全体デザインをまとめている。 

＊ 

 いずれも高い技術力とデザイン能力によってまとめられた秀作であった。なかでも、そ

の総合性や提案性において優れていると認められた［14022：社会医療法人 恵佑会第 2 病

院：KAJIMA DESIGN 鮫島泰明ほか］をこのセッションの顕彰とした。 

 

（2）講演番号 14025～14029 

［14025：竹中工務店・斉藤等］は、大学病院の低侵襲画像診断・治療センターのデザイン

において、「サステナブル・ホスピタル」をコンセプトとしつつ、「ハイブリッド架構シス
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テム」と「ダブルスキン外装システム」を提案している。 

［14026：竹中工務店・千場等］は、大学病院新築棟のデザインにおいて「井桁耐震フレー

ム」と「外周扁平柱」のシステムによって医療技術の進化に追随できる「可変性・更新性」

に対応する考え方を示した。 

［14027：村上］は、建築家・村上晶子による循環器内科クリニックのデザイン報告である。

カトリック教会の空間性を基調とした高い精神性が伺える建築作品である。 

［14028：大森等］は、中山間地域における二次医療圏の役割について考察している。過疎

地域が抱える医療・療養上の課題を取り上げ、持続可能な社会を構築するための条件を考

察している。 

［14029：早稲田大学・桂等］は、大規模病院外来部の構成と待合空間のあり方について提

案を行っている。近年採用が増えている「患者呼び出しシステム」についての検討が今後

望まれる。 

＊ 

医療・福祉施設の計画において日の当たることの少ない過疎地域に温かい眼差しをもっ

て提案的考察を行った［14028：中山間地域における 2 次医療圏の役割：岡田新一設計事務

所 大森葉月ほか］をこのセッションの顕彰とした。 

 

 

●これからの日本の住宅はどうあるべきか（14001～14018） 

講評：梅沢良三 

本大会の本部門発表テーマ数は 17 であった。各テーマの内訳を下記に示す。             

・新築の戸建住宅：4 テーマ（14001、14002、14005、14018） 

・新築の集合住宅：2 テーマ（14011、14014 および 14015） 

・リノベーション：5 テーマ（14004、14007、14008、14009、14010） 

・構法開発など ：5 テーマ（14003、14006、14012、14013、14017） 

・都市再開発  ：1 テーマ（14016） 

 

1. 新築の戸建住宅 

 14001 バリ・ウブドの家－裸形の建築ヘの遡行として：バリ島に新築中の、インドネシ

ア人（夫）と日本人（妻）、子供一人から成る 3 人家族の個人住宅である。家族が住む母屋

と日本からの来客などに使われるゲストハウス、屋敷寺、が分棟配置され、プールなどを

含むオープンスペースで有機的に結合する手法は、土地の伝統的様式に習っている。地域

固有の生活習慣と国際性、普遍性を巧みに両立させており、特に内部空間と外部空間との

関係が魅力的である。 

 14002 人の関係を考慮した住宅：住宅の可変性は時系列に重きを置いているが、その瞬

間に住む人の関係を 大限重視した空間の在り方とは言えないのではないか。この視点を

基に設計した二つの戸建住宅の発表である。個室を造りお互いに分け隔てるのではなく、
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家族が互いに気配を感じる空間の提案であるが、3 人の子供たちが独立した後の三つの子供

部屋の用途は如何に。 

 14005 ATMN：札幌市の旗竿敷地に建つ住居兼アトリエ。発表者のアトリエか、確認し

てはいないが、そうであれば実験住宅として納得できる。庇や風除室など、建築の多くの

要素を省略し、ミニマライズされた建築である。一辺 8.68ｍの正方形の平面と天井高 4.8ｍ

の大きな箱の中に小さな箱（ジャイアントファニチュア）が 15 度角度を振って配置されて

いる。 小限の操作を加えただけの箱は、様々な可変性に対しても 大限の包容力を持つ

としている。 

 14018 Y-HOUSE－ユーザビリティの高い設計手法の提案：設計者の経験や知識では施主

のニーズに応えられない場合がある。そこで施主に対しアンケートやヒアリングを行い、

要求の階層化を把握し、設計の基礎資料とすることで、ユーザビリティの高い建築を目指

す設計手法の提案である。一方、建築の精神性の追求、素材と空間の提案、周辺環境との

関係など、建築家の専門性の理解を得る方法も必要では。 

 

2. 新築の集合住宅 

 14011 横浜白楽レジデンス：全 64 戸の分譲マンションの開発である。これからの日本の

集合住宅はかくあるべきであると謳う。耐震性、耐久性、可変性、南北面の開放性に優れ

た長期優良住宅である。厚さ 35 ㎝の戸堺壁と同等の厚さを持つ床によるラーメン構造は整

形のトンネル空間をもたらし、住戸内に一切の構造が存在しない 大限の可変性を持つ。

分譲で良くぞやった感あり。 

 14014・14015 平成の京町屋・市街地型集合住宅団地－K 町プロジェクト：伝統的な京町

屋の知恵と現代的な環境技術を融合させた京都型の低層集合住宅の設計コンセプトの提示

である。2 戸 1 の住棟 4 棟合計 8 戸の木造 2 階建住宅が木造住宅密集地にある約 1,000 ㎡の

敷地に計画されている。短冊状の全住戸は、専用の中庭と奥庭を持ち、土間と結合し中庭

のメンテナンスが外部からできるように計画されている。通風と採光の確保に中庭と奥庭

を連携させ、同時に内外空間の有機的関係を築き、豊かな住空間が見事に実現されている。

この設計コンセプトは顕彰に値する。 

 

3. リノベーション 

 14004 廃屋キッチンプロジェクト：廃屋の美学は認めるとする。しかし 30 年間使われ

ずに放置された木造建築は再生が可能か。南房総の民家の別棟の炊場（台所および風呂）

を無償で借り受け、再生に挑む実験的プロジェクトである。耐震性能、防水性能、耐久性

能、断熱性能、遮音性能を建築の 5 要素とし、そのすべてが失われた建物にまずキッチン

の楔が撃ち込まれた。完成の暁には廃屋も消失か。 

 14007 住宅団地リノベーションにおける対話型設計方法の実践的研究：一層 6 戸 5 階建

て、専有面積 44 ㎡／戸、築 45 年の団地の中の 1 棟の改修である。一家族の構成は 10 年ご

とに変化するので団地はその縮図である。住民との対話を通じ住戸ごとの希望プランが用
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意されたが、既存プランに沿って内部に存在する 4 カ所の壁柱に阻まれ改修バリエーショ

ンが制約さている。古い壁構造の団地は厄介だが対話を重ね克服している。 

 14008 UR フリースタイルハウス：高蔵寺ニュ－タウンに多くの集合住宅を抱える UR

都市機構が若年層の流入を課題とした DIY 改修提案をパネル展示して入居者を募集した。

中規模の 1 住棟の 1 室（2DK 47 ㎡）を UR がワンルームに改修し、主に自由業者を対象と

した DIY 改修案を作成した。入居希望者はこれらの案を採用、または参考に DIY により改

修可能となる。ラーメン構造なので改修は容易で、退去時の現状復帰費用も抑えられる魅

力的な企画である。 

 14009 団地のゆくえ：石神井公園団地も老朽化と高齢化に伴い、他の団地と同様な問題

を抱えているが、空き室率は 10％以下で耐震補強済。周辺環境も整っているところから、

建て替えではなく、住民のアンケートなどに基づく大胆なリノベーションの提案である。5

階建ての二列の住棟群に挟まれた空地に 4 層のデッキを築き、すべての住戸のアクセスを

デッキから行う。独居老人には広すぎる住居は二人が住めるように改造も行う。住戸のリ

ノベーションの限界を見越した、建て替え以上の結果を目標とした斬新な提案である。こ

のコンセプトは顕彰に値する。 

 14010 HHH 博多の住宅：分譲マンションのリノベーション。ラーメン構造のため水回り

以外のスペースはワンルーム化も可能。提案ではスペースを、短冊状に扉壁で二分し、ベ

ランダ側と外廊下側を細長いスペースで結び、光と風の通りを良くしているが、扉壁を稼

働間仕切りとする提案もあったのでは。 

 

4．構法開発など 

 14003 よせぎの家プロジェクト：小田原の地場産木材の振興と応急住宅モデルの実物展

示による情報発信が目的。構法の異なる 5 棟のバンガローとして、学生によるセルフビル

ドで建設された。地元の大工さんなど職人の技を見ながら、実際に木材を手で触ることは

木造建築を学ぶ学生にとって貴重な体験と思われる。 

 14006 都心の防火地域に建つ耐火純木造建築－（仮称）音の葉グリーンカフェ：防火地

域に求められる木造耐火建築の制約に対し、耐火木材（FR ウッド）と既往の技術との組み

合わせで木質感あふれる木造建築が実現されている。FR ウッドは、梁、柱の燃え代部分に、

難燃薬剤を注入し、炭化の進行を食い止める仕組みとなっている。外観からは必ずしも木

造建築には見えないが、内部空間は気持ちの良い木質感にあふれている。 

 14012 断熱サンドイッチパネルを用いたノックダウンハットの試作：一日あるいは数日

で建築可能な仮設構造物は、災害時の緊急シェルターや、身近な、倉庫や勉強部屋として

の需要がある。ここで開発された、部品化されたパーツ（壁パネル）を現地で組立完成さ

せる方式は、この種の構造物では一般的手法であるが、パーツ数を 小限度とし、解体組

立が容易で、増設の自由度が高いなどの点に卓越したシステムが求められる。耐風・耐雪

強度や防水・断熱・遮音など基本性能の向上が今後の課題と思われる。 

 14013 ”city” in apartment：個人の生活は、究極的には、 低限のプライバシー が守れる
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空間があれば、他は、公共の空間でも成立する。現代社会に求められているのは、「個」の

自立支援システムであり、従来の団地では「住」の問題は解決できない。この観点からの

新しい団地の提案である。この論文では、シェアハウス、DIY 住宅、SOHO、シェアオフィ

スなどの、新しい需要に対する一つの回答が示されている。社会問題の多くは住宅問題で

ある。すでに社会問題化しているシェアハウスの、あるべき姿の研究と実践は法整備も含

め緊急課題である。 

 14017 屋上木化－地上 31m の木造住宅地－：大阪御堂筋の高さ制限が 31m から 50m に

緩和されたこと受け、軽量な耐火木造建築による増築の提案である。上部 4 層までは 1 時

間耐火であることから 大 4 層、19m の増築を行い、御堂筋の高さを 50m に統一し景観の

改善も図る。免震装置の上に増築しても、土台となる既存建物に対し、4 層分の荷重の負担

や、すでに既存不適格の建物の問題など、夢も課題も大きい。 

 

5．都市再開発 

 14016 杭州市における農村基盤高密居住地（城中村）の再生：開発が遅れ、密集した城

郭内部の街区を、減築によってオープンスペースや農地を造り出し、Urban Village という土

地の文脈を生かし、生活通路や商店街を整備し、農のある都市生活を取り戻す再生プロジ

ェクトである。困難な住民との対話に加え、日中関係の悪化により現在中断している様子

であるが、都市計画は継続が重要であり、粘り強い取り組みによって必ず実現するので今

後の再開を期待したい。 

 

＜顕彰者＞ 

・14009 団地のゆくえ 石神井公園団地のリノベーションをとおして：中島奈津実（日本

大） 

・14014・14015 平成の京町家・市街地型集合住宅団地 K 町プロジェクト その 1・その

2：村田真悟（京都大）、森重幸子（京都大）ほか 

 

 

●空間創造過程での温熱環境・音環境（14030～14041） 

講評：佐藤英治 

 今回のテーマは建築家あるいは空間デザイナーがその思考プロセスで、温熱環境・音環

境をどの程度考慮するのか、であった。これはハードとソフトの両面があって然るべきで

あろう。また諸制約により当然削除されるべき多数の発想・アイデアなどがあるが、温熱

環境・音環境はその優先順位がどの程度なのかを明確にしたいと感じていた。総体的には

建物の省エネルギー手法、環境との整合が主となった感じがする。今日の建築家にとって、

環境に対する配慮がここまで大きな要素となっていることは驚嘆すべきことである。さら

にこれを具現化する手法が緻密で先端的であることに感動を覚えた。 
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＜顕彰 1＞ 

 14036 雨やどりの家：三宅正浩（y+M design office） 家族構成、家族間の相互距離、必

要空間の大きさ、 適温熱環などは時間・時代とともに変化する。しかし住宅という括り

で扱わなくてはならない。これを部屋ではなく小さな家的な空間を構成して対応を試みた

もので、実に緻密な配慮が伺われる。各空間は独立しているが、共通空間とも呼ばれるべ

きもので接続している。マクロ的な温熱環境を、自然エネルギーを利用しつつ全体で確保

し、各小家でミクロ的に対応する。小家の熱が共通空間に流れそれが外部へと流れる。共

通空間が熱的なバッファーゾーンとなっている。出来ればこのコンセプトをさらに荒々し

く進めて、各小家が独立し、これに独立した大屋根が掛かる構成を期待したい。必要があ

れば小家を建て増し、接続をし、分割し、撤去をする。小家を引き家式に移動できればさ

らにこのコンセプトは大空間にも発展しうる。秀逸な作品である。 

  

＜顕彰 2＞ 

 14039 建築と都市・自然との接続 省エネ立体都市あべのハルカス：原田哲夫（竹中工

務店）ほか 本計画は、熱エネルギー的には建築と称するより、地域開発である。特に異

種の用途を持つ建物を一体的に扱い、エネルギー的に負荷特性をたくみに組み合わせた合

理的な計画である。特殊条件は各用途別空間のエネルギーを横断的に利用できること、す

なわち空間所有者が同一であることであろう。地域熱源方式に似るが、実はこのエネルギ

ーの横断的利用可否で大きく異なる。この計画の優れた点はエネルギーの巧みな組み合わ

せとボイドの大胆な利用である。ボイドは往々にして計画段階でのシミュレーションと実

際が食い違うケースが多々あるが、本件はこれまでのノウハウの蓄積が生かされる例であ

ろう。建築意匠との整合性のある大規模で、大胆なエネルギー消費量削減策は優れている。

今後の大規模建物・開発のひとつの優れた解である。 

 

 14030 ソーラーデカスロン 2011 における「おもてなしの実践：「おもてなし」は本質的

には発表文にある通り、＜しつらい＞＜よそおい＞＜ふるまい＞を、相手に合わせて、季

節にあわせて変えることである。この 3 要素はすべて日本独自の伝統的で特有な産物を前

提としている。これにはヒトがいなくてはならない。薄く軽い衣をまとい、話に相槌を軽

く打ちながら、団扇をひざ前でゆっくりと使って微風を客に送る、これが「おもてなし」

の一典型であろう。「物珍しさ」を超えてその背後にあるものを、人を含めて理解してもら

うことは重要である。季節感の全く異なる場面に、これらの三要素をあえて持ち込んだと

ころに大変に興味がある。 

 

 14031 ソーラーデカスロン 2012 における「OMOTENASHI HOUSE」の設計と現地での

施工の様子：考えるべき点は、部材のユニット化・モジュールかであろう。今後は災害用

仮設住宅への展開をも念頭におくべきであろう。遠隔の地に短時間で大型建設機械なしで

建設し、ある期間後に撤去する条件を考えればまさに災害用建物のプロトタイプではない
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だろうか。数千の構成部材にする必要があったのかは疑問である。解体時の部材の扱いか

ら、部材数削減の何かヒントが得られたのではないか。ソーラー発電が何に使われたのか

（何が必要不可欠なのか）の記載が欲しかった。 

 

 14032 Comney Project-ソーラー・デカスロン・ヨーロッパ 2014：圧倒的な現実として自

然環境は制御できない。室内と外界を諸種の手段でバッファーゾーンを構成して室内温熱

環境を維持する試みは常套手段。ただしこ今回の手法はユニバーサル的ではなく、特殊解

であるとの認識が必要である。主として生活に関する動脈的な事項が主体となっているが、

エネルギー源は静脈的側面にもあることをしっかりと捕らえるべきであろう。重要なのは、

内部で生活するヒトたちの生活レベルの設定であろう。ソーラー発電量 10kWh で総てが決

せられるのではなく、生活レベル設定からの必要エネルギー量の緻密な解析・積上げが必

要と考える。「居住者が自ら室内環境を調節する」考えは、今後の再生可能エネルギーの利

用の基本となる大切な提示である。 

 

 14033 Layer House：独立住宅の空間を家族の活動レベルで区分けし、その区分けされた

空間が緩衝空間を介して配置される。温熱環境的に緩衝空間が明確化されすぎている感じ

がしないでもない。温熱環境的なグラデーションを家族自身がどう構築するかに興味があ

る。プライベート空間即静的空間ではなく、緩衝空間を含めてのフレキシビリティが確保

されると家族の生活の変化に対応がしやすいのではないだろうか。緩衝空間が家族の状況

に応じて私的空間にもなり得よう。緩衝空間の熱的効用は高いと感じる。 

 

 14034 アルゴリズムを用いた環境設計プロセス：場合によってアルゴリズムは空間創

造・建築設計プロセスの秘め事的な側面を突くものの一つではないか。数値化出来ないも

のに対する新しい切り口があるような気がする。抽象化・数値化する際の諸現象の単純化、

設計過程でのひらめきや、陶芸での窯変的な想定外事象などをどう捕らえるか。本来見え

ないものの可視化がもたらす異次元的な魅力は十分にありうる。ファサードデザインに対

する新しい手法ではありうるが、それが設計自体では無い感じはする。「建築としての壁」

と切り離されたファサードスキンが、風・日射・雨などの自然現象でさまざまに変化する、

など夢が膨らむ。 

 

 14035 四日市駅前ビル：市街地に建つオフィスビルと周囲環境との典型的な例である。

西面を外装ルーバーで覆い、西面の負荷削減対応としてなり複雑で大掛かりな仕掛けであ

る。温熱環境的には外部、バルコニー、コミュニケーションエリア、執務空間とグラデー

ションは確立されている。西側の不利な負荷条件を克服するための手法としては評価され

るべきであろう。ただしこれまでして西面と真面から対峙することが正解かは多少疑問が

残る。ここまでルーバーを細かく割ったのなら、一部を手動で可変にしたい感じがする。

日射は自然エネルギーの代表であり、一工夫をしてエネルギー源として取り込むことも有
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り得る。ダブルスキンファサードとの有利性も討はされたことであろう。 

 

 14037 北海道の自然の恵みを 大限に生かしたエコファクトリー：先進的で確立された

諸種の省エルギーシステムを盛り込んでいる。これだけの省エネ設備を取り込めば、経済

的には償却が難しい感じを持つ。CO2 削減に対する施主の立ち位置に恵まれたケースであろ

う。木材と同じく自然エネルギーの利用はまさに地産地消である。生産部門の排熱利用を

行える点は有利だ。常に疑問を覚えるバルキーな雪の貯蔵はここにもある。敷広大な敷地

利用の貯氷も有り得たのではないだろうか。寒冷地、特に札幌地域でのダブルスキン適用

は勇気がいることである。CO2 削減率 50％は、これら施策を全く行わないときを基準とし

たとすれば、少し割り引く必要があろう。自然エネルギー利用技術は常に進歩するが、こ

れらの進歩・技術革新への柔軟性はどのように盛り込まれたかを知りたい。小さな生き物

たちの住みやすい環境は、実はヒトにとっても住みやすい環境である。ここまで再生可能

エネルギーシステムを織込めたことは賞賛されるべきであろう。もっとも知りたいことは

「初期投資の回収は何年かしら？」。 

 

 14038 京都水族館：臨海部設置が原則の水族館を、都市部のど真ん中に作る面白さは秀

逸である。 先端技術を駆使して如何に自然の生命をそれらしく見せるか。これは現代の

マジックショーである。目の前の可愛らしい生命を支えるその背後・足元には膨大な機械

設備装置類と微細制御システムがあるが、これは臨海部の水族館も同じである。この種の

施設での環境は温熱、通風、視覚、聴覚、触覚、着衣、非日常性への期待感・高揚感、周

囲の人たちなど多要素包含するもので、すべてを 適化などとてもできない。これをばっ

さりと切り分けた点は評価されるべきだ。ミストが開放空間でこのように効果があるとの

検証は、今後のミスト利用のガイドとなりうる。温熱環境はこの程度のおおらかさでよい

のではないか。 

 

 14040 留萠信用金庫中央：典型的な高天井空間を持つ建物である。在人域のみの温熱環

境を維持する方法は、床面・壁面・天井利用の輻射方式、直接接触式伝熱方式、床・壁吹

出し置換式冷、ショートサーキット式などの組み合わせである。床式での原則のペリメー

ター処理は規模的に難しかったのであろう。ペリメーターのドラフト防止ヒーターがある

のか定かではないが、必要であろう。夜間の熱損失を防ぐ日本式障子・襖を、シャッター

代わりにガラス面内側にモダンに使うアイデアが、銀行ならば成り立つ可能性があるので

はないか。 

 

 14041 北海道工業大学体育館 HIT ARENA：寒冷地の大学の体育館。幕天井・地熱利用

ヒートポンプ・床冷温輻射などの工夫がされている。記述が無いが、床下プレナムより冷

温風の体育館内への一部吹込みがあるのであろう。運動量が多い利用者に対して、静的で

均一的な輻射方式の快適性は検証される必要があろう。運動者が好むドラフト（運動種類
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による循環ファンの運転など）がどのように用意されているかは興味がある。地中熱利用

は蓄熱設備を組み合わせて、全体の熱効率を上げることが望ましいのではないか。有効度

の高い中間期・ピーク時のナイトパージの自然換気が弱い感じがする。暖房停止後の温度

低下が小さいことは、周囲建物の蓄熱効果のためであろう。大空間を多数の小間仕切りで

使用する避難施設使用の場合の床輻射効果は大きい。これまで比較的軽視されてきた商業

目的以外の体育館の温熱環境をまともに捉えた点は評価されるべきであろう。 

 

 

●単体を超える遺伝子（14042～14054） 

講評：平田晃久 

「単体を超える」という言葉で問おうとしていたのは、建築デザインが限られた枠組み

の中での形式的ゲームのような様相をどのように越えられるか、である。建築家や単体の

プロジェクトの「個性」が、より大きな文脈で何を生み出せるのか、を問いたかった。従

って直接的には、単体を構成する原理がどのように新しい集合をつくれるか、が主眼であ

った。 

とはいえ、個別の実践においてはほとんどの場合、単体の設計を行うわけである。そこ

で前半の「遺伝子をつくる単体」では、複合的状況を変える可能性をもつ遺伝子を、個別

のプロジェクトを通して議論しようとした。ここでいう遺伝子とは、建築の普遍性という

枠で議論されるような抽象的な特性ではなく、もう少し即物的あるいは具体的な伝播力を

持った何か、である。そのあたりの議論のベースが曖昧なプロジェクトもあったものの、

逆に当初予想していたより多岐にわたる議論ができた。 

「赤い光による黄檗文化的変容と回帰」は、萬福寺の伽藍の中に位置づけられる空間で

あり、複合的状況から単体を抽出する知的な提案である。赤い光という通常避けられがち

な特性が引き継がれていて興味深い。 

「台湾客家文化センター」は、三角形の閉図形でできた構造単位を地形に沿って増殖さ

せ、応力的に不要な線分を削除するという、きわめて具体的で一般的な方法を、クオリテ

ィー高く実現している。 

「東京大学生産技術研究所アニヴァーサリーホール」は、レトロフィットという考え方

が具体的かつ上質に提示されていた。 

「多重螺旋配列を用いた構造体」は、バイオミミクリな配列パターンを建築に応用する

試みである。特定の配列パターンがなぜ特定の建築に応用することが合理的なのかをさら

に問うと良いかもしれない。 

「積み木の家」は、積み木による井桁状の架構の可能性が示唆されていた。より大規模

でダイナミックな展開が見てみたい。 

「3 つの風の家」は、風に反応する回転体を持った一連の建築が提案されていた。ガラス

の境界と風の抜けの関係がやや不明瞭だが詩的である。 

「それは水面から続く地形のように それは、海底を彩る珊瑚のように」は、グリッド
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状のプランを波のような形状に立ち上げて流動的な空間をつくる試みである。プランに可

能性を感じた。 

 

後半は「遺伝子がつくる集合」というテーマで、グループ論的な展開を見せている作品

を中心に議論が進められた。 

「地域との共同による街の遺伝子の発見とそのデザインビジョンの探求」および「既存

インフラを生かしたコモンズを内包する職住共存のまちを育てるデザインルールの提案」

は、京都の修徳学区をケーススタディにしたワークショップによるリサーチと具体的提案

の組み合わせであり、力強いものとなっている。セットバックするボリュームという単体

のデザインコードを導入することで、他にはない新しい街区をつくり出すことが提案され

ている。 

「低層住宅地における新しい外部空間の構成手法の提案」は、住宅地の街区割りをテー

マにしている点で興味深い。ただ、提案そのものはやや特殊すぎて、伝播力が弱いように

も思われた。 

「ひとめぐり-東京臨海都市、オリンピック村とその後」は、東京オリンピック決定を予

言するようなパワフルな提案である。ただ、やや既視感がある俯瞰的な手法しか見られな

かった点が気になった。 

「そびえる塔、未来を切り開く」は、東京タワーを覆う植栽でできたスキンの提案であ

る。提案そのものとしては興味深いのだが、この方法がどのようにまちの複合的状況をか

える遺伝子たり得るのかが分からなかった。 

「都市に子どものあそび場を取り戻す」は、京都のまちから格子という要素を取り出し、

現代的に増殖させて再びまちに埋め込む試みである。 

後半は、より集合的な様相に向けての単体のあり方を巡って、当初の出題意図に近い話

になったと思う。こうした試みが、紙面上の提案を越えて、よりアクティブに展開される

時代がもうすぐ来ることを予感させた。 

 

＜顕彰者＞ 

・14043 台湾客家文化センター：高橋健人（竹中工務店）ほか 

・14049 地域との協働によるまちの遺伝子の発見とそのデザインビジョンの探求 京都の

まちの将来像・修徳学区 その 1：太田裕通（京都大）ほか 

 

 


