
2014 年度大会（近畿） 

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。 

 

【「普通」の建築をめざして（14087～14104）】 

講評：岸 和郎（京都大学教授） 

建築における「普通さ」という概念は 1970 年代初めごろ、近代建築の巨匠時代の終わり

に際して、ロバート・ベンチューリによって極めて批評的に、しかもアイロニカルに持ち

出されたものである。それから半世紀近い時間が流れ、しかもソ連の崩壊、阪神・淡路大

震災や東日本大震災、それに 9.11 といった事件に伴う社会像の変化の中で、建築の「普通

さ」という概念は変化していく。それは批評的でもなく、アイロニカルでもない、むしろ

オプティミスティックに目標としても設定可能な建築概念になったのではないか。 

そういう問いかけに対して、様々な解答が寄せられた。一方で大手ゼネコンの設計施工

によるプロジェクトがあり、もう一方で大学での卒業設計もあった。それぞれの立ち位置

からの「普通さ」のプレゼンテーションはその立ち位置の違いを超えて幅広く、現在の我々

に取っての、建築の「普通さ」の概念が一意的には定義不能になっていることが確認でき

た。 

何かの問いかけに対して解答、それも正解を一意的に提示することが、建築の設計では

ないと考える。今回のプレゼンテーションの幅広さこそが、我々の時代、現代を象徴して

いるのではないだろうか。 

 

「普通」の建築をめざして（1） 

14087 東大谷高等学校泉ヶ丘学舎：片廊下型のリニアな建築を雁行させ、結果として生

まれた 3 つの中庭にそれぞれ異なった性格を与えるという設計方法。片廊下であることが

結果として 3 つの中庭の性格分けに寄与している。願わくば、緩やかに傾斜する敷地形状

との断面的な相関が示されると、建築の魅力は倍加したのではないだろうか。 

14088 京都市八瀬小学校 小さな森の音楽堂：京都市北東部、厳しい風致規制を受ける

場所に計画された建物。RC と木造を混ぜながら、表情としては木材を生かした空間が出来

上がっている。風致規制を受ける場所でもあり、今少しプロポーションやディテールに日

本の伝統的な味わいが表現出来ていると、さらに良かったのではないか。 

14089 代々木ゼミナール札幌校：札幌駅前に建つ建築であり、コアを北側に寄せ、南、

東の接道するファサードに、ダブルスキンのガラススクリーンを設け、インターフェイス・

ゾーンを設けることで寒冷地での環境対応を考えている。外部とのインターフェイス・ゾ

ーンを設計の鍵とするなら、残りの北・西面にも東・南とは別のやり方でインターフェイ

ス・ゾーンを取れていれば、より説得力が増していたのではないだろうか。 
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14090 テラス武蔵野中町：南北に伸びる住棟を基本とした集合住宅である。南に面する

だけが集合住宅の解答ではないことは承知しているが、北側の公園との対応を含めて、住

棟配置を含めて、周辺環境との対応関係がもう少し説明されると良かった。 

14091 鹿島技術研究所 本部研究棟：ゼネコンの技術研究所がどのように考えられて設

計されているのか、興味を持って見た。構造や空調、さらに家具やインテリアデザイン、

さらにはパラペットの形状までもが極めて合理的なプロセスを経て決定されている事を知

り、この「合理性」は現代の建築が担うべき「普通さ」の一要素であろうと考えた。 

14092 淀川キリスト教病院 もてなしと医療と祈りの空間の融合：キリスト教に基本を

置く病院の計画であり、中央にチャペルを配置し、それがこの病院の外観上の特徴ともな

っている。高密度な病院計画であると思われるが、このボリュームのある建築が周辺環境

とどんな関係にあるのか、その点がもう少し説明されれば、より理解しやすかったと思う。 

 

「普通」の建築をめざして（2） 

14093 本郷学園 2 号館 都市型スクールをつくる：東京都内に建つ学校の計画。狭い敷

地の限定された場所に垂直に積層する形式を選択せざるを得ないという計画であり、この

特徴となっているアーチと格子という形状はその結果選択された。限定された条件下での

解答であることは十二分に承知しつつも、アーチという構造形式は歴史的に様々な意味を

担わされており、それが立面に少々過剰な印象を与えている事は否めないのではないか。 

14094 e コラボつるがしま：大学研究室が設計の主体となり、集団設計、パブリックミ

ーティング、といった住民との協同作業の結果として実現した施設。設計プロセスが通常

の建築とは異なっていることもあり、竣工後の住民の評判や意見といったものを含めてプ

レゼンテーションすれば、より意義深いものになったのでは、と考える。 

14095 集まってくらすということ：卒業制作であるかどうかは未確認だが、学生の自発

的な計画案である。スラブを積層させ、そこに内部空間と外部を発生させるという計画案

であり、内外の中間領域に設計者の興味が置かれている。一方で、住宅の内部空間や外部

空間の使い方を含めた詳細の記述はなく、住宅の「住まい方」が大きな課題となった時代

から遠く離れたことを実感する。 

14097 こどもを守るこども園 山武市しらはたこども園：東日本大震災の津波により被

害を受けた 4 つの幼保施設を一カ所にまとめるという計画。特徴的な形状、特に断面形状

が津波を避けるべく計画されていることは了解出来たが、平面形状も同じく特徴的であり、

それの決定方法についても説明されると良かった。 

14098 柏崎えんま通り商店街におけるまちづくり市民事業による創造的復興まちづく

り その 2：中越沖地震により被害を受けた商店街の復興まちづくりである。職寝併用の木

造住居が並ぶ街並みであったものの、その業態が時代の変化と共に成立しなくなったため、

過去の形式での復興に意味がなくなるという状況の中、共同店舗などの新しい形式を導入

することでまちの再活性化を図りながら、同時にデザインとしての歴史の継承を考えると
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いう作業は、極めて現代的な営為である。巨匠の時代から遠く離れた現在、こうした「普

通」の作業は一見すると地味だが、実は建築の重要な問題構制に関わるものだと考える。 

 

「普通」の建築をめざして（3） 

14099 施設一体型小中一貫校における 9 年間のまなびの提案 宇治黄檗学園の試み：タ

イトルのような提案である。相当に高密度な計画のように見え、建築だけではなくランド

スケープとの関係や周辺環境との対応を説明していただければ、より理解も深まったと考

える。 

14100 T - HOUSE：地方都市郊外に建つ住宅の計画である。設計者が設計の主眼だと考

え、プレゼンテーションされたいくつかの空間と、それ以外の空間との関係を今少し説明

されると、理解が深まったのでは、と考える。 

14101 両縁側の家：工務店のモデルハウスとして建てられた住宅。設計者が主題とした

両縁側の空間という、外部とのインターフェイス・スペースと、それがどのように工務店

と地元に受け止められたかという報告はリアリティに溢れており、地方都市の工務店主導

の住宅という現実の中で、設計者の立ち位置とは何かを考えるとき、示唆に満ちている。 

14102 自然を享受する建築：ジェフリー・バワの建築を研究する事で自然の建築への取

り入れ方を抽出し、それを再構成することで建築を設計するという方法論のスタディとし

ての計画案。分析と再構成が主題だが、バワの建築が亜熱帯の敷地に建つ建築である事か

ら、その抽出された作法が具体的に設定された敷地、それもモンスーン地帯の日本でも可

能なのか、環境条件まで広げた考察も必要とされるだろう。 

14103 商品化住宅に向けた環境配慮住宅のプロトタイプとその標準仕様に関するプロ

ジェクト研究：ALC を外壁に使う商品化住宅の外壁をダブルとすることで、環境対応を幅

広く可能にすると同時に、意匠的にも可能性を広げようという研究。商品化住宅という、

極めて今日的で「普通」の建築に対する提案として、興味深い。外壁や開口部の具体的な

測定データなどが示されると、より計画案の理解が深まったと考える。 

14104 しあわせの生まれる場所 新潟県五泉市における地域型産科診療所の提案：その

建築の全体像ではなく、様々な部分の雰囲気を記述することで、その総体として全体像を

暗示するという計画案は、最近の学生作品の傾向でもある。空間や技術ではなく、ある「雰

囲気」として建築を記述するというこのやり方はドラマティックな表現やヒロイックな建

築像からはほど遠く、もっとも今日的な建築の有り様を見せてくれている。 

 

＜顕彰者＞ 

・14091 鹿島技術研究所 本部研究棟：米田浩二・杉岡正敏・東郷裕幸 

・14098 柏崎えんま通り商店街におけるまちづくり市民事業による創造的復興まちづくり 

その 2：益尾孝祐・岡田昭人・田口太郎・佐藤滋・石塚正和・石黒卓・三井所清

典 
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【建築のデザインと技術を人々に「開く」（14105～14123）】 

講評：松村秀一（東京大学教授） 

 

建築のデザインと技術を人々に「開く」（1）－つくるプロセスを「開く」実践 

14105～14109 の 5 題は、つくるプロセスを「開く」実践に関するものであった。14105

は、ジャカルタの高密度居住区の良さを残しつつ、高密度ゆえの居住環境の弱点を補う改

修工事法を提案したもので、研究組織メンバーが現地に住み込み、住民とのワークショッ

プを繰り返しながら改修デザインを丁寧に進めていくそのプロセスが、この部門のテーマ

に相応しいものとして評価され、優秀発表の一つとして顕彰された。14106 は、石巻に子ど

ものための場をつくるにあたり、実際の利用者となる地元の子どもたちの主体性を施設の

計画および運営段階に導入するプロセスを実現したもので、これもこの部門のテーマに対

して示唆に富む内容であった。14107 は、九州大学の学生寮の敷地に、世界各地から集まる

留学生が半屋外でゆったりと交流できる場を実現しようと、やはり利用者である留学生の

主体性を計画と建設段階に導入するプロセスを構築したもので、竹を用いた建設への参加

が特に交流を促進する効果を上げたことが報告された。14108 は、東日本大震災の被災地の

継続的に入り込んできた大学のグループが、その一環として地元住民との交流の中で設計

案を練り上げ、学生と住民とが建設に参加する形で実現した公民館に関する報告であった。

14109 も、被災地での継続的な取組みを行う大学のグループが、住民の集まれる場を実現す

べく、住民を巻き込んだ形の自力建設を行った事例の報告であり、竹を用いた独自の構造

方式と比較的規模の大きな建築の自力建設方法が注目を集めた。これも優秀発表の一つと

して顕彰された。 

 

建築のデザインと技術を人々に「開く」（2）－利用の構想或いはそのための道具立て 

14110～14114の 5題は、利用の構想あるいはそのための道具立てに関するものであった。

14110 は、学生による設計提案で、谷口吉郎が設計したことでも著名な秩父太平洋セメント

第二工場を、セメントの原料を伐り出すために削られてきた武甲山の元々の植生を体感で

きる植物園として利用するコンバージョンを主たる提案内容とするものであった。14111 は、

やはり個人によるコンバージョン提案で、全国各地で廃業の増えているガソリンスタンド

に着目し、その既存構造部分を活用して今後必要とされる津波避難タワーを実現すること

の可能性を示したものであった。14112 は、学生個人による発表で、合板から切り出した数

種類の部品を用いて、演劇関係者自らが組立て・解体を繰り返せるような劇場用の構法シ

ステムを提案したものであった。14113 も、学生による提案で、東京の西新宿の既存の学校

に対して大規模な増築行為を施すことで、新たにオフィス空間を用意し、学童とオフィス

ワーカー等の大人社会が出会い接触する場をつくり出すことを狙った設計内容であった。

14114 は、現在使われなくなっている両国公会堂を美術館にコンバージョンし、それが面す

る旧安田庭園とともに、人々がこの独自な質を持つ都市内空間をより豊かに使えるように
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しようとした、やはり学生による設計提案であった。 

 

建築のデザインと技術を人々に「開く」（3）－既存ストックの新たな利用 

14115 から次のセッションの終わりまで、大手の建設会社あるいは設計事務所による、実

施例に関する発表が続いた。その中で 14115～14118 の 4 題は、既存ストックの新たな利用

に関する実施例の報告であった。14115 は、大阪市所有の重要文化財旧桜宮公会堂（明治初

期建設）の借り上げを行った事業者とともに、その建築のオリジナルな良さを極力活かし

ながら結婚式場にコンバージョンした事例の報告であった。14116 は、築後 200 年の寺院本

堂の耐震改修実施例の報告で、「見えない補強・見せない設備・甦るお堂」を旨とする技術

適用が主題であった。14117 は、吉田五十八の設計による大和文華館の築後 50 年目での改

修工事に関するもので、美術館機能の向上、バリアフリー化、耐震改修を主な内容とする

技術適用の報告であった。14118 は、ともに昭和初期に建設された旧神戸生糸検査所の 2 棟

の建築をデザイン系施設として保存活用した事例の報告で、技術適用の内容とともに建築

基準法 3 条の適用についての報告が行われた。 

 

建築のデザインと技術を人々に「開く」（4）－その他技術適用 

14119～14123 の 5 題は、必ずしも全体テーマとの関連性が強くなかったため、「その他技

術適用」の報告として一つのセッションにまとめた。14119 は、銀座の複合テナントビルの

外装設計に関するもので、ダブルスキンの外側を工作物扱いとしたうえで、オーナーや利

用者の要求の変化に従って比較的容易に表情を変えられるものとしたことが報告された。

14120 は、大阪の放送企業本社棟の設計に関するもので、透明性のあるダブルスキン、積層

スタジオ、環境配慮・防災性能を中心に報告がなされた。14121 は、短工期が要請された屋

根付きスタジアムに関するもので、BIM を活用することでやや複雑な形態を短工期で実現

できたことが報告された。14122 は、東京都心部の中層オフィスビル設計例に関するもので、

1 階を 3 層扱いにしかつ繁柱を採用し構造単位を小さくした「マルチグリッドシステム」の

効用が報告された。14123 は、超高層集合住宅の構造方式に関するもので、長周期と短周期

の 2 種の架構を制振装置で連結することで、耐震性と平面計画の自由度を高められること

が報告された。 

＊ 

建築界がより広く社会の理解と支持を得てその専門的能力を十分に発揮し続けるには、

これまで以上にデザインや技術の価値が広く人々に理解され共感される方法を多様に考え

工夫していかなければならないというのが今回のテーマを設定した主旨であったが、今回

は計画・建設・運営への利用者の参加、社会での既存建物の再評価を促すコンバージョン

とが報告の中心であった。今後は、コミュニケーション技術を用いた方法等これ以外の人々

へ「開き方」が様々に考えられ試みられることを期待したい。 
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＜顕彰者＞ 

・14105 東南アジア都市高密度居住区における住環境改善の研究 ジャカルタ・チキニで

の住民参加型設計プロセスの実践：上田一樹・吉方祐樹・岡部明子・雨宮知彦・

鈴木弘樹 

・14109 浜の会所－学生たちが築く、みんなの場所―学生たちが築く、みんなの場所：陶

器浩一 

 

 

 

【デザインと燃費性能が優れた住宅・建築とは（14033～14053）】 

講評：田辺新一（早稲田大学教授） 

2013 年に省エネ法が改正された。住宅・建築も一次エネルギー消費量といういわゆる燃

費性能で評価されるようになった。2020 年までに一定以上の性能を満たすことが義務化さ

れる予定である。もちろん、燃費性能を満たすことは重要であるが、それが必ずしも良い

デザインの建築になるとは限らない。自動車と同じである。この発表会では、燃費性能に

もデザインにも優れた住宅や建築とはどのようなものなのか議論を行いたいと考えて企画

した。オフィスビル、データセンター、駅、住宅までの幅広い発表が行われた。セッショ

ンの後半では、大学対抗のエネマネハウスの取り組みに関する発表が行われた。 

 

デザインと燃費性能が優れた住宅・建築とは（1） 

第 1 セッションではオフィスを中心とした発表と議論が行われた。清水建設本社では、

放射空調でフリーになった天井デザインが注目された。50,000m2の本社オフィスであるが、

カーボンゼロをめざして 30kgCO2/（m2・年）の温室効果ガスを実現している。最終的には

カーボンクレジットでゼロになる予定。ペリメータ負荷に柔軟に対応している。照明エネ

ルギー消費量が劇的に変化。放射空調のメルクマールになる建築である。高知電気ビルは

開いた省エネを目指したオフィスである。アスロックと Low-e ガラスのフレームレス窓、

バーコードのデザインが特徴的である。大正製薬関西支店は中央部の吹き抜けが特徴的、

風と光を取り入れる。特に緑化バルコニー、両面採光、自然換気とドライミストはデザイ

ンの丁寧さを感じる。薬草庭園、遮光水平ルーバーもおもしろい。チャンバー方式ペリメ

ータ専用個別空調は放射効果もあり注目される。年間一次エネルギー消費量 937MJ/（m2・

年）は秀逸である。第一生命新大井事業所は事務所と配送センターを新築したプロジェク

トである。170m のファサードから卓越風を取り入れるデザイン。バルコニーに空調機を内

蔵。年間一次エネルギー消費量 1,000MJ/（m2・年）の目標から、実際には 669 MJ/（m2・年）

で運用している。さらに ZEB に向けたシナリオで 310 MJ/（m2・年）まで到達しそうであ

る。これは小学校程度のエネルギー消費量で驚くべき性能である。太陽熱パネルを設置し

て nZEB を目指している。知的生産性の評価、オフィス、中庭、周囲に建築を開く、モチベ
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ーション向上など様々な取り組みが行われている。神戸製鋼所本社ビルではセンターコア

でエコボイド採用。8 度の傾斜窓が特徴的である。設備容量を 10%低減するなどピーク負荷

低減に言及している点が重要。欄間を設置、BCP 対応、津波対策も行っている。塩野義製

薬では知的生産性を高める省エネ研究所を目標としている。メガフロア、木質材料、吹き

抜けなどが特徴的である。竣工後検証している点が重要である。7 つの調査を行っている。

環境シミュレーションも活用している。2013 年には節電でも快適になった。場所に対する

満足度、行動観察も行いエビデンス収集に努めている点は高く評価したい。 

 

デザインと燃費性能が優れた住宅・建築とは（2） 

第 2 セッションでは、オフィスから駅、データセンターまでの発表が行われた。オーク

表参道は環境融合型ダブルスレイヤー・ファサードを採用している。丹下建築の建て替え

の気持ちに関して質問があった。外装 TMD により耐震性能と環境性能を実現している。排

気型ダブルスキンはおもしろい。ファサードの奥行き感は秀逸である。南側の住宅地にも

配慮している。立命館大学の環境配慮建築物の紹介が行われた。多くの建築の紹介が行わ

れたが、個別の建築に関してもう少し時間をかけて伺いたかった。スポーツ科学部新棟で

は 13%エネルギー消費量を削減した。放射空調ベンチのアイデアはおもしろい。コジェネ

による熱融通も行われている。大学であるので教育効果からも機械に頼らない対応力を高

めるという発言が印象的であった。ウインドチムニーの検証に関する質問があった。JR 西

日本八尾駅の昼光利用に関する発表が行われた。駅舎では照明エネルギー消費量が大きい。

扁平な平面形状のためハイサイドライトの利用を行っている。自然換気が出来る窓になっ

ている。白を基調とした内観としている。事前に照明計算を行っている。駅などの半屋外

空間の環境設計はこれからさらに重要度を増すだろう。名古屋丸の内にある ctc データセン

ター。今やデータセンターは、モバイル社会の中心的な存在になっており、日本で 100 億

kWh の電気を消費しているといわれている。IT 分野のエネルギー消費量が増加しており、

日本の二酸化炭素排出量の 1%となっている。一般事務所ビルの約 20 倍の面積当たりの電

力消費である。データセンターには都市型と郊外型がある。都市型データセンターは利便

性が高いが、建築面積などの制約がある。一方で郊外型は将来の需要に沿った優れたデー

タセンターの計画が可能。今回のプロジェクトでは送電ロスを低減するため、低圧部分を

少なくする計画となっている。免震ピットの冷気で自然換気、空調はサイドフロー方式を

採用。2/3 省スペース。搬送動力を 1/3 に削減することが可能になった。さくらインターネ

ット石狩データセンターは若い起業家が積極的に取り組んだ意欲的なプロジェクト。その

ため冒険も出来ている。北海道石狩市にある 1,000 ラックのデータセンター、できるだけ自

然換気で冷却する。包み込むデザインが面白い。外気冷房を行うために気流が流れる様子

が形状になっている点が特徴である。廃熱を融雪に利用。PUE＝1.07～1.09 のデータセンタ

ーであり、Google にも負けない性能が出ている。 
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デザインと燃費性能が優れた住宅・建築とは（3） 

第 3 セッションでは、住宅に関しての発表と議論が行われた。盆栽町の家は、若い夫婦

と子供 2 人の住宅で、埼玉県の盆栽町にある。関東大震災時に盆栽業者が引っ越してきた

という特殊な敷地。庭に植栽、コアを中心に各室が配置されている。外界との接点のデザ

インが非常に良い。一昨日引き渡したばかり。温度差が少ない一体空間を実現。境界を明

確にしない作り方をしている。冷暖房はエアコンによる。燃費計算に関して国交省の WEB

プログラムを使用しようしようとしたが複雑で出来なかったとの回答があった。軒下の家

は 120m22 階建ての木造住宅。京都の夏は蒸し暑く、冬は底冷えする。周囲に 3 階建ての建

売住宅が存在する。景観条例で勾配屋根が必要になっている。1,800 ㎜の軒、半屋外の通り

庭、間接光が入る。床暖房の設置、温度センサーを利用した換気・排気システムがある。9

ヶ月の測定が綿密に行われている。次世代省エネ基準はクリアする性能である。WEB プロ

グラムよる燃費性能という質問に関しては、行っていないとのことであった。海南の家は

瀬戸内気候、和歌山県の 50 坪の住宅。夏の涼しさに重きをおく。エクセルギー消費は室温

18℃、外壁温度 25℃で最小になるとの理論から計画。アクチィブ手法、アースチューブ、

スラブの熱容量、放射による環境調整を行っている。室内はワンルームにアルコーブ。夏

は日射遮蔽制御を十分に行い、蓄冷床放射冷房を採用。Q=1.6、表面温度は 26℃になるので

除湿のみを利用しているとのこと。相対湿度の調整はエアコンで行う。丁寧な設計が行わ

れている。WEB プログラムに関しては開口部が小さいと数値が良くなるが、それが良いこ

とかという発言があった。木々とともに暮す山の家は、北軽井沢の大学村にある別荘地に

建設された住宅。ストーブを利用したワンルーム構造。湿気が高い場所のため全館除湿を

行っている。屋根と外壁は外断熱。外に排気が出来るタイプの除湿製品を採用。一次エネ

ルギー消費量算出 WEB プログラムに関しては知らないという回答。セッションを通じて新

しい住宅の燃費表示システムである一次エネルギー消費量評価が思いの外浸透していない

印象を持った。関係する研究者からも発言があった。 

 

エネマネハウス 2014 

エネマネハウス 2014 に関するセッションが開催された。エネマネハウスコンテストは経

済産業省資源エネルギー庁が主催する ZEH（ゼロエネルギーハウス）の建設、実証プロジ

ェクトである。お台場のビッグサイトに 5 大学の実験住宅が 2014 年 1 月に建設された。建

設時の資料は WEB でも閲覧できる。早稲田大学はアジアの住宅が参考になる Nobi-Nobi ハ

ウスを提案。3 重構造の住宅、居住者の行動に基づく住宅、富士市に移築をして年間測定を

開始している。芝浦工業大学の母の家、大きな屋根が片流れになっている。CLT で構成し

ているが日本の伝統的な構法を取り入れた。屋根が特徴的な住宅。会津若松に移築して測

定を行っている。千葉大学のルネハウスはエネルギー、ライフ、アジアを意識するととも

に、徹底した木材利用を行った。発表を行った田島氏はソーラーデカスロンに 4 年関わる。

ライフに関してはコアを中心とした生活を意識した。コンテナサイズで災害にも対応でき
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る。有機 EL 照明も利用。課題点として気密性能確保の難しさがあった。学生の教育効果も

大きかった。2014 年初夏にフランス・ベルサイユで開催されたソーラーデカスロンに出展

した。一連の国際的な活動は高く評価される。東京大学は都市型集合住宅のプロトタイプ

を建設。集合住宅の 1 住戸を切り取った計画になっている。2030 年の家、フレキシビリチ

ィーの提案が行われている。柔軟性の高い平面構成。南北の通風を意識した。稼働太陽光

発電パネルを採用。アクティブ老夫婦を想定。モニター期間の 1 月 27 日に実測でゼロ・エ

ネルギーを達成した。慶應義塾大学の共進化住宅は CLT で構成した都市型住宅。スキップ

フロアが特徴的である。設備機器を統合的に制御できるシステムを構築。今後の HEMS の

発展を予期するような提案。慶応藤沢キャンパスに移築して実験を行う。 

 多くの議論が大学対抗エネマネハウスに関して行われた。実験住宅であることもあるが、

住宅が装置化しているのではないかと指摘があった。実際の住宅ではそこに住む人のこと

を考えて計画を行うが、それがアノニマス化しているのではないかとの議論があった。建

設する場所は実際の場所で冬季であるがアジアを意識して建設を行うような課題設定にそ

もそも無理があるのではないかとの指摘があった。今後の ZEH をディバイスとしてのみ捉

えるのではなく、生活を意識して空間としての良さを考えることの大切さが議論された。

建設のスポンサーになった参加企業からも自社の研究開発ではまず考えないような取り組

みが行われたことは技術開発上重要であったとの発言もあった。ソーラーデカスロンに関

しては日本の大学は世界に対して挑戦して行くべきで、その土壌を作ることが大切である

ことが再認識された。 

＊ 

 全てのセッションを通じて非常に多くの参加者があった。有意義な議論が行われた。1 発

表が 4 分と非常に短いこと、ポスター発表を求めているが実際にはほとんど活用されてい

ないなど発表には工夫が必要ではないかと思われた。 

 

＜顕彰者＞ 

・14036 第一生命新大井事業所：石川修次（竹中工務店）・平野克彦 

・14043 外気冷房が実現する超環境配慮型データセンター さくらインターネット石狩デ

ータセンター：安田孝（大成建設）・豊原範之・中野弥 

 

 

 

【素材の持ち味を活かす創造的想像力（14142～14159）】 

講評：陶器浩一（滋賀県立大学教授） 

 “技術のあり方を考えよう”というのがテーマの趣旨である。 

コンピューターテクノロジーと中心とした技術の目覚しい発達によって、建築の可能性

は大きく拡がった。その一方で力任せの強引な建築も目に付くようになってきた。建築の
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歴史は、その時代その地域で使える材料を如何に組み合わせて、より自由で豊かな空間を

つくるかという知恵と工夫の積み重ねであり、それが文化として育まれてきた。技術が進

歩しても、それを乱暴に使ったり技術に使われるのではなく、新しい技術を駆使して材料

の新しい可能性、新しい建築の可能性を拡げようとする意思と知恵が必要である。 

このような想いで投稿を募った。ふたを開けてみると実に多様な投稿が集まり、調整の

結果 18 点がこのテーマセッションに選ばれた。 

テーマとして家具や遊具から大規模スタジアムまで、発表者も学生から大御所の先生ま

で、扱う“素材”も木や鉄などの構造材から風・光、さらには“記憶”といった概念的なものま

であり、千差万別であった。よく言えばバラエティに富む、悪く言えばバラバラな発表会

であるが、異なる分野や考え方の発表が一同に会して行われることこそが建築デザイン発

表会の魅力であると言える。同じ分野の人間が集まるとどうしても視野が狭くなりがちで

あるが、視点を変えてみればまたいろいろなアイデアも生まれてくる。“素材”といっても

様々な捉え方があるものだと、私自身も大変勉強になった。 

纏め方に苦慮したが、以下の 3 つのテーマに分けてセッションを構成した。 

・モバイルアーキテクチュアや家具、セルフビルド系の小さな作品 

・スタジアムなど大規模建築、構造システム 

・モノとしての“素材”ではなく、“記憶”や風、音、光などの“環境”を素材として扱うもの。 

 

以下、個別の発表に関するコメントである。 

 

14142 “加工しやすい”という麦わら成型合板の特徴を活かしたモバイルストラクチャの

提案。素材として小口の耐久性や耐候性に懸念が残るが、イベント会場など仮設的なもの

に有効であろう。 

14143 組木細工の玩具の仕組みを架構に応用した事例。木組みは木造の原点であり、日

本の文化を大切にしているところに好感が持てる。スケールの違うものに対して原理をど

のように展開してゆくかが課題である。 

14144 商品価値の無かった虫食い材を積極的に活用した事例。敢えて補修せず、欠点は

欠点としてありのままに使おうと言う気持ちに共感を覚える。性能上何処に問題があるの

かを把握して、より広い使い方を提案して欲しい。 

14145 3 次元 CAD を駆使した手作り組木ベンチ。中学生とのワークショップで組み立て

ているが、ハイテクとローテクとの組み合わせが面白い。今回は原初的なものであるが不

思議な組み手は木組の新たな可能性を秘めている。独創的な木造に発展してゆきそうで興

味深かった。 

14146 大壁を壁梁として開放的な空間をつくった木造住宅の事例。アクロバティックな

架構であるが、大断面集成材などのエンジニアリングに頼るのではなく、普通の材料で実

現している。解析と実験で安全性を把握して設計に取組んでおり、真摯な設計者の姿勢に
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共感を覚える。 

14147 シチリア島の遺跡調査用シェルター。合せ梁の格子木組みであるが、プロポーシ

ョンが美しい。システムを追求するとそれ自体が優先されてどこか不恰好になることが多

いが、この作品は全体のフォルムと部材のディメンジョンの組み合わせが秀逸である。是

非このアイデアを展開していって欲しい。 

14148 ケーブルネットの原理とその歴史について俯瞰し、特徴を再整理したうえでの新

たなシステムの提案。現在議論になっている新国立競技場への技術的な視点での問題提起

でもある。デザインとテクノロジーとの関係、技術のあるべき姿を考える上で大変示唆に

富む発表であった。 

14149 CAD-CAM をテンセグリティ構造に応用したデザインシステムの開発。複雑な架

構をスタディする際に非常に有用である。一方で、スネルソンの作品がそうであるように、

経験に基づく直感が不思議な緊張感を産み出しているところもある。どこまで便利なツー

ルにするかが課題でもある。 

14150 馬蹄形の大屋根をかけた半屋内運動場。元の造成で出来た高低差を利用し、山止

め壁をスラスト処理に利用して合理的に低ライズアーチを実現している。馬蹄形にして外

部の大運動場と連続させた配置計画など、威圧感を与えることなく大規模な施設をうまく

風景の中に取り込んでいる。 

14151 鋼板を格子に組み合わせてつくった地下鉄出口。曲線に切断した鋼板を格子に組

み合わせることで、特殊な加工をすることなく流麗なフォルムをつくっている。まちのア

イコンにもなっていて、洗練されたスチールデザインである。 

14152 雪室という伝統的な蓄熱システムを現代の素材でつくった作品。建物が過度に主

張せず、斜面地をうまく活かして自然の中にそっと佇んでいる様が良い。繊細なスケール

感は PCa ならではのものである。 

14153 特徴的な形態を持つ大学施設。14152 と対照的であるが、どちらも建築のあり様

であろう。独特の形態を施工システムに乗せるには素材と工法の選択が大切であるが、一

文字葺という伝統的な工法を取りながら、デジタル解析で割付を最適化してパネリングす

るあたりは流石である。 

14154 双曲面の強いカタチをしているが、それが却って周辺の緑とうまく調和している。

内部は動きがありながら落ち着いた空間となっている。素材としての木の温かみとヒュー

マンスケールな部材の組み合わせによるものであろう。木造建築の可能性を示した作品で

ある。 

14155 スパン 31m という木造としては大きな空間を LVL 原版を組み合わせた梁で掛け

渡している。決して派手さはないが、実大火災実験をして性能を確かめるなど、施工性、

安全性をトータルで検証して素材に真直ぐに向き合っている姿勢に誠実さを感じる。 

14156 企業の記念碑的な建物を任され、周囲から多くの注文が予想される中、伝統を正

統的に守りつつ、新しい技術を積極的に取り入れながら、現代の建築として仕上げたチー
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ムの技量と意識の高さを感じる作品である。 

14157 このプロジェクトの素材は“被災した構造体”そのもの、即ち“震災の記憶”である。

周囲はかさ上げのため大造成されて元の街の姿は想像もできない。震災に対する思いも人

により大きく異なるので賛否両論あるとは思うが、大切なのは被災地への想いをもち続け

ることである。是非まちの人々を元気づける活動を続けて欲しい。 

14158 発表者が取り上げた素材は“光”である。建築は“環境”であるから、物理的なモノ

だけでなく、光、風、音、などは重要な素材となる。光や音を含め、空気全体がデザイン

されていることが良くわかる作品で、教会を創り続けて来た発表者の人柄が滲み出ている。 

14159 素材としての“風”を“音”として表現した作品である。独特の形態が印象的である

が、これは風を取り込むための環境工学的なスタディで導き出されたものである。“人を取

り巻く空気”を建築化したものであり、自然を自然体で受け入れ、自然に操作しているとこ

ろに魅力を感じる。 

 

以上多彩な発表であったが、ものづくり精神と創造力にあふれ、素材の可能性を感じさ

せる下記 2 点を顕彰した。 

 

＜顕彰者＞ 

・14145 脚組みベンチ：小幡知哉・川向正人 

・14147 アグリジェントのシェルター：伊藤雄太・山岡 馨 

 

 

 

【未来のまちや（14001～14019）】 

講評：貝島桃代（筑波大学准教授） 

「まちや」とは、まちの建物をさし、それはひとびとのくらしに支えられ反復される空

間の形式である。テーマ「未来のまちや」では、集まった 19 編を、3 つのセッションとし

て構成した。まちやに関するさまざまなキーワードが確認でき、ひとと建物が交差するま

ちやの持続に関して議論が交わされた。建築デザインは、建物の設計だけでなく、技術、

生業などを継続する枠組のデザインにも関わることが求められていることを確認した。顕

彰は、こうした議論を反映し、著者をはじめとする学校がまちやの運営にかかわった実践

的なデザインを提案した 2 つの発表とした。 

 

未来のまちや（1）－世代をつなぐ 

最初のセッションは、変化するくらしへの対応するデザインに取り組んだ実践を集めた。

ここでは、まちやを継承するのに必要な技術からマネジメントまで、さまざまな課題が見

えてきた。14001「サイト・リノベーション T 邸 続リノベーション計画」（高畠緑ほか）
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は、富岡市にある古民家のリノベーション計画である。地域の集会所のようであった当初

の続き間の間取りから、近年では廊下と個室群の間取りへと変化していたが、今回の計画

ではその歴史を整理し、家族の少数化によりうまれた余剰を活用するため、動線空間を整

えた。間口が広く奥行きが深いあづま造りのまちやの特徴が現れた計画といえる。14002～

3「京町家における地域居住文化に配慮した部分断熱改修 その 1、2」（生川慶一郎ほか）は、

住み方調査の結果から、座敷を中心に断熱建具等によって部分断熱の改修をほどこし、そ

の効果を検証したもので、具体的な検討や解決提案に好感がもてた。14004「学生がつくり

住まう町家」（高増佳子ほか）は、米子市内のまちやを NPO や設計事務所、医療系大学研

究室と協働で、高専学生が改修、活用するプロジェクトである。地域の教育研究機関とし

ての学校がかかわる、新たなまちやのあり方としてよい実践例である。14005「KFG 鹿島

の酒造改修［第一期］（平瀬有人）は、佐賀県鹿島市にある日本酒蔵の整備計画である。段

階的な改修と新旧の対比のデザインがテーマとなっており、今後の展開にも期待したい。

14006「歴史と豊かさを内包するオフィス」（安藤寿孝ほか）は名古屋の堀川通のまちやの

建て替えである。隣接する土蔵や高低差のある細長い敷地条件を下敷きに提案された構造、

構法による、明るく奥行きの深い現代のまちやの空間が実現している。 

 

未来のまちや（2）－窓と構えから 

次のセッションは窓や構えが町なみでくりかえされることに着目した、現代的まちやの

可能性を議論した。14007「川と街の間に」（木暮亮太）は、射水市放生津の町家を建て替

えた集合住宅の計画である。内川と商店街に接道する敷地に着目し、通り庭、隔壁によっ

て、反復するまちやからうまれる共有空間の提案となっている。14008「透過性建築－開口

を空間に展開させる設計手法について」（外尾昴之ほか）は、福岡市中央区の 3 世帯用の集

合住宅である。4 つの壁で構成された開口を空間に展開させ、上下層を連なる関係をつくる

ことで、公私の境界を立体的に捉えた現代まちやの空間を提案した。14009「窓×みどり」

（田中智之）は、熊本市内の店舗併設住宅において、植栽によって彩る窓枠を提案したも

のである。主が提供する地域のための庭が、これにより周囲にある空地と立体的に連続し

につながっていくことが期待された。14010「町屋を深化させた都市住宅 リーフィアレジ

デンス等々力」（梅野圭介）は、伝統的な町屋の空間を参照し、26 戸の集合住宅の計画を、

住戸の独立性や町並みへの配慮、通り庭などを導入し現代町屋群として解いたものである。

高密度化する住宅地へより快適な住環境の形式を提案する設計手法となっている。14011「オ

ンワード代官山ファッションビル」（川野久雄）は、代官山猿楽町の角地において、階段や

スキップフロアによる空間によって、街並に人の動きの感じられるファサードをもつ建物

である。建て替え前の建築作品の意匠を踏襲しつつも、透明性により提案された、まちに

開かれた建ち方に、街並みそのものの時代的変化を感じた。14012「住宅地とスポーツの場

をつなぐ－目黒寮・道場の設計」（松原祐美子ほか）は、実業団柔道部の道場を併設する社

員寮である。2 階に道場と、地上レベルには都道と商店街に 2 面接道する敷地の特徴を活か
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して、2 つの道路への通り抜けの道や前庭などを設けた。スポーツというプログラムと寮と

いう規模を活かした中層の現代まちやの提案と言える。 

 

未来のまちや（3）－コミュニティへ 

最後のセッションは、これからのコミュニティのための新たなまちやの形式やまちの構

造を提案しているものである。14013「スポーツコミュニティ街区の提案」（本田世志郎ほ

か）は新宿区若葉町の木造密集地において、袋路地に面する空き家を撤去したことによっ

てできた空地を活かして、袋路地をつなぐスポーツの動線軸をつくり、これを中心に更新

建て替えを行う提案である。地域の負の要素を、新たな街並をつくりだす秩序を構築する

素材と読み替えるものである。14014「恥ずかしがりやの集合体 荒木町における新しい“下

町的暮らし方”のすすめ」（山川大喜ほか）は、荒木町における集合住宅の提案である。家

の単位を生活によって細分化し、立体路地によって復層化するものである。まちやの魅力

ともなる路地がその規模によってどのように変化するか検討されている。14015「旅の始ま

り＆旅の終わり ツーリストインフォメーションセンターを中心にあたらしいパブリック

スペースとオープンスペースの提案」（Qiongyui Huang ほか）は、上海の歴史建築保存地区

において、リロン建築の「路地」や中国伝統建築の「中庭」を取り入れた複数の建物から

なるツーリストインフォメーションセンターの提案である。大規模開発によって敷地規模

が大型化する都市の再開発計画において、まちのスケールや空間的言語の維持を観光とい

うプログラムを導入し、実現することを試みている。14016「五条坂コミュニティアートビ

レッジ」（塩田容子ほか）は、京都市東山区五条坂の空き家や空き地を活用し、「すまう」「で

あう」「つどう」の 3 つの機能からなるコミュニティビレッジを提案している。コミュニテ

ィをつなぐものとして中庭、路地、竹、切妻屋根に着目し、周囲と連続するような建ち方

を目指した。 

14017「犬ノ島フローティング・コミュニティ計画」（菅原紗亜耶ほか）は、犬ノ島の埋

め立て地を海にもどし、そこに企業交流施設、集合住宅、別荘地型水上宿泊施設を計画し

ている。土地から自律した建築が、海運によって他の島ともつながることで、新たなコミ

ュニティをつくりだせることに期待したい。14018「創造拠点の挿入・くりらぼ多摩川－大

田クリエイティブタウン構想と工場長屋の改修を通じて」（野原卓ほか）は、大田区の工場

町屋に着目し、その改修とプログラムを地域とともに提案したプロジェクトである。地域

の生業が支えてきた建築を新たな生業の拠点とする試みであり、ものづくりをする地域だ

からこそできる試みである。14019「ケア・ミュージーアム 小学校を核とした地域連携型

福祉モデルの形成」（桂悠花ほか）は、小学校区を、高齢者を支える地域の枠組と捉え、東

京都新宿区神楽坂を対象に、空き教室のある小学校を拠点にオープンスペース、シェアハ

ウス、ワークスペース、ギャラリーのある集合住宅を計画した提案である。廊下、屋上な

ど、建物を開く手法が示されていた。 
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＜顕彰者＞ 

・14004 学生がつくり住まう町家：高増佳子・遠藤貴子・来間直樹 

・14018 創造拠点の挿入・くりらぼ多摩川－大田クリエイティブタウン構想と工場長屋の

改修を通じて：野原 卓・岡村 祐・川原 晋・ 阿部なつみ 
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