
2015 年度大会（関東） 

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。 
 

【場所と流れ（14134～14153）】 

講評：大野秀敏（建築家、都市計画家、アプルデザインワークショップ） 

・「建築デザイン発表会」は、発表時間も短く、説明資料の枚数も限られているうえに、実

物が見られない。なのに、通常の作品発表のように満遍なく語ろうとする方が多かった。

それは無理である。もっと発表の焦点を絞り込むべきではないか。 

・また、都市に絡む主題や公共性のあるプロジェクトの場合、現実のプロジェクトでは政

治的な用語（地区らしさ、豊かな、活性化など）が多用されるが、それは必ずしも、デ

ザインのめざすところを語らないことは当然認識されているのだろうが、特に実務者は、

こうした発表でも出て来てしまう。それでは、設計意図が隠れてしまう。 
・いずれも水準が高いと感じたが、以上のような理由で良さを伝えきれていないという印

象をもった。発表の戦略が求められるのではないだろうか 

・学生たちが、「改修」に取り組み始めたところに新たな息吹を感じた。 
 

＜個別講評＞ 

・14134 釜川のイルミネーション：美しいプロジェクトである。ただ、これが「中心市街

地に人の流れを作り出すこと」に繋がるのだろうか。 
・14135 東南アジア都市高密居住区における公共水場の永安：困難な状況のなかでの継続

的な努力に敬意を表するが、ボイドシステムはどのようなメカニズムで「波及」し「地

区全体としての住環境が担保される」のか、その点が知りたいところである。 
・14136 柔軟で流動的な社会的インフラとしての移動空間の設計：仮設住宅は社会システ

ムである。トレーラーハウスが現状の仮設住宅に代わるのか、それとも役割分担をする

のか、また平時に他用途に使うというが、その明け渡しのシステムなど課題が多い。 
・14137 都市のアトポス：どこでも情報を得ることができる現代の ICT 技術に対して、な

ぜそれを特定の場所に固定させようというプロジェクトの意図が曖昧ではある。 
・14138 AIR475 アートプロジェクトにおける街中展示と仕掛け：質の高いアートイベント

を成功させた関係者に敬意を表する。サイトスペシフィクなアートイベントは都市全体

の価値を高めるかもしれないが、中心商店街の活性化にどう関わるのか不明である。 
・14139 大都市ターミナル駅の駅前広場における統合的公共空間デザインの検討：デザイ

ンの意図に絞り込んで発表すればもっと良さが表現できたかもしれない。 

・14140 立命館大学大阪いばらきキャンパスというランドスケープ：巧みでバランスの良

い計画であり、ランドスケープデザインが、キャンパス計画のなかで大きな役割を担っ

たことが分かった。 
・14141 都市と連続するキャンパス：建築計画はきちんとできている印象であるが、都市
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と連続する前に、まずランドスケープと連続する必要があるのではないだろうか（そう

いう写真がない）。 
・14142 実践女子大学創立：いつでも貸事務所にも転用できる校舎計画という意図がある

のだろうと推察した。高層階まで繋がるエスカレーターにこの建物の特徴がある。これ

を軸にデザインを展開する途もあったのではないか。 
・14144 ストリートの活動から考える人間性を取り戻すための公共空間：新しいインフラ

と都市の現実を繋げようと言う姿勢に共感を覚えた。しかし、高架鉄道をまたぐ Cultura 
Highway Plaza の魅力が伝わってこなかった。 

・14145 Wovenscape：Scape と言っても、建築のなかで閉じた話である。どうすれば、そ

れが都市に流れ出して本当の Scape になりうるのか、今後に期待したい。 
・14146 水族館を核とするブルーツーリズム．水中生物の様に動線が露出した建築は主題

と合っている。ただ、活動が野尻湖全体に展開すると、動線誇張建築がのびのびと展開

できたのではないだろうか。 
・14147 原生林と融和する研修所・ゲストハウス：丁寧なデザインが良い。また、地形を

巧みに読んだ計画と見たが、説明図に魅力がない。 

・14148 KKC 健康スクエア：人間ドックが美術館に似ているといわれて、一筆書き動線と

いうところで似ていると合点した。近代建築の得意技だと理解した。 
・14149 大泉の家：この階段に感心した。階段の存在が消え、視線も風も通しながら、階

段として実用的である。それを前面に押し出すべきだ。 
・14150 風景・人・建築の境界を溶解させる：のびのびとしたプラニングは北海道ならで

はと感じさせる。ただ、内部から外部にどう繋がっているのか不明である。 

・14152 近代建築への「建築的介入」の試み：既存の建築に介入して、新たな意味を生み

出そうとした姿勢を買う。白いボリュームの意味と外部との繋がりが見えない。 
・14153 都市の瘡蓋と命の記憶：魅力的なタイトルであり、計画内容もドローイングも力

強い。作者の実力を感じさせる。多数生まれるボイドの都市的意味や、居住者に対する

意味を語れればもっと魅力的になった。 

 

＜顕彰者＞ 

・14143 御茶の水ソラシティ：伊勢季彦（大成建設）・村瀬宏典・西崎暢仁 
 都市再生特区のプロジェクトには容積率の上乗せがあり、その代償として周辺整備が課

せられるが、実際は自開発の周辺整備に過ぎない事例が目立つ。この計画は隣接する開

発と連携して新たな公共的な経路を作り出している。設計者だけではなく行政の努力を

讃えたい。 

・14151 上野公園への新しい玄関口創出－上野の森さくらテラス：美島康人（竹中工務

店）・町田巌 
 評者は、この敷地が学生時代から気になっていた。ここに上野の山に上る通路があった

ならと思っていた。動線回りの建築的処理には不満もあるが、領域の境界のポテンシャ

ルを引き出すという大きな筋の取り方として価値あるプロジェクトである。 
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【柔らかな建築（14093～14112）】 

講評：彦根 茂（Arup 東京事務所代表） 

応募件数は 11 件でした。発表会では一般から応募を繰り入れて合計 20 件を、3 つのセッ

ションに分類して行いました。応募提案には、 
  印は、「柔らかな建築」への応募を示し、 
 印は、一般応募ながら、このテーマにふさわしいとのプログラム編成会議での協

議によって繰り入れたものです。 
 
（1）「やわらかな」社会インフラ 

 14093 こどもを包む木のフレーム：木の肌触りの柔らかさ、優しさがこどもの良質

な育成に寄与するよう賃貸空間をリフォームして保育園とした。幼児教育のための

良質な施設を作る幅広い可能性を示された。 
 14094 名取市下増田自動厚生施設：ヒューマンスケールの子供の遊び場と親子が集

える多目的な利用を促す開放感のある空間の提案と寄贈家具受け入れ調整を行い、

多世代の利用を配慮した施設を実現した。 

 14095 環境に開く住宅リノベーション：既存の閉鎖的な住宅を開放的で自然環境を

取り入れ環境負荷を減らし、季節に応じた住まい方のできるリノベーションを提案。

ストック型社会への対応と、多世代が利用できるところは、まさにこれから必要と

される分野として、顕彰いたしました。 
 14096 Coconeri：地域に開かれ、緑化による公園との連続性、オープンスペースの

活用、空調負荷の低減を達成し、駅前拠点での利用者の回遊性と交流を図ることが

注意深く設計されているところに、大手事務所の今後の貢献に期待します。 
 14097 桜十字メディカルスクエア：開放的なピロティ、立体的な緑化、スリット窓

による外部熱負荷低減に成功し、人々の交流を図っている。繁華街に位置する複合

施設の新たな例として、大手設計事務所の貢献を今後も期待します。 
 14098 働器物：高齢化社会に相応しい住宅の再構築を図る。柔軟性を持った職住一

体建築の提案 職住近接により高齢者に住み良い地域を目指す。質疑にあったよう

な多世代が混在できる仕組みの構築に期待をします。 
 14099 お寺の信用システムを活用した新たな居場所：高齢化社会に高齢者の集う居

場所を全国に数多くあるお寺が提供する提案ですが、積極的な多世代交流の考慮は

弱く、改善の期待が望まれます。 
 

（2）「やわらかく」順応する建築 

 14100 M3：3D 技術を用いた立体格子スクリーン外装によって、街並みと共有する

スケール感でありながらインパクトのある華やかさと、柔らかい表情を持つ店舗建

築を実現。浮き上がるような表情が斬新。町の表情の多様化に貢献しています。 
 14101 木材と軽鉄からなるフレームに CLT（床）を複合した大空間とその実施：J

ブリッド工法に CLT 床版を組み合わせた構造システムは、ローコストと短工期での
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大空間を実現。建築計画での順応性に焦点を当ると、さらに利点が評価されること

を期待します。 
 14102 『使いながら・住みながら』の耐震改修工事を可能にした遠隔外付け架構：

オイルダンパー組込み制震ブレースでの耐震性向上、ストックの利用を促進するメ

リット。既存建物の形体上、効果的な改修が可能であったことを示された。今後、

一般化の提案を期待します。 
 14103 HP シェルユニットによる曲面建築の提案：欠席 
 14104 外装デザインの自由度を高める外殻 Pca 架構システムの追求：中規模オフィ

スビルのスタンダードモデルとして、効果的な架構システムと合理的なファサード

の融合、コストメリットを実現した。無柱空間がすべての解なのか？ ロングスパ

ンの梁成とそれによるコスト高は、サステイナブルでしょうか？ 新鮮な挑戦に期

待します。 
 14105 日大文化大学メディアセンター：開放的で快適な無柱空間を壁式フラットプ

レート工法と鉛直支持鋼管柱、鋼管柱とフラットプレートの接合の工夫によって実

現。柱とスラブの接続ディテールを配慮している。 

 
（3）「やわらかな」建築システム 

 14106 つきみ café/bar：再利用可能な木平板構造によるバーカウンターは、金澤月

見光路にて設営され、組み立て、解体が容易で、収納性も良い柔らかい構造。木を

構成要素とする良さを実現した。このような構造の継続的開発に期待します。 
 14107 避難所のための家具システムのデザインとその展開：ベニヤ板の FASTBOX

から、ダンボール箱の使用等、柔軟に状況に対応し継続的な支援活動を行い、応急

時の囲いが人々の生活にいかに重要かを試行錯誤によって調べ、改善を行ってきま

した。今後の活動に期待します。 
 14108 パズルを構成原理とした空間設計：パズルを展示する空間を 3 通りの素材で

300 ㎜立方体 5 つからなる N ペンタキューブを組み合わせてパズルの空間を構成す

る。設計自体にパズルの要素をふんだんに取り入れたもので、新しい設計手法の展

望が見えるような気がします。 
 14109 簡易組立式和室“くみたて”：木材産業振興と技術継承のしくみつくりに工

具を使わないで組み立てのできる和室を考案し伝統建築共有のネットワーク形成を

実践。日本の伝統を守る木と和室です。是非、海外に売り込んで行きましょう。と

の期待を込めて顕彰いたしました。 
 14110 ストランドロープのインテリア空間への適用とその可能性について：机の天

板を水平に張った構造用ケーブルによるテンション構造として支持する実践を通じ

て応用を図る。ヨットでは、径 2.5mm ほどのステンレスのトラピーズケーブルで、

クルーの体重をマストより吊り、風を受ける帆がマストを倒そうとするのに対抗し

ます。インテリアに適切なケーブルサイズとマンションの共用部の壁に、引張アン

カーを設置することの是非の検証をお願いしたいと思います。 
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 14111 シザーズ型展開構造による傘：収納、運搬、展開が容易な竹をストラットと

して“あそび”のあるジョイントによって展開を可能にした傘は、イベントや住環

境改善に活用。竹の太さに見合ったバランスの大きさが欲しいところです。 

 14112 しなやかに築く“竹の庭”：荒廃した竹林の再生を地域住民が自らの手によ

って継続的に行うきっかけとしてバンブーハウスを設けた。「共助」と「生きる自然」

の再生 都会でない地方での生き生きした活性化に寄与。良くできた仕組みですの

で、現地訪問を検討しています。 

 
＜総評＞ 

 曖昧なテーマにもかかわらず、3 つのサブテーマ（セッション）に分類し、プレゼンと質

疑での追加説明をお聞きしました。皆さんの日頃の活躍されている設計の中で、高齢者、

多様性、少子化、ストックの活用、サステイナブルな設計などに気を付けて活躍されてい

ることがわかり、将来に期待を持てると確信しました。 
 

＜顕彰者＞ 

・14095 環境に開く住宅リノベーション：木上理恵（神戸大学）・足立裕司・福岡孝則 
・14109 簡易組立式和室“くみたて”：三浦太一（アトリエブンク）・小澤丈夫・海野洋

光・角哲 

 

 

【地域や歴史と親和性のある建築（14073～14092）】 

講評：堀越英嗣（芝浦工業大学教授） 

 世界的都市集中の中で、地域性や歴史性の文脈が見出しにくくなっている現在、いくつ

かの大震災を経て、地域の絆を深める建築の役割が見直されている。 
そのような状況だからこそ、個人の住宅から公共建築まで、たとえ地味な佇まいであっ

ても日常のコミュニティを育むような、地域や歴史と親和性を持つ建築の持つ役割はこれ

まで以上に大きい。そのような、ともすると見過ごしてしまうような小さな提案や、これ

までの「建築」とは違う清々しい何かを持っている仕事を見出したいと思い、この様なテ

ーマを問いかけた。大変嬉しいことに大小を問わず真摯な取り組みの広がりのある提案が

あった。建築に携わる私たちのこれからのあり方や姿勢が見いだせるような「建築デザイ

ン発表会」となったと思う。建築デザイン発表会の始まりから関わった人間としてこの「デ

ザイン」という言葉の定義が当初から議論されてきたことを思い出す。単なるかたちや意

匠の問題を超えた本質的「建築デザイン」の意味を考える提案が新しい世代に見いだせる

ようになってきていることは大きな収獲であると思う。 
 

（1）歴史的建築の再生と地域との景観的調和 

・14703 製粉ミュージアム：洋風木造建築の本館はそれ自体が旧工場の木材を再利用して

明治 43 年に創建されている。創建当初から歴史・伝統を継承するという企業文化を改修
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においても引き継ぎ、背景に徹した計画は気持ちが良い。新館からの旧館見えかた、や

「間」が主役と見える表現が欲しかった。 
・14074 江戸橋倉庫ビルの保存再生：都心部における保存再生の問題は BCP の難しさにあ

るがこの計画では「使いつづける」ことにこだわり、当初の景観を継承するという「地

味」なことに先端的技術を使うという意気込みを感じる仕事である。それを感じさせな

い残された外観の静けさが愛おしく感じる。 
・14075 GATE SQUARE 小杉陣屋町 THE KAHALA/THE RESIDENCE ：400 年続く旧家屋

屋敷地の開発計画：日本の街並み景観の大きな要素として門と塀そして庭の樹木が創り

だす風景がある。建築は屋根を除けば外からはほとんど見えない事が多い。その意味で

この提案は残した部分は小さくとも地域の歴史的景観の継承として意義があると思う。 
・14076 地域の人が入り易い土間入り、低床、高開放性の拝殿－小汐井神社：歴史ある神

社の拝殿の建替えに際し、旧来の形式にとらわれず地域の人々に親しまれる使い勝手を

優先した土間や広場を生み出す配置等、利用者の視線による提案と継承は素晴らしい。

またそれを実現する伝統的横架材を耐震要素として「挟み込み長押」を応用する、めり

込みを考えた限界耐力計算をすることなど、技術を生かした「建築デザイン」として共

感する。 
・14077 神戸海星女子学院中学校・高等学校：ファサード前面の耐震補強でありながら、

外殻耐震補強により、彫りの深い表情になってはいるが、一見何も変わらなかったかの

ように見える改修は今後、耐震補強で保存する可能性を広げる貴重な実例となると思う。 
・14078 神戸商船三井ビル 歴史的建築物を使い続けるために：市民に長年親しまれてき

た渡辺節の貴重な建築が生き残るには耐震補強が条件となるが、利用されなくなった中

庭に大胆に設けた外付け耐震フレームを建築の利用を妨げることなく設置できたことは

「桔木」のように見えない力技で変わらない美しさを継続させている日本の伝統かもし

れない。 
・14079 時を継承する新たな外装 EKIISE（エキミセ）：日々生きている歴史的建築は日

常の役割を継承することができなければ改修は難しい。この計画はわずか数十センチの

隙間を卓越した技術力で生かすことで魔法のように創建当時の外観を蘇らせている。開

口部を耐震アーチブレース等必要な性能を意匠と技術を融合して実現した優れた改修実

例である。 
 

（2）セルフビルドと共同による地域再生と災害復興 

・14080 サイトリノベーション その 13：杉浦研究室の長年の継続的活動は様々な場所で

様々な人々の心に静かな感動を残している。このプロジェクトも大三島の貴重な木造和

船（櫂伝馬）を注意深く検討された寒冷紗で浮かび上がらせる美しい詩的な場所づくり

に成功している。 
・14081 泊結いプロジェクト：東海大学の 3.11 生活復興支援プロジェクトの継続的展開で

あり、その熱意と継承する努力に敬意を評したい。様々な困難に直面している被災地に、

実際に構築することや、結の道という希望のイメージを竹の三脚で創ることで人々が実
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感出来るようすることは「次の建築」の姿である。 
・14083 フィリピンタクロバン被災地における応急仮設住宅モデルの検討：巨大台風によ

る甚大な被害を受けた地域に単身乗り込み長期間のリサーチを行ないセルフビルドで応

急仮設住宅を作り上げたこと自体素晴らしい姿勢であり努力である。大野君はそれにと

どまらず生活を自ら経験し、改善案を地元の人々生活も合わせて発見し、再度建設した

ことは特筆すべきことであり、これからの日本、アジアで求められる若き建築家像と言

える。 
・14084 Slow Re-Construction：フィリピン、ボフォール島での地震により破損した幾つか

の建築を実測しその上でロボク教会の修復案を提案したものであり、一連の、自律的活

動で実測から提案まで進めた姿勢は素晴らしい。人間の単位で、地元の回復の速度で構

築することを伝統的竹足場で実現しようという提案はアジアでの更なる可能性を感じる。 
・14085 ホイアン市タンハー村（ベトナム）の洪水問題を鑑みた住環境促進の提案：地元

の産業である陶器の工房、商店とともに住まう、アジアで典型的なショップハウス型住

居である。地域の伝統住居にある洪水を踏まえた断面計画と敷地の特性を考えた配置計

画を新しい都市住居として提案する試みはアジア共通の洪水対策からも評価できる。欲

を言えば伝統的な街並みが持つような集合した時の「街」としての景観を考えた住居単

位であってほしい。 

 

（3）人の目線から地域の景観を整える試み 

・14084 庭と天然杉でつくる家：変化する微地形を持つ郊外の風景を生かす住宅環境の提

案である。一般的には箱型の規格化した住宅を敷地に収めるため、敷地のもつ変化を取

り込めない画一的風景となるが、この計画は西側の斜面を中庭的に生かしたおおらかな

関係の 2 世代住居を作り出すという「建築家の仕事」である。 
・14087 トイレの家 離島のローカリティを映し出す：アートによって変わりつつある瀬

戸内海の離島の現在と呼応する意欲的提案の公衆トイレである。地元の母屋と離のトイ

レという歴史的関係を基に家型のトイレが集落の離れとして機能する。地元の屋根勾配、

密集する家の間の路地等注意深く採取したデザインエレメントが大胆なスリットでビビ

ッドな空間を作っている。 
・14088 木津の庄コミュニティセンター：地方の新興住宅地は中心部の伝建地区の歴史に

育まれたコミュニティは希薄であり、新たな施設が必要となる。この計画は使われにく

い公園と一体的な連続する空間を創りだす家型の下のボイド空間が活発な市民の場所と

なることを目指しており、変化に富む平面計画とともにヒューマンなスケールを作り出

している。モダンでありながら歴史的風景を想起させる魅力を感じる。 

・14089 カラーベストハウス：日本全国に観られる家型やかまぼこ型のビニールハウスの

景観を逆手に取り、景観の主体は「家型」ではなく「ビニールハウス型」であるとして

いる。風景に溶け込むように何気なく並べられていることに、設計者の、力まずに景観

を読み込む柔軟さと次世代の建築と環境のあり方を切り開く新しい感性を感じる。 
・14090 KFG | 鹿島の酒造改修［第Ⅱ期］ Steel Wall Gallery：継続して行われている酒蔵
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の改修である。何気ない古びた建築の残すべき部分とそれを構造的に支える新しい部分

の融合は基本的な課題ではあるが、このように美しく調和している例は少ないと思う。

この計画は鉄板構造を巧みに機能化させ、周到に挿入することで時を刻んだオリジナル

の素材の質感と鉄の構造造形が見事にフィットしている優れた計画である。 
・14091、14092 水路を生かした神社空間の再生 その 1、その 2：小布施における長年の

理科大、川向研のワークショップ経験を生かした優れた戦略と見た。一見小さな試みに

見える水路を神社の歴史を踏まえ、自然石の集合として再生させるという手法は、目の

前で確かめ、議論し、容易に変更可能である。小学生から大人そして専門家まで別け隔

てなく多くの人の参加意識と満足度を高め、普通に人々の大きなまちづくりへの興味に

つながる始まりとなるであろう。 
 

＜顕彰者＞ 

・14083 フィリピンタクロバン被災地における応急仮設住宅モデルの検討：大野宏（滋賀

県立大）・芦澤竜一 
・14090 KFG | 鹿島の酒造改修［第Ⅱ期］ Steel Wall Gallery：平瀬有人（佐賀大）・森部康

司 
 

 

【大きな家（14052～14072）】 

講評：篠原聡子（日本女子大学教授） 

私たちは、さまざまな側面で、身近な人々や地域との関係を必要としている。しかし、

日本は世界の他の先進国と比較して、伝統的な家族や地域コミュニティの縮退に伴う、生

活に必要なネットワークの崩壊という意味では、もっとも深刻な状況にある。社会現象と

もなった「孤独死」はその象徴的な出来事と言えるだろう。これは、他国の住まいや家族

の状況を調査していて、強く感じるところである。近隣のアジアの国では、伝統的な大家

族のネットワークがまだ存続しており、ヨーロッパでは個人の自立が基本だが社会制度が

それを補っている。さて、日本はどのように住むためのネットワークをどのように再構築

できるのだろうか。「大きな家」というテーマには、そうしたミッションが含まれている。 
今回の建築デザイン発表会を通して、「大きな家」というテーマが、実際にはいろいろな

方向から、また、いろいろなスケールでとらえられることが実感された。実際のプロジェ

クトのレベルで、学生の卒業設計のテーマとして、この危機的な状況が共有されるだけで

なく、新たな提案としてプレゼンテーションされたことは、非常に印象深く、また力づけ

られた。 
 

・母と娘と 4 人の家（14052）は、戸建てスケールのシェアハウスで、しかも大家が同居す

るというプログラムであり、新築のシェアハウスとしてのひとつの可能性を示している。 
・荻窪家族レジデンス（14053）は、地域との連携、多世代というシェアハウスが課題して

いるまさに確信部分への実践的な提案であり、若い設計者とのコラボレーションを含め
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た設計プロセスも実にユニークである。 
・陸前高田市における被災高齢者施設の計画（14054）は、これまでのサーベイから得た知

見が生かされた計画になっており、のびやかな平面計画が魅力的である。 

・岩沼市玉浦西災害公営住宅（14055）は、公営住宅という制約の中で、シンプルな平面を

組み合わせて、家々の間に多様な関係性を作り出している。 
・まつり通りに面する家（14056）は、住宅の前面に通りに開ける部分を付随させている。

日常的にそれがどのように機能するかの積極的なプレゼンもほしいところだった。 
・生起する中間領域（14057）は、素材を生かして、身体スケールの心地よさそうな空間が

感じられ、風土を生かした建築が提案されているように思う。 

・住宅地にたたずむ幕屋としての大きな家（14058）は、実作としての建築としても極めて

質の高い教会建築であるし、教会は、確かに大きな家なのである。 
・250m の共同体（14060）は、銭湯をひとつの生活圏ととらええて、250m というスケール

を導き出している。高齢社会を迎えた現在、こうした徒歩圏の生活圏の提案はリアリテ

ィをもつが、銭湯のデザインが街並みに対して威圧的に感じられた。 
・Editing the Town（14061）では、居住者へのインタビューを通して、シェア居住に求めら

れる空間を導きだし、既存の街の中にコアとなる建物をつくりながら、既存の建物を連

携させていく方法は、単にシェアハウスというだけではない新たなコミュニティの可能

性を感じさせる。 
・家路（まち）起こし（14062）は、木造密集地域の街区をそのまま立ち上げてしまうとい

う、学生らしい自由な計画だが、そのプレゼンテーションからは、ともに暮らす楽しさ

が感じられた。接地階のイメージがもう少し欲しいところである。 

・Village Courtyard（14063）では、北千住の商店街に商住空間、として、職住の混在する空

間を提案している。目指すところには、共感をもてるが、この場所ならではの、ローカ

リティが欲しい気もした。 
・Craft node 長町（14064）は、金沢の伝統工芸産業に着目して、クリエーターとユーザー

をつなぐ空間を計画している。その場所ならでは空間的な計画とつながるとさらに説得

力があっただろう。 

・海に浮かぶ集落（14065）は、これも学生らしい、夢のある計画であるが、やはりその社

会的意義はなんらか語られる必要があるだろう。 
・長期優良住宅化リフォーム（14066）で提案されている間取りは、妻住戸でしか成立しな

いものではあるが、フラットな関係の 3 人が暮らすプランの提案として普遍性をもつよ

うに思える。また、その提案に対する、高齢の内覧会参加者の反応もまた興味深い。 
・高台丘陵地戸建住宅団地における地域資産の活用に関する研究（14067）は、戸建住宅団

地という立地を踏まえ、調査を経て有効な空き家のリノベーションのストーリーを提案

しており、現代的な課題に深くコミットしているといえるだろう。 
・「カップ・マルタンの休暇小屋」原寸完成報告（14069）は、なかなかに活気的なプロジ

ェクトであり、その再現を通して、小さな家のもつ大きな意味が体現されている。 
・大きな小さな家（14070）は、やはり広い敷地に小さく建てることで、得られる近隣との
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豊かな関係性を率直に示しており、好感のもてる住宅建築である。 
・中庭を取り巻く「の」の字をした住宅（14071）は、中庭が家族間の距離をうまくとるよ

うに計画されており、快適な住空間が実現しているように感じられるが、外部との関係

が気になるところである。 
・15Windows（14072）は、集合住宅において、ファサードをどのようにすくるかという、

困難な課題に対して、ひとつの完成度の高い事例を示しているといえるだろう。 

 
＜顕彰者＞ 

・14053 荻窪家族レジデンス－地域開放型シェアハウス的多世代賃貸住宅：連健夫（連健

夫建築研究室）・澤岡詩野 
・14055 岩沼市玉浦西災害公営住宅 B-1 地区：手島浩之（都市建築設計集団/UAPP） 
・14062 家路（まち）起こし－北区志茂地区における木密地域新規保存計画：山影悠時  

（日本大）・佐藤信治 
 

 

【スマートウェルネス建築デザイン（14001～14019）】 

講評：伊香賀俊治（慶應義塾大学教授） 

 未提出 

  

＜顕彰者＞ 

・14001 大成建設技術センターZEB 実証棟 都市型 ZEB をめざして：岡崎啓祐（大成建

設）・杉江大典・関政晴 
・14006 生長の家 ”森の中のオフィス” 自然との共生を図る建築の実現：青木裕一（清

水建設）・池内匠 
・14007 ICT を活用した分散型コミュニティスペース：安藤邦明（竹中工務店）・阪本泰智・

山田藍・須賀順子・青木和雄・野崎尚子・黒木友裕・菊池卓郎・山中俊夫・嘉名光市・

河合哲夫・茂手木直也 
 

 

【自然との関係を拡張する都市の建築（14032～14051）】 

講評：塚本由晴（東京工業大学大学院教授） 

「自然との関係を拡張する都市の建築」というテーマに対し、19 作品の応募があった。

それらの内容を吟味して 3 セッションにわけて発表会は行われた。 
 

（1）建築・都市の中の自然 

最初のセッション＜建築・都市の中の自然＞では、自然の要素を建築・都市空間に持ち

込む提案を集めた。14032 は、テナントビルのファサードに木を用い、上部にはテラスを設

けて、銀座の真ん中に屋外での人の振る舞いを誘発する意外性が魅了だが、木自体のスト

10 
 



ーリーの掘り下げが欲しい。14033 は、階ごとの構造的負荷の違いを部材の太さに反映させ

たグリッド表現はスマートだが、グリッドによる並木の緑や空の切り取りが、自然との関

係を拡張するという主張は説得力に欠ける。14034 は、庁舎建築内部の機能の多様性を風の

多様性に翻訳するアイデアで、腰壁や垂れ壁の構成で変わる風の流れを CFD 解析したのは

良いが、細長い平面なので断面の工夫が蛇足に見えてしまう。14035 は、大手町の高層オフ

ィスの公開空地に、別の場所で育てた森を移植し、昆虫や小動物も呼び込んだ労作だが、

オフィスビル開発を「自然の再生」と説明する感覚に抵抗を覚える人は少なくないはず。

14036 は、カスケードの蒸散効果やせせらぎの魅力を集合住宅に取り入れるアイデアは良い

が、日射・陰影と水の関係まで踏み込んでほしかった。14037 の都市内河川をリスクでなく

親水資源として読み替えたい気持ちはわかるが、浸水を許容する空間は社会的な支持を得

られるか？ 14038 は、前面道路のケヤキ並木の樹形を構造的に解釈した柱列が目を引くが、

裏の公園とのつなぎも欲しいところ。 
 

（2）すむことの中の自然 

続く、＜すむことの中の自然＞では、住宅およびそれに類似するスケールの提案を集め

た。14039 は、戦災のがれきで三十間堀川が埋め立てられたために生じた橋の下の空間が舞

台。地下街としても利用されなくなった都市の空白に凹凸を設けて家のない人の巣づくり

アフォーダンスに訴えるものだが、プログラムがナイーブすぎる。14040 は、幼稚園にサス

テナブルな環境技術のメニューを沢山盛り込んでいるが、子どもが自然の恵みを味わう経

験の提案も欲しい。14041 は、防災街区密集整備事業で茫漠とした空地に移転を余儀なくさ

れた幼稚園を、街の変化に翻弄されることのないよう、砦のメタファーで空間化する提案。

ガラスがはまらない開口部から廃墟のように木が生え出すなど、自然の生命力が加わると

なお面白い。14042 は、3 住戸のミニ開発に、コンペ、住み手とのワークショップの手法を

交えて、3 棟で取り囲んだ共有庭を作り出す提案。すべての過程に学生を巻き込んだことに

より、ビジネスライクな住宅地開発が、互いに学び教える実験的な場へと作り変えられて

いる。14043 は、幅が狭く奥行きが深い敷地に定石に反して南北に細長い光庭をとる大胆な

提案。家全体に光を行き渡らせるメリットと、細長いヴォリュームをさらに細分割するデ

メリットの危ういバランス。14044 は、熊本城に対峙する歴史的な環境に個人住宅を建てる

ギャップが目を見張る。土木／建築というスケールの対比による状況の整理や連窓による

ワイドパノラマで、その時空間の広がりが掴めるだろうか？ 
 

（3）自然の中の建築・都市 

最後の＜自然の中の建築・都市＞では、自然の要素が豊かな環境に対する提案を集めた。

14045 は、砂防ダム内の違法集落がその扱いにくさ故に開発の手を逃れ、自然に近い住環境

を維持している都市の逆説に注目した提案だが、住民の継続定住を支援するのに、RC 壁を

大胆に打設しては話が空想的になってしまう。14047・14048 は、スリランカの旧紅茶農園

長屋再生プロジェクト。産業を失い生活基盤が不安定な地域に残る紅茶農園の労働者長屋

を改造して旅行者を受け入れ、アグリ・ツーリズム、エコ・ツーリズムを地域の産業にす
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る提案。異なる仮説のもとに経年的展開をシミュレーションするシナリオ・プランニング

という方法により、将来が不確定なために自暴自棄になることを回避し、地域の歴史を物

語る資源の持続可能性を高めようとしている。14049 は、地域産木材の利用をアピールする

活動の一環として、小田原市が所有する山林に板倉のバンガローを建設する提案。また

14050・14051 は、東日本大震災で被災した東松島市における高台移転計画の過程で発生す

る山林伐採を最小限に抑えることで、子どもたちの環境教育の場となる復興の森を整備す

る提案。どちらも、林業、流通、住宅建設などが産業化する中で失われてきた地域の山森

と人々の暮らしとの連関を回復することが主題。でも「建築デザイン発表会」の枠に合わ

せると、その中で行われるつつましい建設行為を発表することになってしまう。むしろ社

会的枠組みやネットワークのリデザインが、建築のプロトコル・デザインとして正面から

論じられることを望む。自然と人々の関係を再構築するには、その間の障壁が何かを見極

める必要があるということでもある。 
 

＜顕彰者＞ 

顕彰する作品の選定にあたっては、各作品の背景も、規模も、社会的な位置付けも異な

るので難しいと感じた。そこで若い人を顕彰するために、学生が積極的に関わっている作

品を各セッションから一つずつ選んだ。 
 「（1）建築・都市の中の自然」から、 
・14034 風の多様性を形成する建築設計手法－自然共生型庁舎の提案：高橋卓（日本設

計）・郷田桃代 
 「（2）すむことの中の自然」から、 

・14042 ソトマで育てる・ソトマでつながる：脇坂圭一（名古屋大）・斉川尚樹・服部奨

馬・丹羽麻衣子・蒲健太朗・小野竜也 
 「（3）自然の中の建築・都市」から、 
・14050 C.W.ニコルの「森が学校」計画－復興の森における森の教室プロジェクト：山下

唯（早稲田大）・斎藤信吾・小林ひかる・佐野優・髙橋大樹・古谷誠章・森田舞 
をそれぞれ顕彰した。 
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