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　全国審査は、各支部に応募された433作品のなかから選ばれた支部
入選96作品を対象に行われた。
　1次審査（8月5日）は、全国入選候補15作品のノミネートとタジ
マ奨励賞10作品を選考した。
　2次審査会（9月9日）は、大会会場（富山大学）において公開で開
催された。
　各賞は、ノミネート15作品のプレゼンテーションが行われたのち、
白熱した審査が行われ、決定した。

全国審査部会

審査委員長
伊東豊雄［伊東豊雄建築設計事務所代表取締役］

審査員
佐藤 淳［佐藤淳構造設計事務所所長］

篠原聡子［日本女子大学教授］

髙間三郎［科学応用冷暖研究所所長］

竹中明夫［国立環境研究所領域長］

三谷 徹［千葉大学教授］

元倉眞琴［東京藝術大学教授］

本江正茂［東北大学大学院准教授］

末包伸吾［関西大学教授］

村上 徹［広島工業大学教授］

全国入選者

最優秀賞
東北支部｜後藤充裕ほか4名
関東支部｜鈴木髙敏ほか1名
近畿支部｜秋野崇大ほか2名
優秀賞
関東支部｜遠山義雅ほか1名
東海支部｜指原 豊ほか1名
東海支部｜前田太志
中国支部｜横山宗宏
中国支部｜遠藤創一朗ほか2名
九州支部｜笹田侑志
佳作
関東支部｜松浦眞也ほか3名
北陸支部｜加藤伸康ほか2名
九州支部｜真田 匠
選外佳作
関東支部｜中山佳子
近畿支部｜寺門慶政ほか1名
近畿支部｜一瀬健人ほか2名
タジマ奨励賞
関東支部｜戸井達弥ほか1名
北陸支部｜安藤祐介
中国支部｜木村愛実

2010年度支部共通事業

日本建築学会設計競技入選作品

「大きな自然に呼応する建築」

中国支部｜後藤雅和ほか3名
九州支部｜真田 匠
九支支部｜江口克成ほか3名
九州支部｜今林寛晃ほか6名
九州支部｜笹田侑志
九州支部｜BAUDRY MARGAUX LAURENE
九州支部｜濱谷洋次

審査総評

 審査委員長 伊東豊雄
　「大きな自然に呼応する建築」という課題に全国から433点もの応
募が寄せられた。学会コンペティション始まって以来という応募数に
このテーマへの関心の深さが察せられる。
　このテーマでは〈大きな〉自然、と〈呼応する〉建築という二つの
言葉に提案への鍵があった。すなわち前者からは、いかに個人の生活
から発見された小さな提案であっても、「地球全体にまで拡張可能な
普遍性」が求められたし、後者からは「身体全体で自然を受けとめ、
自然と接し、自然との関係をつくり上げる可能性」が問われたのであ
る。
　さすがに支部審査、全国一次審査を経て選ばれた15作品はいずれ
も提案のレベルも高く、またプレゼンテーションの質も優れたものば
かりで、審査員の評価もかなり分かれた。
　私は、このようなアイデアコンペティションにおいては、実現可能
性を問う必要はないと考えている。ただし、実現不可能だからといっ
て単なるアイデアがアイデアに止まっているだけでも駄目だと考え
る。ここで問われるのは〈リアリティを備えた想像力〉ではないだろ
うか。
　リアリティとは思想の身体性とでも言ったらよいだろうか。それは
身体の総体によって形成された確信である。そのような身体の奥底か
ら発せられたイマジネーションは人々の信頼と共感を得ることができ
る。きわめて個人的な想像から生じたアイデアが他者と共有しうるも
のに置き換えられていく過程こそが、〈建築行為〉だからである。
　今回、審査員10名の議論によって15作品の内から最優秀3点、優
秀5点が選ばれた。選にもれた作品との差はきわめてわずかである。
だが、ここで述べた〈共有しうるリアリティ〉を備えた〈想像力〉と
いう観点から個々の作品を読み解いていただくと、わずかな微差の意
味が見えてはこないだろうか。

2010年度日本建築学会設計競技入選作品展

会期　11月16日（火）～26日（金）9:00～19:30
土曜日・日曜日および最終日は17:00まで
会場　建築博物館ギャラリー（東京都港区芝5-26-20 建築会館1階）
入場　無料
※詳細は本誌p.89をご覧ください。
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　大量の消費によって積み上げられた牡蠣の殻をくだき、森林から排
出される間伐材を組み合わせて、浮島をつくる。2つの廃品を組み合
わせることによって、海と山の自然がつながる。さらに、朽ちて沈ん
だ浮島は、海底で魚礁となる。終わりがまた始まりになるような建築
の提案で、人はただ牡蠣を食べ、森林を消費するだけでなく、こんな
方法で自然の循環に加わることができる、そういう可能性を見せてく
れた提案である。
　しかし、何より、松島湾に浮かんだ白い浮島は、そうしたこの提案
の背景を知らなかったとしても、そこに到達したくなるような魅力を
もっている。 （篠原聡子）

最優秀賞

後藤充裕［宮城大学大学院生］

岩城和昭［同］

佐々木詩織［同］

山口喬久［同］

山田祥平［同］
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　当案だけが、建築そのものを建築的思考で内
省した唯一の案であった。「窓」が切り取る風
景と、その風景に蓄積される記憶を操作し、自
然と都市の距離感を顕在化しようとする語り口
は、説得力をもって、建築空間が概念の構築の
場であることを思い起こさせてくれた。建築が
環境保全にどう役立つかを考えることは悪いこ
とではない。しかし、当案のような形而上的考
察がなければ、建築はすぐに単なる建設物の次
元に埋没してしまうであろう。 （三谷 徹）

最優秀賞

鈴木髙敏［工学院大学大学院生］

坂本達典［同］
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　琵琶湖の水中から立ち上がるアカメヤナギの
木立のまわりに短期滞在用の半水中の住居を設
置する提案。居住スペースとウッドデッキの輪
が木を包む。水中の住居の実現にはさまざまな
技術的な難しさがあることは容易に想像される
し、その対策の検討は十分ではない。それでも
なお、提案者が現場に通うなかで見えてきた琵
琶湖の問題点に、その場に住むことで否が応で
も直面させるという意図を込めたところにこの
提案の力がある。 （竹中明夫）

最優秀賞

秋野崇大［愛知工業大学大学院生］

谷口桃子［同］	
宮口	晃［同大学研究生］
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　生命の源であり、生命を奪うものでもある水。治水が私たちの生活
から水を遠ざける。本提案は浸水水域が広域で早急な治水対策が求め
られる横浜駅南西部の、川により島状になる区域を対象に、あふれ出
る水を呼び込む場を作り出す3つの建築的操作による空間提案を行っ
たものである。大規模になりがちな治水対策を、街の雰囲気やスケー
ル感を保持することで、水と都市をより積極的に関係付け説得力ある
しなやかな提案となっている。 （末包伸吾）

　伊勢湾の海岸線に沿って、全長300mにわたる緩勾配な堤防として
の建築形態の提案。内陸側からの視線を遮る、内部の人から斜面に発
生する生態が感じられない、などの難点は挙げられたが、海岸で波に
さらされる緩い斜面に発生するであろう生態系への期待感がある。規
模の大きな建築をいかに自然と共生させるかという難しい問題に取り
組もうとする姿勢や、プレストレストコンクリート構造の詳細にまで
踏み込み具体的な建築を提案しようとする意欲が評価された。
 （佐藤 淳）

優秀賞

遠山義雅［横浜国立大学大学院生］

入口佳勝［広島工業大学大学院生］

優秀賞

指原	豊［株式会社浦野設計設計部］

神谷悠実［三重大学大学院生］
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　廃屋が並ぶ漁村にて、朽ちた瓦や材木が、海風で吹き飛ばされてし
まうことがないように、漁網をかぶせおくというシンプルな現場の知
恵を、環境形成の方法として再発見し、昔からそこにあったような、
しかし誰も体験したことのない、親密な空間のネットワークをつくり
だしている。卓越したドローイングが目を引くが、示されている計画
の内容と、その表現とが無理なく同調しているところに、説得力が生
まれていた。 （本江正茂）

　天空を見上げるだけのための空間を用意しようというシンプルな感
性が、多くの審査員の共感を呼んだ。また提案は、日本の都市現況が
かかえる減築計画の必要性とも抱き合わせで提案され、説得力を持っ
ている。しかし、屋上につくられた壷状の空間のデザインの詰めが浅
薄であり、やや物足りないところがあった。コンペとは言え、デザイ
ンをする者は、その体験を可能とする物理的な形態のありように細心
の注意を払わなければならないであろう。 （三谷 徹）

優秀賞

前田太志［三重大学大学院生］

優秀賞

横山宗宏［広島工業大学大学院生］
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　宅地境界の残余空間。フェンスを取り去って、畦（あぜ）に置き換
える。畦は、子どもたちに豊かな経験を与え、多様な生態系の場とな
る。この作品がおもしろいのは、分断するフェンスから連結する畦へ
の転換という手触りのよいアイデアにとどまることなく、エスカレー
トした畦が都市を覆って広がり、膨れ上がって住宅を飲み込み、住宅
地の地形さえ変化させていく怒濤の展開である。過剰か必然か、「自然」
観が分かれるところではないか。 （本江正茂）

　砂漠化と遊牧民の移動建築がテーマとなっているが、審査過程では
その設定についてそもそも遊牧民は家畜の緑を求めて移動しているの
であり、あえて砂漠には移動しないといった疑義も出た。しかし、植
物と共生する移動建築は、これまであまり出現していないテーマでこ
れを巧みに表現した点を評価した。移動型のオートノマスハウスは、
技術的にみれば植物の生育の時系列と移動との関連をどう解決するの
かなど、宇宙開発に通じる要素があり興味深い。 （髙間三郎）

優秀賞

遠藤創一朗［山口大学大学院生］

曽田龍士［同］

木下	知［同］

優秀賞／タジマ奨励賞

笹田侑志［九州大学学生］
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　落ち葉の表現が印象的な作品である。ここで表現されている建築を生態系の中に引き込む考えか
たは、60年代のヒッピームーブメントの住まいに通じるものがあるが、環境を要素としてしか捉え
ていない現代の住宅には欠けているものである。腐葉土でシェルターを構築する手法で日本の気候
にあった空間ができるのかは未知だが、実験してみても良いテーマではなかろうか。その意味で、
この作品は今回のテーマである自然に呼応する建築にふさわしいと考えることができる。 （髙間三郎）

佳作

松浦眞也［日本大学大学院生］
大室真悟［同］／須藤裕介［同］
大沼慈佳［同］

　自然を操作しようとするのではなく、自然を感じるために仰々しい構築物を作るのではなく、日
常の建築の中にひと工夫凝らすことで、いまそこにある自然を感じる、そういう肩の力の抜けた提
案があるとよいと思っていた。この幼稚園の提案はそのひとつ。透明度の異なる屋根が折り重なる
ことによって、影の濃淡を楽しみ、雨を眺める。水の処理などの難点は挙げられたものの、日常の
気候の変化を何気なく味わえる環境を生み出す提案として可能性が感じられた。 （佐藤 淳）

佳作

加藤伸康［信州大学大学院生］
内堀佑紀［同］
林	和秀［同］

　雨樋というあまり顧みられることのない建築の部分を、自然と建築を媒介する装置として見出し
ている、その繊細な眼差しを評価したい。市場の店舗の種類によって7つの異なる音と、そのファ
サードの長さによって小節が割り当てられる組み立てもうまい。しかし、そこはやはり、その音に
耳を傾けさせる建築的な提案が欲しかった。こうした繊細な感性をもってなお、形になることを前
向きに引き受けて欲しいと思う。 （篠原聡子）

佳作／タジマ奨励賞

真田	匠［九州工業大学学生］
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選外佳作

中山佳子［横浜国立大学大学院生］

選外佳作

寺門慶政［和歌山大学大学院生］
吉井勇樹［同大学学生］

選外佳作

一瀬健人［神戸大学大学院生］
川東大我［同］
野口理沙子［同］

　街とも田園ともつかない中途半端な風景を多く目にする。囲み型の小さな都市ともいうべき建築
を田園に配置し、新たな建築と田園の景観を提案するとともに、それをネットワーク化することで、
展開する新しい生活を提案している。建築はやや大振りだがチャーミングで、広い田園のなかの点
景として悪くないだろう。現実の問題をストレートに建築で答えようとした態度は、他の多くのプ
ロジェクトが日常との距離を失っているとき、説得力をもっている。 （元倉眞琴）

　団地再生のスタイルをとりながら、団地の建築を団地に住んでいた人の歴史のアーカイブとして
位置付けるという物語の組み立てはおもしろい。それは、人が生きることはものが蓄積されること
であるとの考えに基づいている。建物がもののコラージュに変わっていく風景は楽しい。しかし、
その風景を素直に受け止められないのは、それが団地を一種の墓地化することで、住み手の新しい
生活の展開と結びついていないことによる。 （元倉眞琴）

　人々が行動の中で無意識のうちに作り出す「流れ」や「密度」を「大きな自然」と捉えることか
ら本提案は展開する。日に240万人が通行する梅田の地下街。均質で人工的な空間が、床を低反発
弾性フォームに、壁や天井にポリ塩化ビニルを吊ることで、人々の動きやそれに伴う空気の流れと
いう「自然」を顕在化させる。「大きな自然」の定義から空間的操作まで、その徹底性において地
下空間を扱った他提案を凌駕するものとなっている。 （末包伸吾）
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　時間に制約され過ぎている都市の環境に、ゆるやかな時の移ろいが感じとれるような場をとの提
案。ここでの計画は、小動物のアパート、人間のための余暇部屋、風媒化ビル、そして電話ボック
スを利用した植栽の4種類。自然のリズムを取り戻すための装置らしい。個々のアイディアの技術
的なツメの甘さは別として、理解はできる。欲を言えば、相互の関連性や相乗効果が発揮できるレ
ベルまで、もう少し踏み込んでほしかった。 （村上 徹）

タジマ奨励賞

戸井達弥［前橋工科大学学生］
渡邉宏道［同］

　崖のような形態は、現在の都市に建つ一般的な建築、すなわち水平スラブや垂直の壁などによる
近代建築からは、極力遠く隔たれた自由な量塊のあるものを目指している。造形的には面白い。ま
た、美しく描かれた図面からは魅力的な室内外の空間も十分に感じとれ、初源的な洞窟住居を彷彿
とさせてくれる。ただ、互いに野性味を取り戻そうとしている住人と野鳥の物理的な距離が近すぎ
るところなど、熟思の余地があったかも。 （村上 徹）

タジマ奨励賞

安藤祐介［九州大学学生］

　詩的で繊細な作品である。住宅の中の仕切り壁をガラススリットとし、雨模様を楽しむ生活を演
出しようとする提案である。濡れによる透過性への配慮や、雨だれの音を楽しもうといった細かな
遊び心もあるが、一方開口のディテールや、地面の取り扱いなどには、やや無造作なところもある。
雨模様を大事にしてきた、日本の建築の建具や、縁と庭先の接地のデザインから学ぶところもあろ
う。着眼と発想は秀逸だが、さらなる深化が欲しかった。 （三谷 徹）

タジマ奨励賞

木村愛実［広島大学学生］
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　星空がもはやロマンチックでもない時代にあって、素直に夜空を見上げるきっかけとなる空間は
いかがでしょうか、という直球の提案は逆に新鮮。筒の形と配列が恣意的に見えてしまうのが弱い。
インド・ジャイプールのジャンタル・マンタル天文台は、天空の運行を支配する幾何学を、砂岩の構
築物によって地上に映しとろうとする切実な形と配列であるからこそ、たとえ昼間であっても、人々
のまなざしを空に向ける力があるのだ。 （本江正茂）

タジマ奨励賞

後藤雅和［岡山理科大学学生］
小林規矩也［同］／枇榔博史［同］
中村宗樹［同］

　松林の地面に、上部が透明なボックスを墓として埋め込む提案。ボックス内には故人をしのぶよ
すがとなるものを収納する。人々は、箱が埋もれてしまわないように落ち葉かきをする。それが土
を貧栄養に保ち、松林を維持することにもなる。樹木で定義される不定形の座標に個々のボックス
が位置付けられるため、訪れる人はおのずと木から木へと辿ることになる。管理だけでなく、巡り
歩くこともまた自然との呼応のひとつのあり方だろう。 （竹中明夫）

タジマ奨励賞

江口克成［佐賀大学学生］
泉	竜斗［同］／上村恵理［同］
大塚一翼［同］

　上水をすべて地下水でまかなう都市、熊本。都市部の開発により地下水脈層への水の浸透に問題
も生じてきている。本提案は、細沿い管からなるスポンジのような建築をつくり、地下水脈層への
水の浸透を促進させるとともに、この管による毛細管現象を利用した水の循環システムを構築する
ことで、雨水の浄化等も行おうとする意欲的な提案であり、「スポンジ」内の水が循環する多数の
管に囲まれた空間の様相も魅力的なものとなっている。 （末包伸吾）

タジマ奨励賞
今林寛晃［福岡大学学生］
井田真広［同］／筒井麻子［同］
柴田陽平［同］／山中理沙［同］
宮崎由佳子［同］／坂口	織［同］
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　都市の建築物の上にさらに屋根をかける、すると建築物の屋上階は第2の地盤面のようになる。
そこに、都市化によって、失われた緑や耕地や、自然と人間の間のさまざまな行為が、再現される。
大架構のアイディアなのだが、大きな屋根の下に出現する空間に、ヒューマンなスケールと想像可
能な日常を感じさせるところに共感が持てる。フレキシブルスキンの形状に何か、もう少し、必然
から導きだされたものがあるとさらに説得力を増すように思う。 （篠原聡子）

タジマ奨励賞

BAUDRY	MARGAUX	LAURENE
［九州大学学生］

　この作品が「大きな自然に呼応する建
築」の問いに対して、人が手をかけてつ
くる建築と自然の営みがつくる建築の二
つを合作させることで答えようとした着
想は興味深い。そして「砂浜の再生」と
いう主題が、合作を成立させるための必
要なストーリーであることも理解でき
る。だが、建築が最終的に崩壊し地形に
還元されるという結末は、ロマンチック
ではあるが、建築のプロジェクトとして
は少し弱いように思う。 （元倉眞琴）

タジマ奨励賞

濱谷洋次［九州大学学生］
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主旨

　「わが国にこれから求められるストック型・循環型社会の実現に向け
て、眠っている膨大な建築ストック活用のための新たな技術・デザイ
ンの開発が望まれる。またそれが現代社会において継続的な取り組み
へとつながっていくためには、それら技術・デザインの力により、建
築ストックが不動産的価値を持ったり、そこで営まれる活動がその空
間ならではのビジネスとして市場価値を生み出したりするような状況
をつくりあげていくこと、それに加えて、これからの社会にとって望
ましい方向性を見据えたものであることが重要であろう。
　現在の社会情勢の目まぐるしい変化のなかで、ネットビジネス、介
護・福祉ビジネス、人材派遣ビジネスなど、純粋なものづくりに留ま
らない新たなビジネスモデルが模索され推進されている。しかし、こ
うした取り組みに歯止めが利かず、ITショックや金融ショック、また
格差社会問題に象徴されるような事態を引き起こしてもいる。その一
方で、農業ビジネスやエコビジネスなど従来のものづくりに新たな価
値を付加した取り組みや、地域に根付き社員の幸福を通じて社会に貢
献するというベーシックな姿勢を持った中小企業のビジネスモデルが
注目される時代でもある。
　本提案では、こうした状況を踏まえ、これからのわが国に求められ
る、社会性を持った新たなビジネスモデルを始動するための「商品」
または「場」を生み出す建築ストックの活用技術・デザインを募集する。
構想されうるビジネスモデルは多様であり、その新鮮さや社会性とと
もに、その特性にマッチした建築ストックの選定も大きなポイントに
なるであろう。またそれは、決してボランタリーな精神に支えられた
活動ではなく、あくまでもビジネスとして成立し、従事する者に対価
をもたらす活動または活動の場としての建築ストック活用技術・デザ
インの提案であることを条件としたい。」

条件

1――建築ストックを利用し、貨幣価値のみに左右されない社会的な
価値創造を果たしながら、経営的な合理性も独自の手法で獲得してい
る新たな技術提案。
2――実作そのものの応募が原則として認めないが、実作を前提とし
た計画段階の提案、またすでに実現していても計画時点にまで遡った
内容による提案であれば受け付ける。
3――現在は実現が困難でも、将来における建築ストック活用の方向
性を示す萌芽的な提案でもよい。

審査員（敬称略・五十音順）
委員長　　森本信明［近畿大学］
委員　　　加茂紀和子［みかんぐみ］
　　　　　木本健二［芝浦工業大学］
　　　　　齊藤広子［明海大学］
　　　　　田中直人［摂南大学］
　　　　　田村誠邦［アークブレイン］
　　　　　西野加奈子［建築・住宅国際機構］

2010年度日本建築学会技術部門設計競技入選作品

「建築ストックを活用した新たなビジネスモデルのための

技術とデザイン」
主催　建築社会システム委員会

　　　　　長谷川洋［国土技術政策総合研究所］
　　　　　松村秀一［東京大学］
　　　　　山本康友［首都大学東京］
　　　　　吉田 敏［産業技術大学院大学］

選考経過報告

第一次審査
　応募は37作品であった。
　第一次審査は2010年6月26日に本会会議室で行われた。審査員は
10名が参加した。
　審査にあたっては、多様な分野で活動する審査員で構成されている
ため、事前に統一的な評価項目を設定せず、自由に評価することを基
本とした。
　審査の第一段階としては、幅広く選択するという視点から、審査員
が各5～10票を、第二段階として各3票の投票権を持ち、それぞれ推
薦したい作品に投票したうえで、合計得票数が少ない作品から順次検
討を加え、最終的に公開審査に進む5～7作品に絞り込むという方法
をとった。
　第一段階では1票以下の得票数の作品が落とされ、15作品が残され
た。
　第二段階では3票以上が5作品、2票が2作品、1票が3作品という結
果となった。最大7作品を選択するという方針で議論を進めた結果、
1票の3作品が落とされた。
　第一次審査の経過と応募全作品のリストについては、公開審査日の
午後に開催されたパネルディスカッション「建築ストックを活用した
新たなビジネスモデルのための技術とデザイン」資料に詳しく紹介さ
れているので参照されたい。
第二次審査
　第二次審査は建築学会大会（富山）初日午前9時30分～12時30分
にかけて公開で行われた。出席者は発表者も含め約50名、審査員は1
名の欠席を除き10名で行った。第一次審査から選ばれた7作品につい
て、くじ引きにて順序を決めたうえで、発表と質疑が行われた。審査
は2回にわけて行われた。第1回目は審査員が各3票を投じた結果、「ダ
ンチ de ノウチ」（9票）「団地リソース循環活用型Town　Renovation 
Package」（9票）「地方都市の中心市街地再生計画」（7票）の3つの
作品に票が集中した。第2回目は審査員が3作品に対して、各1票を投
じ、その集計結果を見ながら審査員各自が投票した作品についての意
見を述べるという形式をとった。投票の結果は「ダンチ de ノウチ」
に6票が集中し、文句なく最優秀作品となり、残りの2作品を優秀作品、
さらに残りの4作品を佳作とした。

総評

　今回の技術部門の設計競技は、そのタイトルに含まれるキーワード
にもあるように、「建築ストック」「新たなビジネスモデル」「建築技術・
建築デザイン」という、3つの切り口からの接近が求められたもので
ある。建築ストックの時代が叫ばれて久しいが、建築物の持続性をど
のように考え、完全除却しないで活用してゆく必要性や可能性はどこ
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にあるのか。ビジネスモデルとしては、対象とする空間は1例だけで
はなく、類似のストックがあること、さらにある程度の採算性の見通
しを示す必要があろう。また、それらを総合してゆく建築技術やデザ
インによって新たな価値を高める可能性を示すことも求められる。こ
のように考えると今回の設計競技は、かなり難しい内容が求められて
いることがわかる。そのため学生や大学院生の若い人たちにとっては、
時間的な制約もあって、提案をまとめるには大変な努力をしたのでは
ないかと推察される。
　公開審査に残った7つの作品のうち、最優秀作品・優秀作品となっ
た3作品は、いずれも提案した対象について深い知見をもち、ビジネ
スモデルとしての汎用性、計画面・施工技術面での可能性、それらを
空間的なデザインとしてまとめあげているという点で優れたもので
あった。
　最優秀作品の「ダンチ de ノウチ」は、1970年代に供給された公
団住宅団地が余剰化しているという現状から出発し、団地内の緑地だ
けではなく、一部の住棟を農地に転換することによるインパクトに着
目している。それを支える農業ビジネスは、農作業に魅力を感じる都
市住民であり、新鮮や農産物を求める人たちである。古い団地を立体
的な農地に変えてゆくための減築プロセスや、床を補強するための型
枠の仕組み、既存給水塔の農業用水利用など、技術的な提案も面白い。
URの団地再生事業としての実現可能性という面では疑問が残るもの
の、そこで示されたダンチとノウチのコントラストの強さが、多くの
審査員に高く評価されたものと思われる。
　 優 秀 作 品 の「 団 地 リ ソ ー ス 循 環 活 用 型Town　Renovation 
Package」は、分譲住宅団地のリノベーションにあたって、そこに「戸
建て住宅の定期借家分譲」「コレクティブハウス」「住戸リロケーショ
ン」「住棟リノベーション」など複数の事業パッケージを準備するこ
とにより再生を図ってゆこうとするものである。それぞれのパッケー
ジは建築計画的にみてリーゾナブルなものであり、画一的な様相を
もった団地から居住者層をミックスしてゆく方向についても共感が高
かった。ただし同じ団地再生を扱った最優秀作品と比較して、コンペ
としての「夢」の有無が評価の分かれ目であったとみられる。
　優秀作品の「地方都市の中心市街地再生の計画－防災建築街区の再
生を核として－」は、1961年～1969年の防災建築街区造成法をも
とに実施された防災建築街区が全国の中心市街地に存在することに着
目し、そのコンバージョンの仕組みを提案したものである。事業の汎
用性が高く、所有権買い取り方式による事業化への展望や、壁を取り
払うことによる水平方向の動線を確保することにより、高齢者向けの

諸施設や住宅、宿泊施設、クリニックモールなどをはめ込んでゆく内
容となっている。ケーススタディとなった富山県氷見市の事例などで、
十分な調査研究の蓄積をもとに提案された内容が評価された。ただし
プレゼンテーションで高齢化対応がやや強調されたことが、投票結果
にマイナスに採用したものとみられる。
　この3作品に対して、佳作の4作品は、それぞれ建築ストックを活
用してゆく空間デザイン的な内容の面白さが評価されて第一次審査の
中から選択されてきたものである。
　「Hisashi Complex」は、地方中心都市の商店街を、「庇」によって
デザイン・アイデンティティを確保しようというものである。ケース
スタディ地区である金沢市竪町の一般性、道路空間と建築敷地との法
律上の扱いや、大学との連携プロジェクトというビジネスモデルとし
ての評価などが、十分な票を集めるに至らなかった理由と考えられる。
　「ビルと街のぷち整形」は、中層オフィス街にあるビルの、通りに
面した2mの空間を活用して、街に活気を呼び戻そうという提案であ
る。質疑では建築計画的に見た時のタテ方向の動線処理、奥になる空
間との関連などについての疑問が出され、票を十分に集めるに至らな
かったものと思われる。
　「まちを繋ぐ『かべ』」は、かつて綿織物工場でにぎわっていた西脇
市において、産業の衰退とともに発生した空倉庫や空工場を利用した
提案である。工場の北向きからの採光を確保するための鋸屋根と、あ
らたに挿入するカベの軸線により、まちにあらたなつながりを生み出
そうとしている。保育所としての利用や民間工場の活用については、
ビジネスモデルという点からみて弱いと評価されたものと考えられ
る。
　「ミズタマリ」は減少しつつあるガソリンスタンドを、上面を「た
め池」のように利用して、濾過装置で貯水層につなぐという提案であ
る。人類が直面する水問題解決に対するモデルとして示しされた。屋
根から下りるロート状の濾過装置がアイデアをシンプルに伝えてい
る。ただしこれをもとにした生態系ネットワーク化の可能性やガソリ
ン貯留タンクの貯水層への転換などについては説得的ではないと見ら
れたのであろう。
　以上のように、最優秀・優秀の3作品は、提案にあたっての蓄積が
十分になされており、当初難しいと思われていたビジネスモデルとし
ての提案について優秀作にふさわしいものであったと思われる。今回
のコンペは、現在の社会が要請する課題に十分にフィットするものに
なっていたと評価できるであろう。

提案名 提案者

最優秀賞 ダンチ de ノウチ／
UR余剰住宅を活用した消費者主体の農業ビジネス

北濱 亨［竹中工務店］

優秀賞 地方都市の中心市街地の再生計画
―防災建築街区の再生を核として―

円満隆平・高畠秀雄・蜂谷俊雄・西村 督・佐藤晋太郎・ 小林勇介・
牧野俊崇［金沢工業大学］

団地リソース循環活用型　Town Renovation Package 星田逸郎［星田逸郎空間都市研究所］・大坪 明［武庫川女子大学］・
鈴木克彦［京都工芸繊維大学］・三谷幸司［四天王寺女子大学］・
池田裕彦［三弘建築事務所］

佳作 ビルと街のぷち整形
―ファサード2m空間の有効利用―

田中 匠・平林聖尊・水馬一暢・田邉昌基・石黒紘介［竹中工務店］

ミズタマリ 瀧澤祐介・石川慎一郎・及川直哉・黒田健一［清水建設］・
阿部 真［ピーディーシステム］

まちを繋ぐ「かべ」 藤原康晃［関西大学］

Hisashi Complex 村井美菜子・松尾智明・篠原謙一［金沢工業大学］
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　本案は、URの余剰住宅を活用した消費者主体のビジネスモデルを
提案している。1970年代に供給された公団住宅がライフスタイルの
変化、少子化、耐震性能不足などから余剰化しているという現状から
出発し、団地内の緑地に加えて、住棟にさまざまなアイデアを用い農
地に転換していることに、一次審査から多くの審査員の高い評価を得、
また二次審査においても多くの審査員の点を得たことは、この提案の
素晴らしさを示していると思う。
　また、「ダンチでピンチ」「ダンチのノウチ」「ダンチでノウチ」「チ
イキにノウチ」「ノウチにエイチ」といったキャッチコピーも内容の
素晴らしさとともに審査員の耳に心地よく伝わったように思われる。
　さらに、このコンペの主旨である建築ストックを活用したビジネス
モデルという点においても、農業生産法人による消費者主体の農業ビ
ジネスモデルについて、実現の可能性については疑問が残るものの、
さまざまな試算をし、採算性にも踏み込んでいる。ストック活用とビ
ジネスモデルの両面で、多くの審査員に高く評価されたと考える。
 （西野加奈子）

最優秀賞

ダンチ de ノウチ／
UR余剰住宅を活用した
消費者主体の農業ビジネス
北濱 亨［竹中工務店］
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　本案は、1960年代に全国各地の中心市街地に展開されていた防災
建築街区造成法に基づく防災建築街区に着目し、その再生手法を提案
したものである。富山県氷見市の中心市街地をモデルとして、一つの
帯状の建築としての防災建築街区について、その界壁を取り払うこと
により実現しうる空間的な可能性に着目し、その用途転換により、高
齢者施設や住宅、クリニックモール等の地域に必要な機能の再生を提
案していることや、一般的な区分所有ではなく戸ごとに分かれている
その権利関係の特殊性に着目し、地権者の任意の合意形成ではなく、
地権者や行政、地元企業などの出資による「まちづくり会社」を事業
主体として、各地権者の権利を買い取る形での権利の一体化の手法を
提案している点など、実証的な研究をベースに斬新なアイデアを盛り
込んだ密度の高い提案と評価された。
　一方で、中心市街地の街路に面する長大なファサードをどう生かし、
あるいは改変して、街に対して新たな価値をどう発信していくのかと
いったデザイン面では、やや物足りない面があり、惜しくも最優秀作
品を逃したものと考えられる。 （田村誠邦）

優秀賞

地方都市の中心市街地の
再生計画―防災建築街区の
再生を核として―
円満隆平［金沢工業大学］

高畠秀雄［同］／蜂谷俊雄［同］／
西村 督［同］／佐藤晋太郎［同］／
小林勇介［同］／牧野俊崇［同］
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　本案は、画一的につくられた団地を、再生を通じて、多様な居住者
を受け入れられるように、戸建て住宅、集合住宅のミックス、コレク
ティブハウス、持家と借家をミックスさせ、建物の再生のみならず、
コミュニティの再生も意図したものである。具体的には、「定期借地
を利用した戸建て住宅分譲」「コレクティブハウス」「住戸リロケーショ
ン」「住棟リノベーション」等の複数の事業パッケージがある。
　建築ストックビジネスは、空間的にも時間的にも段階的なアプロー
チがいること、「発想」から「実現」に向けたビジネスモデルの構築
には、実現可能性を高めるために従来とは異なる建築社会システムと
して、所有形態や利用形態の再編、新たなネットワーク・連携の構築、
コストからプライスの評価、時間のプランニング等、あらたなデザイ
ン力が求められる。こうした点を総合的に考慮し、実現に向けたプロ
セスのデザインが示されており、現在の法制度の中で、実現可能性の
高い提案とし、評価された。 （齊藤広子）

優秀賞

団地リソース循環活用型
Town Renovation Package

星田逸郎［星田逸郎空間都市研究所］

大坪 明［武庫川女子大学］ 
鈴木克彦［京都工芸繊維大学］

三谷幸司［四天王寺女子大学］

池田裕彦［三弘建築事務所］
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　本案は、既存の市街地に多く見られるペンシルビルのような古く
て小さなオフィスのビル群の空室に着目し、通りに面した奥行き
2mの空間に新しい街の魅力を再生しようとする提案である。ファ
サードをミニマムな改修で街の空洞化を阻止し、光や風、熱など
の環境条件をコントロールし、新たな快適空間を創造しようとする
ものである。この2mの空間が街に大きく顔を向け、ファッション
や飲食、ギャラリー、雑貨など、多種多様なショップの様態が可視
化され、街ににぎわいと魅力的なメッセージを発信することになる。
　けっして大掛かりではなく、それぞれのビルのオーナーの手の
届く「プチ整形」は大規模なスクラップアンドビルドでそれまで
の街の歴史や生活感を消去してしまうこれまでの再開発手法とは
異なるやさしい環境デザインといえる。
　しかし、ガラスの壁や透明なファサード、開けられるヴォイド
などに関する具体的なデザインや施工などに検討する要素がある
ほか、縦方向の動線処理、奥になる空間とのつながりなど、基本
的な建築計画面での課題が指摘されよう。今後、本案が「ストッ
クを活用した新たなビジネスモデル」としてのリアリティをどこ
まで高められるのか注目したい。 （田中直人）

　減少しているガソリンスタンドを「ため池」のように活用して、
上面を屋上緑化し、集水した雨水を濾過装置で地下貯留タンク（貯
水層）につなぐという提案である。屋根から下りるロート状の濾
過装置のアイデアがシンプルに表現している。この提案は、ガソ
リンスタンド単体だけでなく、ウォータースマートグリッドや生
態系ネットワークとしての面的な都市づくりへの転換まで考える
ことで、世界規模で起きている水不足問題解決に対するモデルと
して示された。
　ただ、これを元にした都市の生態系ネットワーク化への可能性、
ガソリン貯留タンクを貯水層としての活用、貯留タンクの貯留量
などについての説得がないと見られた。
　ガソリンスタンド廃止に伴っての、他へのコンバージョンが難
しいこともあり、また、ガソリン貯留タンクの解体による廃棄物
のこと、水貯留のネットワークを考えるなど、アイデアが面白かっ
ただけに残念である。 （山本康友）

佳作

ビルと街のぷち整形
―ファサード2m空間の有効利用―

佳作

ミズタマリ

田中 匠［竹中工務店］
平林聖尊［同］
水馬一暢［同］
田邉昌基［同］
石黒紘介［同］

瀧澤祐介［清水建設］
石川慎一郎［同］
及川直哉［同］
黒田健一［同］
阿部 真［ピーディーシステム］
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　地方都市の中心市街地をいかに活性化させるか、「Hisashi 
Complex」は石川県金沢市堅町にある商店街、竪町ストリート
を舞台に、竪町ストリートのデザイン・アイデンティティとなっ
ている「庇」に着目し、そのストック活用を提案している。
　庇空間の導入タイプを、簡単な改良で対応する既存庇活用タイ
プと、新しく庇を設置する庇新規設置タイプに整理し、さらに庇
が形成する空間を上階と下階に区分しその活用方法を示してい
る。今回、16種類の庇が提案されており、その多様性は商店街
活性化の期待を膨らませてくれる。また、竪町ストリートにおい
て問題となっている空き店舗を有効活用するために、「竪町」と

「店・企業」そして「大学」の三者による短期間出店ビジネスモデ
ルを提案している。地元団体や住民そして行政だけでなく、大学
の参画を提示しているのが特徴となっている。
　本設計競技は新たなビジネスモデルのための技術とデザインを
募集しており、デザインコンセプトのみでは説得力をもつに至ら
ない。提案内容の実現可能性、それを裏付ける分析と技術が重要
になる。このあたり、より具体的な検討と表現がなされていれば
もっと高い評価を得られたと思われる。 （木本健二）

佳作

Hisashi Complex

村井美菜子［金沢工業大学］
松尾智明［同］
篠原謙一［同］

　かつて街の発展の拠点であった繊維工場の鋸屋根の建物は西脇
市の人々の記憶の継承として意味深い。この空間を街の資産とし、
あらたに人が集まる場所として活用するという視点、街の固有性
を見出し、それを特性として再生する手法には非常に共感が持て
た。
　すでに役を降りた空間であるが、建物内に北側からのトップラ
イトの光にみたされる木架構造の大きな空間である。街の再編を
するための「かべ」は、構造上の補強であり、新たなプログラム
を挿入する装置としていろいろな可能性をもつことや、街の人の
流れを引き寄せることのできるマグネットのような役割となると
面白いと思った。一次審査の図面には空間に対する愛着があふれ
ていたが、「かべ」の表現が抽象的であり、技術的な部分が説明
されていなかったので、応募者藤原氏に直接話をききたいという
気持ちになった。二次審査でもその抽象性が拭えず、人の居場所
としてのリアリティやビジネスモデルにむすびつくにぎわいを想
像できるまでに至らなかったということが佳作にとどまった理由
だったと思う。 （加茂紀和子）

佳作

まちを繋ぐ「かべ」

藤原康晃［関西大学］
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