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2012年度支部共通事業
日本建築学会設計競技入選作品
「あたりまえのまち／かけがえのないもの」

全国審査は、各支部に応募された364作品のなかから選ばれた支部入選
83作品を対象に行われた。
　1次審査（8月2日）は、全国入選候補12作品のノミネートとタジマ奨励賞
10作品を選考した。

　　全国入選者

最優秀賞 北陸支部　神田謙匠ほか1名
 近畿支部　坂本和哉ほか2名
 近畿支部　元木智也ほか1名
優秀賞 関東支部　大谷広司ほか3名
 近畿支部　辻村修太郎ほか2名
 中国支部　山根大知ほか3名
佳作 関東支部　平林瞳ほか1名
 近畿支部　高橋良至ほか3名
 中国支部　梶並直貴ほか2名
佳作／タジマ奨励賞 北陸支部　石川睦ほか8名

　　審査総評（審査委員長 竹山聖）

存在するものすべては滅びゆく。地震や火事、台風、津波に襲われ続け
た国土に暮らす人間にはある種の諦観とともに透徹した、あるいは潔い
再生への志が根づいているのだと思う。
　「あたりまえのまち／かけがえのないもの」という今回の課題では、ど
のような時間の流れのなかに建築という行為をとらえるか、が問われた。
過去の知、現在の認識、未来への希望を、ささやかであれ、地域の風景の
なかから選び取り、いかに瑞々しいイメージを描き出しうるか。問われた
のは従って、時間だ。しかし、もちろん建築は空間を加工するイメージに
導かれるから、時間は空間に刻み込まれたかたちで提案される。空間の
変容として描き出される。その変容にこめられたストーリーや方法の説
得力が、審査の決め手となった。最終審査に残った作品はすべてこの問
いに応えていた。プレゼンテーションも見事であったし、審査員の質問
にもまずまず的確に回答してくれた。そうした討議の流れのなかから、ど
うやら各審査員の志向が、詩的なイメージとシステマティックな方法に

　　2012年度日本建築学会設計競技入選作品展

会期　11月11日（日）～ 16日（金）9:00～ 19:30

　　　土曜日・日曜日および最終日は17:00まで

　　全国審査部会

審査委員長 竹山聖［京都大学准教授］
審査員 生田京子［名城大学准教授］
 石原智也［NTTファシリティーズ
 　　　　建築事業本部設計部長］
 木多道宏［大阪大学准教授］

　2次審査会（9月12日）は、大会会場（名古屋大学）において公開で開催
された。
　各賞は、ノミネート12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。

 小林英俊［富山県建築士会専務理事］
 島田雅彦［小説家］
 末廣香織［九州大学准教授］
 竹内泰［宮城大学准教授］
 松岡恭子［スピングラス・アーキテクツ代表取締役］

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）
入場　無料 ※詳細は本会ホームページをご覧ください。

佳作／タジマ奨励賞 九州支部　田中伸明ほか2名
 九州支部　江渕翔ほか1名
タジマ奨励賞 関東支部　吉田智大
 東海支部　鈴木翔麻
 東海支部　齋藤俊太郎ほか2名
 九州支部　野正達也ほか3名
 九州支部　冨木幹大ほか2名
 九州支部　原田爽一朗
 九州支部　栫井寛子ほか3名

わかれていったように思う。建築的介入、ということを厳密に物質的なレ
ベルでとらえるのか、心象のレベルでよしとするのか。これはついには建
築的とは何か、という問いにもつながる。ここで判断が分かれた面もあ
る。審査員は9人であるから意見のまとまる保証はない。限られた時間で
はあったが議論を尽くし、投票を行った。
　ここで芥川賞審査員の島田雅彦氏が加わってくれていたことが幸いし
た。明快にひとつの結論が得られたのである。島田氏のヒントで投票は芥
川賞形式をとることとした。最優秀に推してよいと思うものに二重丸（1点）
最大2作品。入賞に値すると思うものに一重丸（0.5点）最大4作品。そこま
でいかないと判断するものには無印。（芥川賞ではこれが○、△、×）投票
結果を踏まえ議論を進めたが、結局その上位3作品の受賞となった。二つ
は詩的なイメージ、ひとつはシステマティックな方法、と言っていい。いずれ
も極めて美しいドローイングに結実された構想であり、高レベルの戦いで
あった。応募者全員に心からの敬意を表したい。
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最優秀賞

築のイメージをより深い感覚で継承していくことを試みている。再利用のた
めのストーリー構成と、ていねいで力強いドローイングに強く印象づけられ
た作品であった。再利用材料としての規格にかかわる掘り下げ、それを用い
た新しい町屋空間創出に取り組まれることを期待したい。 （石原智也）

神田謙匠 ［金沢工業大学］　吉田知剛 ［同］

町屋の保存・再生については、さまざまな研究・実践が行われてきている
が、本提案では町屋を解体した古材を活用することで、金沢のまち・町屋建
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最優秀賞

坂本和哉 ［関西大学］　坂口文彦 ［同］　中尾礼太 ［同］

大阪都心の空堀にある歴史を伝える崖を、子どもの遊び場、生活の場とし
てとらえ直し、小学校の一時期を過ごす場所として再構築した提案であ
る。歴史と子どもというまったく異なる二つのストーリーを結びつけた意味

で秀逸であり、老朽化した木造密集住宅地や、人口都心回帰による教室不
足という現代的問題にも応えていた。しかし、最大の強みは、子どもたちだ
からこそ楽しめる街の裏側に隠された小さな空間の魅力を最大限に引き
出したことだろう。 （末廣香織）
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最優秀賞

えたまったく別の「場の力」を引き出す……それは優れた建築的介入と
言える。
　異質な構造体が一個あるだけで、今まで見向きもしなかったため池に能
動的にかかわろうとする。そんな意識の変化を呼ぶ悪戯は建築に欠かせ
ない要素だ。 （島田雅彦）

元木智也 ［京都工芸繊維大学］　原宏佑 ［同］

岸和田にため池があることは知らなかったが、住宅街に紛れている古墳
や城址のように、その土地の由来を宿す自然や人工物が残っているケー
スは多々ある。その土地ならではの風景を保存しつつ、住民の想像を越
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優秀賞

イクルのアイデアを盛り込み、三つの段階を踏んで、最終的に公園化するも
ので、用済みになったら、すぐに取り壊し、再開発するこれまでの効率重視
のやり方ではなく、創造的解体の試みであり、銭湯だけでなく、映画館や廃
校やシャッター通りなどのリサイクルにも応用可能だろう。 （島田雅彦）

大谷広司 ［千葉大学］　諸橋俊 ［同］　上田一樹 ［同］　殷玥 ［同］

「湯遺言場」……凝ったプロジェクト名だが、地域住民に親しまれた銭湯を
手厚く葬送する意図が字面からも読み取れる。銭湯解体のプロセスにリサ

優秀賞

活への愛情と眼差しが原動力となっている。とらえがたいその寄せ
集まったむき出しの生活空間へ、果敢に踏み込みかかわろうとする態
度に、未来の設計者たちの姿を透視した。これを機会に、愛する空間
の真実をより深く理解し、切れのある建築的介入を試みてほしいと期
待する。 （竹内泰）

辻村修太郎 ［関西大学］　吉田祐介 ［同］

かつては当たり前であったが、現在の法の下では、かけがえのないも
のとなってしまっているバラックの空間を、なんとか当初のセルフビル
ドによって残し改善していこうとするこの案は、そこで展開している生
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優秀賞

の組み合わせによる新たな参道町の計画は次の段階で一階まで沈められ
た時に小舟による店舗巡りも考慮され充実している。最後には展望塔の
み海上に残し、島は魚礁となるが展望塔に太鼓橋を架け、海からの参道を
作る。こんな突飛なアイデアを達者な漫画風線画でいきいきと表現して秀
逸である。 （小林英俊）

山根大知 ［島根大学］　酒井直哉 ［同］　稲垣伸彦 ［同］

宮崎照 ［同］

美保神社とその参道を再生させる三段階のプロジェクト。廃コンテナの活
用で浮島を作り、漁船溜まりと魚市場・飲食施設等の集客施設を作る。コ
ンテナの浮島を段階的に沈め、最終的に魚礁とする。タイプ別のコンテナ

佳作

案。表現力も達者で魅力的なプレゼンである。小水力発電は太陽光と違
い、24時間発電できる安定した仕組みである。提案では図書館をダムの上
に載せることになっているが、小水力発電に適したエネルギー利用の仕組
みやプログラムを持ち込むと、説得力が増しただろう。 （松岡恭子）

平林瞳 ［横浜国立大学］　水野貴之 ［同］

川水、それを小さく溜めるダム、さらに各ダムにつくられたコミュニティのた
めの場が、ネットワークを結びながら連続的な風景を形成していくという提
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佳作

高橋良至 ［神戸大学］　殷小文 ［同］　岩田翔 ［同］

二村緋菜子 ［同］

商店街を商店街として再生するのではなく、新たに居住の場に転換する
ことが示されている。アーケードを覆うように「殻」をかぶせていき、殻と
殻の間に住人が自由に自室をかまえていく。その層構成が大胆で面白
い。上からの光が半外部のような開放感をもたらし、個室仕切りもラフな
棚で考えられている。もともとの商店街もアジアの市場のような雑然とし
たにぎわいがあるが、それが住宅になってなお維持されている点が魅力
である。 （生田京子）

佳作

梶並直貴 ［山口大学］　植田裕基 ［同］　田村彰浩 ［同］

山口県平群島では、近年の人口減少のため火葬場が廃止され、遺体が本土
で荼毘に付されるようになった。島民全員による葬儀はなくなったが、船で
島に帰還してくる遺灰を島民全員が堤防で出迎えるという慣習が再形成
されている。作者はこの「人と人のつながり」を象徴する生活文化をかけが

えのないものととらえ、この堤防に屋根をかけ、家具をしつらえ、人々の日常
の「縁側」としてデザインした。人口減少がさらに進み無人となった場合に
は、屋根が閉じて高い防潮堤に変化し、集落とその記憶を守り続ける。葬
送の文化への着眼、非日常と日常の場の重なり、詩的な物語性の提案が魅
力的である。 （木多道宏）

佳作／タジマ奨励賞

石川睦 ［愛知工業大学］　伊藤哲也 ［同］　江間亜弥 ［同］

大山真司 ［同］　羽場健人 ［同］　山田健登 ［同］ 

丹羽一将 ［同］　船橋成明 ［同］　服部佳那子 ［同］

この作品の第一印象は、かけがえのないのどかさであった。青い山あいに
たたずむ民家のまわりを、ふわふわと漂うように描かれた「はざまく」は、自
然と生活を結びつける天女の羽衣を思わせた。はざはしらに電柱を利用
し、はざまくで集めたつゆを集めて利用することには、思わず苦笑しなが
らも、この地域の自然と生活を共存させたい、自然と生活のサイクルを調和
させる仕組みをつくりたいという熱い思いが伝わってきた。 （石原智也）
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佳作／タジマ奨励賞

という発想と、実現可能性を検討するために、集音・拡音装置の形状決定
や雨水管での音の減衰率を理論的に解析し、さらには実験までして確認
してきた努力は評価できる。ただし、拡音装置のデザインは基本的な考え
に無理がありすぎた。 （末廣香織）

田中伸明 ［熊本大学］　有谷友孝 ［同］　山田康助 ［同］

港に面した建物に集音装置を取り付け、そこから雨水管を介して離れた場
所で音を開放し、街中に汽笛の音を拡散させるという話は荒唐無稽だが、
汽笛の音を「かけがえのないもの」としてとらえ、それを建築的に変換する

佳作／タジマ奨励賞

江渕翔 ［九州産業大学］　田川理香子 ［同］

日々社会は変化している。まちの姿もそれに伴って変化する。本作品は、そ
れぞれの地域にかけがえのないものがあり、その変化に設計者が繊細かつ

タジマ奨励賞

吉田智大 ［公立前橋工科大学］

シャッター街が「あたりまえ」になって、「かけがえのないもの」が見当たら
ないなかで、風土の基本ではあるが、否定的に語られがちな「からっ風」
の存在そのものをインフラとして活用する。空き家に風穴を開け、風の通
り道を連ねると共に防風林「かしぐね」でコントロールする。風の通り道が
歩行者の導線となり、かつ緑化による修景を行うことで新たなサービス施
設の立地や、広い駐車場を屋外文化施設として活用する提案。合理的に
区画割りされた都市構造を風の通り道で再編しようとするアイデアは秀
逸である。 （小林英俊）

真摯に介入するべきだということを教えてくれている。目に見えるものだけで
なく、目に見えないものの変化もとらえようとすることで、自然と人、人と人の
根本的なかかわりを浮き上がらせている。どこの地域でも、地域ごとのかけ
がえのないものを洞察できる設計者の能力に期待したい。 （竹内泰）
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タジマ奨励賞

鈴木翔麻 ［名古屋工業大学］

本提案の対象地域は、たびたび氾濫する庄内川の水害に悩まされてきた。
水害のたびに高くされ、ヒューマンスケールを超えた堤防に囲まれた地域
で、江戸時代には橋詰めの交通の要所として栄えたころの風景を、再構築
しようとする提案である。地域を読み取った作者の心に映る風景を、丁寧
に描きだそうとする姿勢に好感を覚える。計画手法や内容にさらに現代的
な要素が加えられると、もっとよくなったのではないだろうか。 （石原智也）

タジマ奨励賞

提案。力づくでベクトルを変えるのではなく、静かにゆっくりと新しい
生命の帯を広げていく表現としても、緻密な点描画は秀逸である。さら
にもう一歩踏み込んで、建築空間の提案をこの大きなリングの中に点在
させられると、建築と自然という大きなテーマが案をさらに成長させる
ことだろう。 （松岡恭子）

齋藤俊太郎 ［豊田工業高等専門学校］　岩田はるな ［同］　
鈴木千裕 ［同］

都市空間を分断する名古屋の広幅員の環状道路を、森に回復していき
ながら人の暮らす庭とつなげ、人と自然が共生する場へと変えていく

タジマ奨励賞

されていた。ボタは無用の産物であるが、作者は明滅するボタ山の風景を
「炭鉱夫に活力を与える正の痕跡」としてとらえた。光ファイバーなどを用い
た人工的な装置によって明滅を再現し、さらに人々の手によって明かりを
灯すしくみが提案された。この作品は、心象風景を現代的な手法により再
構築しようとする意欲的な試みが評価された。 （木多道宏）

野正達也 ［西日本工業大学］　榎並拓哉 ［同］　溝口憂樹 ［同］　
神野翔 ［同］

北九州の採炭の町では、かつて石炭と同時に掘り出される「ボタ」が積み
上げられ、ここでくすぶる火が夜には明滅するという独特の風景が生み出
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タジマ奨励賞

合っている「飛び梁」に着目し、人口減少で生じた空き家を解体する際、飛び
梁をコミュニティ形成のための装置へと更新していく仕組みを提案した。過
疎化する街において、建物を縮退させながらも人と人のつながりの場を発展
させていく新たな更新システムを提案した点が優れている。 （木多道宏）

冨木幹大 ［鹿児島大学］　土肥準也 ［同］　関恭太 ［同］

鹿児島県名山町は老朽した木造家屋が密集するものの、社会的な紐帯を形
成する社会空間を持ち合わせた街である。作者は家屋どうしを物理的に支え

タジマ奨励賞

原田爽一朗 ［九州産業大学］

長崎で伝統的に使っていた温石という石を使って、まちの景観を構成する
提案である。伝統的素材を再定義して光を当てたことには意義があるし、
この石で町歩きのルートを整備するだけでなく、石を蓄熱材として利用した
パッシブソーラーシステムを提案したことには、歴史と現代を結びつける
意味で説得力がある。しかし、デザイン手法自体は、既成のものを組み合
わせただけのようにも見え、この土地固有のクオリティを引き出すまでには
至らなかった。 （末廣香織）

タジマ奨励賞

栫井寛子 ［九州大学］　西山雄大 ［同］　徳永孝平 ［同］

山田泰輝 ［同］

自然に寄り添うように簡素な建築をつくることで、その場の豊かさを意識
化させる提案である。大きな楠のある丘をテーマとし、大きな楠を殺さない
程度のささやかな建築が付加されている。そのバランス感がよい。これま
で大楠と都市的な風景が関係性を持てずに接していたものを、ささやかな
建築が繋げ、そこに子どもや人々の居場所が生み出されている。素直に土
地の特性に応えた秀作である。 （生田京子）

121019_コンペ再入稿.indd   67 12/10/19   16:46



068 2012年度支部共通事業日本建築学会設計競技入選作品 建築雑誌｜vol.127 No.1638｜2012年11月号

　　支部入選

北海道支部 *長沢麻未［札幌市立大学学生］
 *田中元［北海道大学大学院生］、植地剛［同］

東北支部 *斎藤駿［東北工業大学学生］
 *糸魚川遼［愛知県立芸術大学大学院生］
 *渡邉孝則［宮城大学大学院生］、金弘章［同］
 *澤修平［滋賀県立大学大学院生］、大江真広［同］、吉岡一弥

［同］、山崎拓［同］

関東支部 *上原慧史［東京理科大学大学院生］
 *山田貴仁［首都大学東京大学院生］、佐藤慎平［同］、藤井

悠太［同］
 *谷本裕香子［日本大学大学院生］
 *芹澤雅嘉［千葉大学大学院生］、脇本菜津美［同］、岩崎真央

［同］、玄島雄太［同］
 *長塚幸助［フリー］、山口大樹［工学院大学大学院生］、天野

亮太［同］
 *佐藤秀斗［宇都宮大学大学院生］、松浦達也［同］、福田聖也

［同］、金知恩［同］、松本遼平［同］、羽部竜斗［同］
 *與安拓馬［千葉大学大学院生］、筒野順［同］、田中絢子

［同］、後藤由佳［同］、玉田義剛［同］
 *杉田陽平［日本大学大学院生］、松井創斗［同］、杉山洋太

［同］
 *石原幹太［日本大学大学院生］、菅原雅之［同］
 *金沢将［東京理科大学大学院生］、山田芽里［同］、中岡優

［同］、岡崎絢［同］、小林翔［同］
 *邉見啓明［千葉大学大学院生］、内田和也［同］、南炯旭

［同］
 *下田奈祐［東海大学大学院生］、塩野俊介［同］、渡邉光太郎

［同］
 *吉方祐樹［千葉大学大学院生］、斎藤拓郎［同］、福田美羽

［同］

東海支部 *中野秀俊［中部大学大学院生］、中村静香［同］、太田雄太郎
［同］、小池俊幸［同］

 *藤枝拓弥［日本大学学生］、堀裕平［同］
 *原田和寛［豊橋技術科学大学学生］、南志津弥［同］、原な

つみ［同］、柿本成章［同］、大平啓太［豊橋技術科学大学大
学院生］、IKALOVIC VEDRANA［同］

 *冬野達也［三重大学大学院生］
 *牧村将吾［名古屋大学大学院生］、前田千晶［同］、古賀春那

［同］

北陸支部 *長田純一［信州大学大学院生］、鶴見晋太朗［同］
 *松嵜貴紀［信州大学大学院生］、加藤伸康［同］、内堀佑紀

［同］
 *尾崎崇史［金沢工業大学大学院生］、木原健介［同］、太田

慎一郎［同］

近畿支部 *西智哉［大阪大学大学院生］、永井仙太郎［同］
 *奥野浩平［大阪工業大学大学院生］、高橋亘［同］、梶彰良

［同］、都志彩夏［同］、山口尚哉［同］
 *比奈本洋太［神戸大学大学院生］、森口大基［同］、本多宏輝

［同］
 *清水慎之介［立命館大学大学院生］、中辻浩介［同］、五味

慶一郎［同］、山本裕之［立命館大学学生］

 *宗像一樹［大阪工業大学大学院生］
 *平田祐基［関西大学大学院生］、松本和也［同］、霞一輝

［同］
 *増田裕樹［東京都市大学大学院生］、池田雄馬［同］、矢板悟

［日本大学大学院生］
 *玉垣俊［神戸大学大学院生］、林真輝［同］
 *木作洋輔［神戸大学大学院生］、玉垣俊［同］
 *張慧若［神戸大学大学院生］、木作洋輔［同］、福井大典

［同］
 *谷口弘和［大阪市立大学大学院生］、竹嶋大志［同］、島拓央

［同］
 *小林敬政［東京工業大学大学院生］、磯崎裕介［同］

中国支部 *井上亮［島根大学大学院生］、有馬健一郎［同］、片岡恵理子
［同］、岩田雄利［島根大学学生］

 *植木優行［近畿大学大学院生］、塩川正人［同］
 *岡本幸大［近畿大学大学院生］、上原諒也［同］、中村遼太

［同］、TSORMAN GEORGOS［同］
 *川内麻生［山口大学大学院生］、吉岡絢香［同］、中馬賢次

［同］、中川あかり［同］
 *川口祥茄［広島工業大学学生］、市原祥弥［同］、香々美陽介

［同］
 *平野悠哉［日本大学大学院生］、小笠原隼［同］、矢板悟

［同］、矢板悟［同］、丹下幸太［同］、矢野卓馬［同］
 *山本拓哉［近畿大学学生］、河野祐樹［同］
 *横山翔平［広島工業大学学生］、小島大樹［同］、釜本彩

［同］

四国支部 *原口政宗［和歌山大学大学院生］、福田明大［同］
 *平尾慶太［広島大学大学院生］、三阪貴俊［同］

九州支部 *林隆育［熊本大学大学院生］、香川峻輔［同］、中村安那
［同］

 *中園はるか［熊本大学学生］、岡勇志［同］、林孝之［同］
 *浅尾友哉［熊本大学大学院生］、中村有花［同］、MARIA 

LIVCHAK［同］
 *田中諒［熊本大学大学院生］、中西翔子［同］、張悦［同］
 *木村龍之介［熊本大学大学院生］、益田茜［同］
 *寺本洋将［九州工業大学学生］、小田原俊輔［同］、田畑美樹

［同］
 *小山沢［九州大学大学院生］
 *福永貴大［都城工業高等専門学校学生］、桑畑翔悟［同］
 *宮内美紀［九州大学大学院生］、三浦彩花［同］
 *赤田心太［九州大学学生］、宇都宮明翔［同］
 *辻裕太［九州大学大学院生］、梶原あき［同］、三宅諒［同］、

末吉祐樹［同］
 *中土居宏紀［九州大学大学院生］
 *中原拓海［九州大学大学院生］、今林寛晃［同］、西亀和也

［同］
 *井田久遠［九州大学大学院生］、津田誠［同］、木村萌［同］
 *日高彩菜［九州大学大学院生］、川畑智也［同］、山崎二美馨

［同］、伊井田和見［同］

 *は代表者
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2012年度日本建築学会技術部門設計競技入選作品
「デジタルデザイン環境によって可能になる建築・都市」
主催　情報システム技術委員会

は、構造、音、熱、空気などのさまざまな要因についてのシミュレーショ
ンを直接に結びつけやすく、アルゴリズムによって建築・都市の機能的
要求の充足方法をコンピュータで高速に計算させる手法も登場してい
る。さらには、設計データとデジタル制御の加工機器の連携を深めるこ
とが、これらの建築・都市の実現の可能性に革新的な変化をもたらす
だろう。
　この設計競技は、社会におけるさまざまな課題を解決することを目的
に、こうした新しいデジタルデザイン環境による設計手法を使った斬新で
より有意義なデザインの提案を募集するものである。

　　主旨

設計環境においてCADによる図面作成はすでに一般化しているが、近
年、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデル）という概念ととも
に、「図面」を経由せず3次元の立体データを中心に建築物の設計情報
を総合的に扱う手法の登場が、設計から施工段階に至るさまざまなプ
ロセスに大きな影響を与え始めている。将来の利用者を含むさまざま
な主体間で設計内容の理解を共有する方法を大きく変えるこの新しい
設計環境は、従来の設計作業の効率化や合理化だけでなく、これまで
複雑性等の点で実質的に設計作業が困難だった形態や空間・環境に
ついて、立体データをもとにした検討を可能とするものである。そこに

ルによる討議の結果、5票以上を獲得した6作品を入選候補作品とした。
（2）第二次審査
7月17日、公開審査会を実施した。入選候補6作品について、それぞれ応
募者による12分間のプレゼンテーションと12分間の質疑応答を行った。
審査員による投票と討議の結果、最優秀賞1点、優秀賞3点、佳作2点を決
定した。また、入選作品以外の評価できる作品について各審査員が講評し
た。会員を対象に、公開審査会の模様をUstreamで配信した。

　　審査経過報告

33作品の応募があった。
（1）第一次審査
6月5日から6月12日23時59分（日本時間）までの間、オンライン審査システ
ムによる投票が行われた。各審査員の持ち点は10点、ひとつの提案に対し
最大2点を投票でき、投票は何度でも修正することができることとした。結
果は、10票・1作品、9票・2作品、7票・1作品、5票・2作品、4票・5作品、3票・
2作品、2票・6作品、1票・5作品、0票・9作品となった。審査員間の電子メー

2　 問題を解決するために使われたデジタルデザイン手法が明記されてい
ること。

3　 その有効性を説明するために、デザインについて所定の3次元データ
形式で提出してもよい。

4　 建物種別や想定条件は、応募者が自由に設定してもよい。

新宮清志［日本大学］
松川昌平［000STUDIO］
門内輝行［京都大学］
渡辺仁史［早稲田大学］

も可能とし、それらを収めたCD-RまたはDVD-Rを提出物とすることと
した。

　　募集内容

1　 それぞれが設定した社会性のある課題に対し、それに応える建築や
都市のあり方について、デジタルなデザインや施工方法による斬新で
有意義な解決方法を求める。例えば、内部の空気の流動をふまえた構
造・構法によるサスティナブルな建築や、予測が難しい将来に適応す
る都市計画、大規模な自然災害に迅速に対応できる建築デザインなど
さまざまなものが考えられる。

　　審査員（敬称略、五十音順）

委員長 加賀有津子［大阪大学］
委員 池田靖史［慶應義塾大学］
 猪里孝司［大成建設］
 隈研吾［東京大学］
 佐々木睦朗［法政大学］

　　提出物

計画提案の説明資料はA1判1枚縦使いとし、PDFファイルによるデータ
提出とした。またオプションにより計画を説明するアニメーションの提出

ンなどの持つ革新的な可能性は大きく注目されていると言ってよいだろう。
しかし、技術は社会の要請に応えて問題を解決し、人間に幸福を提供する
べきものであり、本設計競技はどちらかというと技術的興味や新規性のみ
が先行しているように思われがちなデジタルデザインにおいて、あらため
てその点を問い直すものであった。

　　総評

技術部門設計競技は、建築の芸術的側面だけでなく、構造・環境や施工
など先端的理論の具現化や技術的な高度化を促進するために設けられ
た。今日では情報技術も建築の設計や施工を高度化する分野のひとつで
あることは疑いがなく、なかでも3次元デジタルデータによる設計と施工の
環境を前提にしたコミュニケーションやシミュレーション、ファブリケーショ
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提案名 提案者

最優秀賞 みんチク（みんなで建築）
―ソーシャル・デザイン・プラットフォームによる
　　小学校の再構築―

秋山茂・長阪太郎［清水建設］・髙瀬大樹［清水建設技術研究所］・井川
博英・瀬尾剛史・長澤怜・朴敬熙・東山恒一・小倉裕之・森田英樹・矢
川明弘・水落秀木・上田淳・吉田郁夫［清水建設］

優秀賞 呼吸する空間 御幸朋寿・永田康祐［東京藝術大学］

JUMBLED FA［bric］OLAGE 砂山太一［東京藝術大学］・木内俊克［東京大学］

避難行動の可視化が可能にする新・津波避難計画 吉田克之［竹中工務店］・木村謙［エーアンドエー］・峯岸良和［竹中工務
店］

佳作 Traversal Design for Forming Atmosphere
―行き交いのデザインによる［雰囲気］の形象化―

茶谷明男・大石卓人・松浦勇一・松岡康友・永井久夫・向山雅之［竹中工
務店］・大竹和夫・茅野紀子［竹中工務店技術研究所］

BIOFIED LIVING/ARCHITECTURE/COMMUNITY 渡邊朗子・朝山秀一［東京電機大学］・石川敦雄［竹中工務店技術研究
所］・広瀬啓一［清水建設技術研究所］・岸本充弘［InflectionNet］・山
本尚明［パナソニック］・清水友理［大成建設技術センター］・長友大輔・
原和平・横山広大・藤田一樹・太田俊・青栁圭祐・渡辺亮太・古仲泰
祐［東京電機大学］

　提出された作品は、実務のなかで実際に使用されている例から、かなり
概念的な提案に至るまで、さまざまなスタンスを持つものが集まったが、
そのどれもが課題の意図を正確に理解していたと言っていい。大まかに分
類すると以下のようになる。
①デジタル情報技術のある側面を使って、具体的な空間や形態の構築を
提案するもの

②デジタルデザインの本質を形態や空間そのものではなく、それを生み出
す方法やプロセスの問題ととらえて提案するもの

③デジタルデザインを建築や都市に求められる社会的な役割に関する包
括的な問題ととらえ、コミュニケーションのメディアや様式について提案
するもの

　そして、①の具体的なハードウェアの提案から、③のカテゴリーの全く物
理的な実態を持たないソフトウェアに関する提案までが、連続しているこ
とが非常に印象に残る点であった。言い換えれば、デジタルにデザインと
社会の関係を考えたときに、ハードウェアとソフトウェアの間には境界がな
く、むしろその両面を使って働きかけることにこそ可能性があるということ
なのだろう。最優秀となった案は②のカテゴリーのなかでバランスよくその
点をまとめたとも言えるが、6作品の入選作はすべてのカテゴリーに分散し
ている。ここで、惜しくも入選を逃した応募作品の中からカテゴリー別に
言及してみる。①のカテゴリーにおいては、群衆行動の予測から導いたラ
ンドスケープデザインである「キセキノフウケイ」は、これまでにないデザ
イン手法の有効性を垣間見せた。②のカテゴリーでは、遺伝的に連鎖する
デザインをネットワーク上で共有する仕組みにする「3seconds, 30seconds, 

3minutes, 30minutes, 3hours, 30hours, 3days, 30days, 3months, 

30months, 3years, 3decades,,,,」は、計算機技術がなければ全くありえな
いコンセプトの提示であった。また、多様に枝わかれする自然の立ち木形
状をデータ化することで、デザインへの取り込みが可能であることを示し
た「ワケアリ　データベース」のような提案もあった。そして、③のカテゴ
リーのなかでも特に実体のない作品「わたしのまちのくも」は、景観ワーク
ショップのような働きをする画像共有の仕組みであるが、概念的な意味で
は都市の本質を突くものであった。
　総じて見たときに、デジタルデザインによって可能になる建築や都市の
イメージが、合理性や効率性ではなく、情緒的な側面を重視して社会に価
値を創造することにあるように感じられたことは非常に印象的である。か
つては、ほとんど唯一のコミュニケーション手段であった「直接会って話
す」ことのできる実体的な空間のしつらえは、絶対的な優位性を持つメ
ディアであった。その地位を奪った情報通信技術は、コストパフォーマンス
とダイナミズムの点で、多くの場合、建築的方法による問題解決の競合相
手と言っていいだろう。否応なくわれわれの精神的生活はますますネット
ワークの上に移行しつつある。しかし、われわれが身体的な実体を持つ以

上、そのバランスを取ることは不可欠であり、その相互補完的関係こそ今後
求められる「社会的豊かさ」へのアプローチなのだと思えた。
　今回の技術部門設計競技のこれまでにない新しい挑戦に、データ提出
による審査という点がある。過去の本会の設計競技はすべて紙媒体で行
われており、今回が初めての試みとなったため、審査の公平性に万全を期
さなければならない運営側にも未知数の点があり、戸惑った参加者もい
たかもしれない。しかしながら、デジタルなデザイン環境を問題にしてい
る設計競技の審査方法が紙媒体では自己矛盾きわまりない。実務や教
育のプレゼンテーションなどでアニメーションやシミュレーションを駆使
して訴えかける試みが増えているにもかかわらず、設計競技のような場で
は参加の機会の公平性や匿名性の確保などの点から審査対象資料の提
出物は原則として紙媒体であることがほとんどであり、結果的に静止画の
完成予想透視図の比重が高く、3次元モデル化されたデザインプロセスの
利点は結果として活かしきれていない傾向にある。こうした状況に一石を
投じることもアカデミズムの役割であると信じて、あえて前例のない方法
に「遅すぎる」挑戦をしたわけだが、そうであれば本来は応募者に3次元
のデータ提出を求め、データ形式でこそ伝えられる建築技術や社会的価
値を競ってもらうべきであるものの、やはり現時点ではデータ形式の共通
性や審査員側の負担などの点で現実的ではないと判断せざるをえなかっ
た。結果として、審査対象資料の提出物はデータ形式を2次元表現のPDF

としたが、デジタルデザイン環境が社会的な意義を明確にするための今
後への課題を浮き彫りにすることとなった。またそれを補う手法として任
意に動画の提出を許可したが、33作品中8作品にとどまり、残念ながら期
待していたような動画でこそ表現できうる建築物の時間的変化シミュレー
ションや空間の体験シーケンス、形態が生成されるダイナミックなプロセ
スなどを示した応募者は少なく、その点にもデジタルデザイン分野の未熟
な点が垣間見えた。ただ入選は逃したものの、まさしくコンペこそがデジ
タルデザイン環境の可能性であることを指摘した作品があったことは興
味深い。今回の設計競技の一次審査が提出物の閲覧から投票に至るま
でオンラインで行われたのは、運営の効率化が目的ではなく、より公平で
オープンなデザインの議論と合意形成のツールへの展開に対して扉を開
くためであった。今回は行われなかったが、技術的には審査員以外にも広
く意見を収集することも可能である。現代の情報ネットワーク社会全体の
動向が、さまざまな情報がオンラインでオープンに共有されることで起き
るコミュニケーションの革新がもたらす社会的構造変化の利点を享受す
る方向に向かうと考えられているなかで、これを機会に建築・都市の分野
においてもデザインのオープンソース化技術へのさらなる取組みに期待
したい。
　最後に、本設計競技に多くの方から積極的な提案をいただいたことに
心から敬意を表する。 （文責・加賀有津子）

121019_コンペ再入稿.indd   70 12/10/19   16:46



071 2012年度日本建築学会技術部門設計競技入選作品 JABS｜vol.127 No.1638｜2012.11

みんチク（みんなで建築）
―ソーシャル・デザイン・プラットフォームによる
小学校の再構築―

秋山茂 ［清水建設］　長阪太郎 ［清水建設］

髙瀬大樹 ［清水建設技術研究所］　井川博英 ［清水建設］

瀬尾剛史 ［清水建設］　長澤怜 ［清水建設］　朴敬熙 ［清水建設］

東山恒一 ［清水建設］　小倉裕之 ［清水建設］　森田英樹 ［清水建設］　
矢川明弘 ［清水建設］　水落秀木 ［清水建設］　上田淳 ［清水建設］

吉田郁夫 ［清水建設］

多くの審査員の支持を集めた本提案は、課題が要求したデジタルデザイ

最優秀賞

ン環境が実現する建築の社会的な意義という問題設定に、最も明確かつ
論理性を持って回答した点で他の案を凌駕していたことは疑いがない。さ
まざまなデジタルデザイン環境の可能性の根源が、デザインプロセスにお
けるコミュニケーションの革新であることを見抜き、BIMのSNS的な連動
で専門家の経験と知識が頼りだった建築デザインが、小学生という邪念の
少ない意識に解放される「夢」を上手に語ってくれた。そして、それがリアル
とヴァーチャルを巧妙に生き抜く力を求められる新しい世代の教育にふ
さわしいという意見には説得力が十分にある。ただ、それならファシリテー
ターに頼らず、コスト管理や年間の風環境の総合評価、利用実態のような、
これまで以上に高度な要因からのフィードバックについても可能なデジタ
ルな形態応答システムの構築手法にこそアイデアを見いだすことで、その
システムの性能サンプルとしての設計案にも、もっと「夢」が感じられる形
態的インパクトが現れたのではないかと思われる。 （池田靖史）
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呼吸する空間
御幸朋寿 ［東京藝術大学］　永田康祐 ［東京藝術大学］

静的な建築に対して、周辺環境に適応する動的な建築というアイデア自体
はこれまでも数多く提案されてきた。しかしその多くは、キネティックに物
体を動かそうとすることが目的化し、往々にして機構が大げさになりがちで
ある。対して本提案では、ミウラ折と4節リンク機構による開口部を組み合
わせた剛体折紙架構とすることで、折板構造の強度を保つとともに、極力
少ない動力で形態を変形させながら吸排気を行うという点にリアリティを

感じた。面的な人工筋肉を想定しながら線的なものを用いている点や、球
以外の全体形状への適用など課題は残るものの、モックアップによる可動
実験やコンピュータシミュレーションによる数理的なスタディを経ている
ことから、継続的な今後の展開に期待したい。
　また、細分化された複数の専門家がBIMのようなデジタルツールを介し
て統合されるという案が比較的多く集まったなかで、本提案のように、専門
的なデジタルツール群をひとりの設計者が扱うことで、可動機構や構造、
そして環境設備までをも統合的にデザインできるようになってきたという
ことにも、デジタルデザインの可能性のひとつを感じた。 （松川昌平）

優秀賞
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JUMBLED FA［bric］OLAGE
砂山太一 ［東京藝術大学］　木内俊克 ［東京大学］

今回の応募提案の傾向は大きく二分され、ひとつはBIMなど建築の設計
～生産を統合するネットワークシステムに関するもの、もうひとつは意匠、
構造、環境の各分野でのコンテンツに関するものである。問題は両者が創
造的レベルで統合されておらず、コンテンツ相互の有機的つながりも見ら
れないことである。とくに構造デザイナーの立場から気になったのは、例え
ば、グラスホッパー等の意匠ソフトにより複雑な3次元形態を手軽に生成

するものの、構造（力学）や構法などリアルな問題にクリエイティブに答え
た提案が皆無であることだ。
　そのようななかで目を引いたのが本提案である。グローバルにも
ローカルにも微細なエレメントの集積で複雑な建築・構造を作ること
はデジタルデザインの最も得意とするところであり、一次審査の段階
では構造・構法面でも十分に可能性を感じさせる魅力的な提案であっ
た。二次審査ではこれらリアルな難題に押しつぶされたのか、安易な
修正案へと日和ってしまったのは非常に残念である。再度の挑戦が望
まれる。 （佐々木睦朗）

優秀賞
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避難行動の可視化が可能にする新・津波避難計画
吉田克之 ［竹中工務店］　木村謙 ［エーアンドエー］　
峯岸良和 ［竹中工務店］

昨年3月11日の大地震発生に伴う東日本の津波被害の甚大さを考える
と、被災地の方々はもとより国民の多くが極めて大きな関心を持ってい
る重要な社会的課題である津波避難計画を取り上げている本提案は、
当技術コンペとして時宜を得た適切なものである。日本の近海で地震
が発生した場合、津波襲来までの時間は極めて短い。例えば、北海道南

西沖地震（1993年7月）に伴う奥尻島の場合は、わずか3～ 5分程度で
ある。このように津波避難は時間との戦いでもある。本提案は避難に要
する時間を重要な要素として考慮し、火災発生時の避難にも適用されて
いる手法と同様な人工生命的手法・エージェントを用いてシミュレー
ションして可視化し、避難計画を行っている。これは当技術コンペとして
求められている適切なデジタルデザイン手法と考えられる。ただ、少々
残念なことは、①津波の発生時期・発生時間帯によっては、避難計画は
相当異なってくるものと考えられるが、提案でのシミュレーションはかな
り限定されたものであり、②また、本シミュレーションの妥当性の検証が
なされていないことである。 （新宮清志）

優秀賞
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Traversal Design for Forming Atmosphere 
―行き交いのデザインによる［雰囲気］の

形象化―

茶谷明男 ［竹中工務店］　大石卓人 ［竹中工務店］

松浦勇一 ［竹中工務店］　松岡康友 ［竹中工務店］

永井久夫 ［竹中工務店］　向山雅之 ［竹中工務店］

大竹和夫 ［竹中工務店技術研究所］　茅野紀子 ［竹中工務店技術研究所］

本提案は、実際のプロジェクトを題材とし、日常の設計活動で利用している
さまざまなデジタルデザインツールを駆使することで、複数の相反する要
求に対し最適解を導くデザインプロセスを実現しようというものである。
　近年、CADに代わるものとしてBIMが注目を集めているが、BIMにより
デジタルデザイン環境が一気に変化するというわけではない。かねてから
設計活動のなかで使われているデジタルデザインツールを連動させること
で検討や評価の回数と精度を上げることがデジタルデザイン環境である
ことを、実例で示していることの価値は高い。また、これまで数値化による
評価が困難であった「都市の雰囲気」や「人のにぎわい」といった要素の数
値化と視覚化に意欲的に取り組んでいる点も意義がある。
　しかし、本提案によるデザインプロセスがどのような社会問題の解決を目
指すものなのかが明らかでないことが残念である。実用的なデザインプロセ
スであることは明らかであり、都市・建築にどのような課題があるかという視
点が加われば、より意義のある提案となったと考えられる。 （猪里孝司）

佳作

BIOFIED LIVING/ARCHITECTURE/COMMUNITY

渡邊朗子 ［東京電機大学］　朝山秀一 ［東京電機大学］

石川敦雄 ［竹中工務店技術研究所］　広瀬啓一 ［清水建設技術研究所］

岸本充弘 ［InflectionNet］　山本尚明 ［パナソニック］

清水友理 ［大成建設技術センター］　長友大輔 ［東京電機大学］

原和平 ［東京電機大学］　横山広大 ［東京電機大学］

藤田一樹 ［東京電機大学］　太田俊 ［東京電機大学］

青栁圭祐 ［東京電機大学］　渡辺亮太 ［東京電機大学］

古仲泰祐 ［東京電機大学］

「生命」とは、物質・エネルギー・情報の「流れ」から、食の自立・安全・暮
らし・エネルギー自立という「機能」を創出するシステムである。本提案は、
この生命に学び、デジタル技術を活用して、生活・建築・コミュニティに「適
応」と「持続」を可能にする「生命化（Biofield）」の仕組みを組み込み、自立
し持続可能なコミュニティを育む方法を提示し、活力を失いつつある温泉
地・熱海を対象としてケーススタディを展開したものである。デジタル技術
をコミュニティの生命化の方法として活用している点は、デジタルデザイン
環境の可能性を示すユニークな提案として高く評価される。なぜなら、持
続可能なコミュニティの構築は21世紀社会の最大の課題のひとつである
と思われるからである。
　しかし、生命化を支える温泉・防災・食のネットワークが概念レベルにと
どまっている点、地域住民の暮らしの核となり、災害時の避難施設や地域
のマイクログリッドを統括するハブとしても機能する市民センターのデザイ
ンが、生命システムとは相容れないトップダウン的なシステムになっている
点などが指摘され、残念ながら優秀賞には届かなかった。 （門内輝行）

佳作
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