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2013年度支部共通事業
日本建築学会設計競技入選作品
「新しい建築は境界を乗り越えようとするところに現象する」

全国審査は、各支部に応募された323作品のなかから選ばれた支部入選
78作品を対象に行われた。
　1次審査（8月1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 関東支部　金沢将ほか1名
 近畿支部　山内翔太
優秀賞 関東支部　丹下幸太ほか3名
 関東支部　伯耆原洋太ほか2名
 近畿支部　徳永悠希ほか2名
佳作 東北支部　渡邉光太郎ほか1名
 関東支部　竹中祐人ほか3名
 近畿支部　門田晃明ほか2名
 九州支部　香武秀和ほか2名
 九州支部　白濱有紀ほか2名
 九州支部　徳永孝平ほか1名

　　審査総評（審査委員長 岡河貢）

2013年度の日本建築学会設計競技は「新しい建築は境界を乗り越えよ
うとするところに現象する」という課題でした。厳密な論理思考の構築作
業を通じて建築の新しい空間性を探求することを課題として問いかけ
ました。
　複数の異なった概念の「境界」を横断することを建築空間として提示
するに当たって、応募作品で提示された境界概念のいくつかは以下であり
ました。
　普遍性と固有性、抽象性と感性、人工と自然、一般人と建築家、建築と土
木、人と人、ユーザーとエネルギー、歴史的境界と物理的境界、情報空間
と物理的空間、解体と構築、表と裏、動きと固定、規格と感覚、ハレとケ、海
と陸、壁と壁、人間と生物、虚と実、生と死、庭と街、家と家、街と街、私有と共
有、内と外、空地と廃線、成熟と高密、地域と建築、ノマドと定住、自然と人、
廃墟化と集積化、建築と空間、建築と衣服、空き家と住まい、住宅と住宅、

　　2013年度日本建築学会設計競技入選作品展示会

会期　11月6日（火）～ 14日（木）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 岡河貢［広島大学准教授］
審査員 小澤丈夫［北海道大学准教授］
 小野田泰明［東北大学教授］
 杉浦久子［昭和女子大学教授］

　2次審査会（8月30日）は、大会会場（北海道大学）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。

 竹内申一［金沢工業大学准教授］
 長坂大［京都工芸繊維大学教授］
 真木利江［広島女学院大学准教授］

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

佳作／タジマ奨励賞 中国支部　手銭光明ほか2名
タジマ奨励賞 東北支部　島崎翔ほか3名
 関東支部　鈴木あいねほか1名
 東海支部　安藤彰悟
 東海支部　廣澤克典
 北陸支部　川上咲久也ほか1名
 中国支部　関里佳人ほか2名
 中国支部　手銭光明ほか2名
 四国支部　阿師村珠実ほか9名
 九州支部　西村里美ほか4名
 九州支部　野口雄太ほか1名

家と仕事場、街と家、風土と公共、所有と所有、革新と保守、繁栄と衰退、地
上と地下、海と陸、受入と排除、敷地と敷地、素材と原理。
　概念の「境界」に「現象」する建築という難解な課題にもかかわらず、予
想外の多くの応募者が挑戦してくださいました。審査は1次審査、2次審査
ともに審査員のみなさんが厳正かつ、各応募案に示された建築の未来の
可能性に対しての誠実な読み取りの努力の気迫を感じるものでした。最終
選考に選ばれた12作品はどれもこれからの建築の領域をさらに切り開い
てゆく方向性を示したものでした。最終プレゼンテーションにおける発表
と審査委員との質疑のわずかな差で最優秀、優秀、佳作とされましたが、
参加すべての応募案の持つ建築の未来の可能性は、さらに未来の建築設
計の問題として追求され、建築の未来が豊かに切り開ける場として日本建
築学会設計競技が機能することが感じられました。
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最優秀賞

ありようを抽出した実証的で学際的アプローチの努力は学問としての建
築空間の設計を展開しようとする建築学の領域として評価に値する。その
結果重層的かつ位相的深みのある未来の都市生活の場所をつくり出し
ている。 （岡河貢）

金沢将［東京理科大学］　奥田晃大［同］

アメ横を中心とした高架下の商業エリアを対象として、都市の表と裏の境
界に都市空間での生活を提示しているこの案は、都市生活が展開される
場所としての建築空間の可能性を提示している。「浸透度」という表と裏の
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最優秀賞

山内翔太［神戸大学］

小さな間伐材の集積でできた橋を、大阪、天満橋に計画している。小さな
島が円形に集まった微地形として提案され、そこは微生物から虫、魚、植
物、人、さまざまな生き物の居場所になる。水面上と、水面下、魚と共生する
橋のパース表現が大変説得力があった。

　公開審査時、技術面や現実面についていくつか質問があり、具現化には
まだ少し問題はあるが、イメージだけではなく、部材等細部までリアルに思
考されていることなど、好感が持てた。建築や土木構築物が、人間を含む
多様な生物の共生の場となり、生態系の一部となる世界。「見てみたい」。
 （杉浦久子）
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優秀賞

建て替えることを前提としている。共通地盤面となる擁壁の断面形状を踏
まえながら、場所の違いをそれぞれの建築の違いとして表現しているとこ
ろに魅力がある。建て替えられた建築と既存建築による建築群の全体像
について、もう少しわかりやすいイメージを提案すればさらに優れた案に
なっただろう。 （長坂大）

丹下幸太［日本大学］　片山豪［筑波大学］　高松達弥［法政大学］
細川良太［工学院大学］

お茶の水の一角。神田川の護岸、220mの擁壁上建築群の建て替え計画
である。全部を一度に建て替えるのではなく、個別事情に合わせて順次

優秀賞

フェーズに分け、時間軸に沿った機能変化に対応しながら変化する建築の
提案は20世紀のメタボリズムの成長変化、都市の拡大という単純な構図
をはるかに凌ぐ時間と空間の建築的関係の21世紀的なあらたな有り様を
提示している。 （岡河貢）

伯耆原洋太［早稲田大学］　石井義章［同］　塩塚勇二郎［同］

「解体」と「構築」という概念の境界を問題としたこの案は今日的な建築
の状況を主題としている。下町の木造密集地帯を敷地として、解体行為か
ら生産行為を生み出すプロセスを解体期、組み替え期、構築期と三つの
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優秀賞

築物設計制度を活用するとともに、分節した壁を用いて福祉系機能を埋
め込むことで、機能的整合を目指したものである。課題エリアの選定、福祉
の盛り込みなど、現代的課題が的確にとらえられている。
 （小野田泰明）

徳永悠希［神戸大学］　小林大祐［広島大学］　李海寧［神戸大学］

都市中心部では再開発がさまざまに展開され、郊外ではニュータウンの更
新が話題となるなかで、都市内木密地区は、その重要性のわりにはなおざ
りにされている感がある。本作品は、そうした木密地区の再構築を連坦建

佳作

ている。そこに木の杭を立てることで、人が集まるきっかけを生みだそうと
いうのが、本作品だ。建築的には小さなジェスチャーであるが、それによっ
て地域再生の起点をつくり出そうというアプローチは、建築の可能性と厳
しい現実を架橋する共感できるものに仕上がっている。 （小野田泰明）

渡邉光太郎［東海大学］　下田奈祐［同］

東日本大震災から2年以上が経過したが、被災地の多くでは、津波で流さ
れ何もなになってしまった平地が広がる光景が、今もそこかしこでみられ
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佳作

竹中祐人［千葉大学］　伊藤彩［同］　今井沙耶［同］
弓削一平［同］

タイトル、公開審査時のムービーを使ったプレゼン等、センスを感じた。
テーマは、建築の設計言語、図面。ノーテーションが変われば、世界観も変
わる、という着眼点を興味深く思った。規格化された言語によってつくられ
た図面に対し、住まい手が持つ感覚のずれ。多木浩二の「生きられた家」の
ような経験や記憶、感覚を現象させる世界が表現できたら……と、想像が
膨らみワクワクした。「規格化された図面」というテーマが「規格化された住
宅」といつの間にか同義となっているように見えることが、少し残念な点で
あった。 （杉浦久子）

佳作

門田晃明［関西大学］　川辺隼［同］　近藤拓也［同］

大阪府八尾市の阪和貨物線跡地。土手の上の廃線を、流通機能ではなく
パブリックスペースとして再利用しようとする計画案。線路を使用した歩道
面だけでなく、斜面の土手部分や隣接する工場や住宅との関係を、工場建
築に着想を得た構築物で、軽快に再編成しようとしているところに好感が
持てる。しかし、設計された個別の構築物にはもう少し工夫が必要である。
 （長坂大）

佳作

香武秀和［熊本大学］　福本拓馬［同］　井野天平［同］

市場の論理が力を持つ現代社会において、空間や建築を考え直そうとす
るとき、“所有”の問題を避けて通ることはできない。本作品は、この課題に
正面から取り組んでいる。作者は、柱・梁・壁・天井などを個別に賃貸の

対象とすることによって生まれる、新しい共有のかたちを提案している。矩
形空間の中に挿入される “うだつ”はさまざまな形状と大きさを持ち、その
表裏にさまざまな空間や人の営み、多様な日照や通風の状態、眺望をつく
り出す。それらの風景が丁寧に描かれ魅力的である。 （小澤丈夫）
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佳作

白濱有紀［熊本大学］　有谷友孝［同］　中園はるか［同］

保水型巨大オブジェ、あるいは折り畳まれた公園、として見れば魅力的な
姿である。美しい曲面でつくられたマッスとボイドが超高層ビルのような直

佳作

徳永孝平［九州大学］　赤田心太［同］

住宅を切断し反転する。家という閉じた領域がほどかれ、所有を示す領域
とは異なる「どっちつかず」のあいまいな領域がそれぞれの住居の「あい
だ」に現象している。壁がひたすらに閉じたテリトリーを守るのではなく、相
互の家々が依存し合うように連関を持った風景。この提案を見ていると、
住宅という殻が、人々の領域所有の欲望を象徴する醜いもののようにも思
えてくる。そんな批評的な視点をこの作品は提供してくれる。 （竹内申一）

佳作／タジマ奨励賞

手銭光明［近畿大学］　羽藤文人［同］　青戸貞治［同］

植物で覆われたガラスの分棟から構成されるこの作品は、分棟配置の適
度なバランス、なかなか味のある緑に囲まれた環境を表現したスケッチ、

方体のシルエットに納められているところに造形的な魅力がある。提案内
容の強度が土という素材に強く依存しているにもかかわらず、その素材と
構造との関係について大きくリアリティーを欠いているので、そこにひと工
夫必要であったと思う。 （長坂大）

そして、植物への愛を感じさせる樹種の丁寧な説明で、最終審査に残った
ものである。しかしながらガラスに直接植物を這わせているのに、壁面温
度調整や散水の計画があまり考えられていないなど、生き物としての植物
に対する配慮不足から、評価が伸び悩んだのは残念だった。（小野田泰明）
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タジマ奨励賞

ンに必要な機能を的確に配置し、個別の空間と動線を、路地デッキや水路
を用いて有機的につないでいる。積雪に対応した2層のレベル構成、可変
デッキ、雪室と換気システムなど、さまざまな建築的工夫も盛り込まれてい
る。オープンスペースが積極的に使われ、地域が活性化される様子も透視
図に生き生きと表現されている。 （小澤丈夫）

島崎翔［日本大学］　髙田汐莉［同］　浅野康成［同］
大平晃司［同］

城下町・宿場町として発展した青森県黒石市。往時の姿が保存されている
ものの、人々が町から離れ、空き地や空き家が増加し衰退傾向にある。対
象地を、地域・観光・憩いとこみせ横丁・防災の四つのゾーンに分け、各ゾー

タジマ奨励賞

鈴木あいね［日本女子大学］　守屋佳代［同］

江東区の運河に点在する児童館ネットワークを提案する意欲的な作品。親
密なスケール感と大きな都市の歴史と自然環境。小さくかつ大きい場所の
成り立ちが日常的な放課後の体験として提案されている点がユニークで

タジマ奨励賞

安藤彰悟［愛知工業大学］

「弱波礁」は、海中に沈められたグリッド状の構造体によって波の力を減衰
させる仕組みである。木材でつくられた弱波礁は時間とともに表面が腐朽

ある。住まいや学校の空間、高層マンションや高速道路の風景と重なるこ
とで、地域や環境への複合的で新しいまなざしを育むことが期待される。
具体的な地域の現状や魅力と関係づけられると説得力が増すと思う。
 （真木利江）

し、海中のさまざまな生き物たちの棲家にもなってゆく。自然の力を封じ
込めるのではなく和らげるという方法。そして、人間にとっての性能や景観
だけを考えるのではなく、人間と海、さまざまな生き物たちとの関係をも再
構築してゆく境界を考えようとする姿勢に共感を覚えた。 （竹内申一）
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タジマ奨励賞

廣澤克典［名古屋工業大］

郡上八幡の城下町。街が周辺の風景を含めて成立しているという問題意
識にもとづき、周縁部を新しい〈借景〉として発想している点が高く評価で

タジマ奨励賞

いかめしい。機能的なことを考えれば不合理きわまりないけれど、この提
案にあるような庁舎ができたならば、気軽に立ち寄ることのできる、市民の
生活に寄り添うような行政サービスの空間が生まれるように思われる。
 （竹内申一）

川上咲久也［日本女子大学］　村越万里子［同］

雪国を象徴する雁木によってつながれる、衰退してしまった商店街と新し
い街の拠点。雁木のつくり出す魅力的な場所と風景も評価できるが、市役
所を街にばらまく提案部分はより興味深い。一般的に言って庁舎建築は

タジマ奨励賞

た現実の生活のなかで発生するものや、所有物によって壁が生まれる提案
は現在の建築のさらに先にある空間性を示唆しているという意味におい
て、これからの建築のありようのひとつの方向性を予見している。
 （岡河貢）

関里佳人［日本大学］　坪井文武［同］　李翠婷［同］

現象する建築という意味では最も明快な提案であった。住宅がそこで行
われる生活行為とともに、それまで見えなかったが透明な壁が不透明にな
り、住宅空間として現象する。蒸気や水や煙や衣類や本やおもちゃといっ

きる。街道の山側と川側が抱える対照的な問題と可能性に丁寧に取り組
んでいる点にも好感が持てる。既存建築・大屋根・挿入壁について構築と
いう観点から検討が加えられるとより魅力的な借景になるのではないだ
ろうか。 （真木利江）
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タジマ奨励賞

をつくる提案である。都市に散在する空き室や空きビルを整理することに
よって生まれた小さな空地に、塔状の構築物をつくり、森林と土壌の持つ
保水能力を担わせるシステムを構築している。都市の緑化と水の安定供給
を実現し、建物の更新と景観の問題や、都市化と温暖化のもたらす環境問
題に対応する新しい都市の姿を描いている。意欲的な提案であり、都市の
歴史的・文化的背景に着目しながら、大胆な技術的工夫を試みている点
を評価したい。 （小澤丈夫）

阿師村珠実［愛知工業大学］　牧野俊弥［同］　加藤優思［同］
田中隆一朗［同］　松本彩伽［同］　細田真衣［同］　
猪飼さやか［同］　三井杏久里［同］　渡邉裕二［同］
宮城喬平［同］

慢性的な水不足に悩む高松市の都市空間に、水を貯水し緑を育む「雨燈」

タジマ奨励賞

西村里美［崇城大学］　河井良介［同］　平尾一真［同］
野田佳和［同］　吉田剣［同］

大作山の棚田の景観を損なうことなく、軽やかな「プリミティブハット」とい
う棚田の段に屋根スラブをかけただけの、最低限の建築（居場所）を提案

タジマ奨励賞

野口雄太［九州大学］　奥田祐大［同］

郊外住宅地とレクリエーションとしての高速道路利用、日常と非日常、大き
く異なる空間と速度を新しいサービスエリアにより結びつけようとする意
欲的な提案。この接続により街区自体を一挙に転用し、周辺が徐々に変
化するという大胆なアイデアである。率直な問題意識に好感が持てる。一
方、変化の想定、騒音や排気といった問題については疑問が残る。都市的
スケールでの検討により、現実的で戦略的な提案に発展すると思う。
 （真木利江）

している。建築は棚田と共生し、生態系のなかで循環することとなる。素材
は、天草、大作山周辺にある竹とにがりを使用する。実際的なモデルも制
作過程から、その施工方法、形状比較、さらに土に還り棚田に寄与すること
まで、全体を通じて趣旨一貫したサステイナブルな思考が見て取れ、さりげ
ないが強度のある案となっている。 （杉浦久子）
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　　支部入選

北海道支部 *野村隆太［東京理科大学大学院生］、提坂浩之［同］、池辺
俊佑［同］、伊藤実奈子［同］

 *山下輝彦［室蘭工業大学大学院生］、山口哲治［室蘭工業
大学学生］

 *佐々木嶺［東京理科大学大学］
 *島口拓也［北海道大学大学院生］、相澤幸輝［同］

東北支部 *上原慧史［東京理科大学大学］
 *川端俊輝［横浜国立大学大学院生］
 *鳥居慶佑［東北大学大学院生］、塩田佑太郎［同］、澁谷達典

［東北大学学生］、湯浅一葉［同］

関東支部 *鶴海秀一郎［千葉大学大学院生］、上妻尚史［同］、大谷広司
［同］

 *眞鍋憲人［千葉大学大学院生］、西口雅洋［同］、和田充弘
［同］、堀賢太朗［同］

 *吉原環［千葉大学大学院生］、金澤良幸［同］、雲越祐司
［同］

 *渡邊圭亮［前橋工科大学学生］、井津利貴［同］、矢端孝平
［前橋工科大学大学院生］

 *齋藤啓介［東海大学大学院生］、森翔馬［同］
 *小島啓輔［東京理科大学大学院生］
 *香山未来［日本大学大学院生］、佐藤愛［同］、高崎智代

［同］
 *狩野翔太［東海大学大学院生］、渡邉光太郎［同］、笹目宗

［同］、佐藤大悟［同］、伊藤信舞［東海大学学生］

東海支部 *大野彩豊［橋技術科学大学大学院生］
 *鈴木翔麻［名古屋工業大学大学院生］
 *戸谷奈貴［名古屋工業大学大学院生］
 *戸田勇登［豊田工業高等専門学校学生］、米山諒太［同］、坂

田篤哉［同］、後藤カイ［同］

北陸支部 *北川竜也［福井大学学生］
 *竹橋悠［金沢工業大学大学院生］、今田幹也［同］
 *安藤祐貴［金沢工業大学大学院生］、品田悠希［同］
 *岸田陽介［金沢工業大学大学院生］、高橋可奈子［同］、土田

［広平金沢工業大学学生］

近畿支部 *小林広樹［近畿大学大学院生］
 *吉野真実［神戸大学大学院生］、近藤陽平［同］、谷口豪

［同］
 *永宗紗季［関西大学大学院生］、李潤［同］、榎本慎也［同］
 *阪口裕也［大阪工業大学大学院生］、西田吉伸［同］、赤尾

良治［同］、相見良樹［大阪工業大学学生］
 *湯浅純［大阪工業大学大学院生］、堀誉裕［同］、高橋亘

［同］、川並栄［大阪工業大学学生］
 *江端佐知［大阪工業大学学生］、尼子真広［同］
 *後藤純平［大阪工業大学大学院生］
 *橋本阿季［神戸大学学生］、袋井咲［同］、花岡航［同］
 *中島真吾［和歌山大学大学院生］、趙在竜［同］、原口政宗

［同］
 *安田康佑［大阪市立大学大学院生］、中井翔太［同］、塩原

裕樹［同］

中国支部 *平原聖元［広島大学大学院生］、松本雅遂［同］
 *永江志織里［山口大学大学院生］、古西雄大［同］、丹地勇詞

［同］
 *牧佑育［近畿大学大学院生］、藤田敦［同］、山本拓哉［同］
 *柏木英佑［日本大学大学院生］、玉川左京［同］、小山光香

［同］
 *横山翔平［広島工業大学大学院生］、山本秀人［広島工業

大学学生］
 *植木優行［近畿大学大学院生］、塩川正人［同］
 *井出優実［広島大学大学院生］
 *神田陽悦［広島大学大学院生］

四国支部 *加藤絵理［日本大学大学院生］、牧野内信［同］
 *加藤千尋［名古屋工業大学学生］
 *安田翔太［京都工芸繊維大学大学院生］、吉岡慶祐［立命

館大学大学院生］

九州支部 *松永大輝［熊本大学学生］、田尾紫織［熊本大学大学院生］
 *近藤利基［熊本大学大学院生］、古賀陽子［同］、金井陽平

［同］
 *原明香［西日本工業大学学生］
 *副田和哉［佐賀大学学生］、村上尊由［同］、福嶋有希［同］
 *田邉健吾［鹿児島大学学生］、日向加奈恵［同］、和田千弘

［同］、中武昌平［同］
 *岡勇志［熊本大学大学院生］、深堀英和［同］、任熹培［同］
 *平川彗亮［北九州市立大学大学院生］
 *大川泰毅［有明工業高等専門学校学生］
 *藤原和也［九州大学学生］、相馬貴文［同］
 *泉竜斗［佐賀大学大学院生］
 *穴井祥一郎［佐賀大学大学院生］
 *小田原俊輔［九州工業大学大学院生］、寺本洋将［同］
 *武田将平［九州工業大学大学院生］、山田泰輝［同］、林田

朋也［同］
  *は代表者
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2013年度日本建築学会技術部門設計競技入選作品
 「次世代に継ぐ住宅の再建計画─東日本大震災からの復興」
主催　農村計画委員会

コミュニティの継承に配慮し、時間をかけて築き上げてきた居住地の景観
や風景を大切にした提案が望まれる。そのためには造成計画や宅地割り
を含めた提案、現行法や事業制度に対する新たな提案があってしかるべ
きである。さらには以下のようなことも考えられる。
　まずは住宅の再建を優先し、後に増築することを前提にした成長する
住宅、あるいはその環境や立地特性に応じた再生可能エネルギーの活
用によりエネルギー自給を目指した住宅、また、自力建設が可能な新しい
構法による住宅などであるが、これらにこだわることなく自由に発想して
ほしい。
　何よりも、縮減社会のただなかにあって、復興の松明となりうる次世代へ
発展的に継承できる住宅を期待している。

　　主旨

東日本大震災から2年が経とうとしている。被災した市町村の復興計画を
見ると、その多くは未整理のまま進行しつつある公共事業を背景に、浸水
域を避けた高台への移転、宅地のかさ上げ、防潮堤の整備、それらを組み
合わせた多重防災の考え方である。そのため、大まかな土地利用は示さ
れたものの、それ自体がリアリズムを欠くと同時に、被災者個々がどのよう
に住宅を再建するかはこれからの課題である。また、災害復興公営住宅の
計画も進みつつあるが、本設計競技では公営住宅以外の住宅再建、つま
り被災者が移転用地を得て、自力で生活再建する住宅について提案して
ほしい。
　具体的に被災地を特定し、そこでの住宅再建の提案を行う。
　被災者が生業を営みつつ、生活を取り戻す住宅であり、これまでの地域

以上の3作品を選出し、計7作品を二次審査の対象とした。
（2）二次審査会
7月22日、建築会館ホールにて開催し、Ustream配信された。5分のプレゼ
ンテーションに続き、10分の質疑応答により審査を行った。それを受けて、
まず、最優秀賞作品を選定するため、各審査員が1作品に投票した。その
結果、№3が3票、№5が3票、№6が4票となった。3作品に票が割れたた
め、この3作品を中心に審査員全員が作品の講評を行い、議論した。その
うえで、最優秀賞1点、優秀賞2点をこの3作品から選出することを確認し、
再度、投票した。投票結果に差を付けるため、各審査員が3作品のうち2作
品に票を投じることとした。その結果、得票数は僅差であったが、その中で
も最も得票数の高い作品を最優秀賞、続く2作品を優秀賞、後の4作品を
佳作と決定した。

　　審査経過報告

応募数は17作品であった。なお、期限後到着した作品があったが、これは
応募作品に含めないこととした。
（1）一次審査会
6月14日に実施した。
まず、レギュレーションが違うA1判横使いの作品を審査外とすることを確
認した。次に、佳作を含めた賞の数を6～ 7にすることとし、投票を行った。
投票は審査員10名がそれぞれ5作品以内に票を投じることとした。その
結果、9票：1作品、7票：1作品、6票：1作品、5票：1作品、3票：4作品、1票：
4作品、0票：4作品となった。まず、半数以上の審査員が票を投じた4作品
を二次審査の対象とした。審査員による講評を受け、議論したうえで、再投
票を行った。投票は各審査員が残りの12作品の中から1作品に票を投じる
もので、結果、5票：1作品、2票：2作品、1票：1作品、0票8作品となり、2票

史、文化などを大切にした住宅再建計画の提案を求めており、そのため
は地域の調査・分析が必要である。

 澤田雅浩（長岡造形大学） 
 曽我部昌史（神奈川大学／みかんぐみ）
 富田宏（漁村計画）
 牧紀男（京都大学）
 森傑（北海道大学）

計画に配慮した点を明記する）
③ 居住地計画（住居および住居群の平面や立面・断面、居住地配置計画、
計画対象地の土地利用計画や断面計画、既存集落や生産・産業行為と
の関係など、提案内容を明確に示す）

　　募集内容

①  東日本大震災の被災地を特定して計画対象地とする。
② 地域コミュニティに配慮し、対象地域の環境、集落構造、景観、風景、歴

　　審査員（敬称略、五十音順）

委員長 岡田知子（西日本工業大学／農村計画委員会委員長）
委員 石田壽一（東北大学）
 大月敏雄（東京大学）
 大沼正寛（東北工業大学）
 越山健治（関西大学）

　　提出物（使用する言語は、日本語または英語とする）

以下の内容をA1判1枚に収める。用紙は縦使いとする。
① 計画対象地の概要（位置図、計画地概要、被災状況等を明記する）
② 再建計画の方針やコンセプト（特に対象地域の環境、集落構造、生業・
産業、景観、風景、歴史、文化や地域コミュニティについて調査・分析し、
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提案名 提案者

最優秀賞 オカミのイエ 三笠友洋［神奈川大学］・青木裕［同］・石田卓朗［同］・外間守咲［同］・塩
脇祥［同］・野口この実［同］・早坂駿［同］・重村力［同］

優秀賞 田老結
ゆい

─海と向きあい、住みつなぐまち─ 金子弘幸［清水建設］・金子淳［同］・山本茂［同］・平出水昭子［同］・齋
藤宏一［同］・青木駿亮［同］・牧住敏幸［同］・西川航太［同］・毛利圭介
［同］・正藤倫宏［同］・吉田正明［同］・水島一彦［同］・山田邦夫［同］・町
井章［同］・吉田郁夫［同］

ハマコヤ・オカクラ 関恭平［和歌山大学］・小倉剛［同］・山口剛［同］・田中克佳［同］・大宅隼
輔［同］・坂本晃啓［同］・成瀬壮太［同］・吉野琴未［同］・平田隆行［同］・
原口政宗［同］

佳作 まちのうつろい─産業と生活の発展による復興年表─ 小倉建太郎［宇都宮大学］・坂本茂樹［同］・千葉暢彦［同］・馬場祐士
［同］・三宅貴之［同］・望月瞬［同］・伊藤駿［同］・NGUYEN Thi Thai 

Trinh［同］・佐藤実紅［同］・PHAM Ha Linh［同］・佐藤栄治［同］

はみだす暮らしが村とコミュニティと心をつなぐ 加藤聖也［早稲田大学］・川村悠可［東京工業大学］

平衡の道筋 黒瀬武史［東京大学］・窪田亜矢［同］・萩原拓也［同］・瀬川明日奈
［同］・道喜開視［同］

斜面の住まい 通りの住まい─集落と家の「空き」を住み継ぐ─ 久本敬祐［佐賀大学］・後藤隆太郎［同］

　　総評

東日本大震災から2年半になる。今、被災地での復興計画の現状を見ると
以下の課題が挙げられる。ひとつは浸水域を避けた居住地の移転に関し
て、その移転後の跡地利用、そして防潮堤の高さに関してである。
　居住地の移転については、まず、適地がなかなか見つからない。そのう
えに土地所有権の問題で用地取得が難しいケースが少なくないという。ま
た、埋蔵文化財調査が造成工事を遅らせているという指摘もある。
　そのなかでも移転事業が進められている地区の居住地計画を見ると、
いずれも住宅地はひな壇造成され、直線道路に面してほぼ一律の大きさ
の宅地が一定方向に並んでおり、すべての宅地がほぼ同じ条件になるよう
計画されている。そのため、地形を改変し、地盤造成することになり、結果、
どの地域も同じような住宅地が出現することになる。もはや地域の特性は
見いだせない。これは過去の復興事業を見ても同様である。かつての風
景や集落空間を形成していた特徴ある構成要素に対する喪失感は計り
知れない。災害からの復興計画は安全性、機能性、経済性や利便性といっ
た観点だけでなく、心の拠り所をいかにして継承するかが問われている。
人々が時間をかけて大切に築いてきた街並みや景観、風景、信仰、祭り、暮
らしのあり方などの生活文化を継承することは、地域への誇りと愛着を育
み、次世代へ継ぐ、持続可能な地域再生が可能になる。
　応募作品の多くはこの点について深く受け止め、まじめに考え、提案して
くれた。例えば、既存集落に連続する（いわゆる差し込み型）小規模単位
の住宅地の再建計画、伝統的な空間構成の読み取りやそれを生かした提
案などである。
　一方、防潮堤の高さについては盛んに議論されている。また、高い防潮
堤をつくることに対して疑問視する声も多く、海との関係が断絶する、海が
見えない、依存することで避難しなくなる、水門を閉めるのに危険性があ
る、などの問題点が指摘されている。現在、過去のデータをもとに数十年～
百数十年に一度の津波、いわゆるL1クラスに備える方針に沿って各市町村
が防潮堤の高さを設定している。

　先に述べたように居住地の高台移転への事業も同時進行しているが、
移転後の広大な跡地の活用はその8割が未定である。
　それぞれの復興事業が個々に進められており、決して連携していると
は言い難い。被災者の生活再建を図るため、地域の実情に応じたリアリ
ティのあるビジョンを描き、事業計画として総合的に策定することが必要
である。やはり、どのような復興を目指すべきなのかというコンセプトが重
要になってくるが、この点についてもきちんと答えてくれた応募作品が多
かった。
　人口減少、低成長時代を迎え、農山漁村では過疎化、高齢化、地域経済
の衰退に直面しているが、被災地でも同様の問題を抱えていた。被災後は
さらに深刻で人口流出が問題になっている。被災した岩手、宮城、福島3県
の42市町村のうち40市町村で特に若い世代の人口が減少しており、懸念
されている。復興計画にはこういった地域の実情も踏まえざるをえない。
一方、農山漁村の地域社会は集落を維持するサステイナブルなシステムを
保有している。これは地域環境に適応しながら長い時間をかけて構築し
てきたもので、このような内在する可能性を継承あるいは引き出す復興計
画が人口減少、低成長時代にはふさわしいと言える。この点について提案
内容に考慮されているか否かが、わずかであったが賞の順位を決定づけた
要因となった。
　応募数は17で、期待した数には及ばなかったが、これは計画対象地を
東日本大震災の被災地に特定したこと、そして、地域コミュニティに配慮し、
対象地域の環境、集落構造、景観や風景、歴史・文化などを大切にした住
宅再建計画の提案を求めており、そのため地域の調査・分析を義務付け
たこと、などによるものと考えられる。しかし、どの応募作品も現地での精
緻な調査に基づき、それぞれ独自の視点で提案しており、非常に中身の濃
い内容であった。
　最後に、本設計競技に多くの方々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。 （岡田知子）
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オカミのイエ
三笠友洋［神奈川大学］　青木裕［同］　石田卓朗［同］　外間守咲［同］

塩脇祥［同］　野口この実［同］　早坂駿［同］　重村力［同］

岩手県大船渡市三陸町の越喜来湾の崎浜集落における防集事業にかか
わる提案である。オカミとは、この辺りの伝統民家の南側の真ん中の部屋
で、通常、神棚や仏壇などが設置される格も天井も高い部屋であり、各種
行事も行われる。提案者は、仮設住宅居住者を対象とした調査で、オカミ
で行われた漁船の進水式の写真などに出会い、その空間の重要性に気付

最優秀賞

く。オカミを現代生活の中心的空間として再生し、そこを中心とした間取り
の拡張可能性にチャレンジし、ひとつの型から多様な住まい方が生まれる
方式として提案している。一方で、防集事業としては「差し込み型（いわゆ
るインフィル型）」を提案しており、川べりの結節点となるキッツと呼ばれ
る水辺空間とともに、オカミのイエ自体が、村の新たな結び目となる提案
である。
　今回の審査では、いわゆる「建築的魅力」と「事業提案のリアリティ」の
有無などが争点となったが、一軒の家、そして小集団からの復興を、伝統的
空間の中で未来に活かす総合的な提案として高い評価を得た。
 （大月敏雄）
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田老結
ゆい

─海と向きあい、住みつなぐまち─
金子弘幸［清水建設］　金子淳［同］　山本茂［同］　平出水昭子［同］

齋藤宏一［同］　青木駿亮［同］　牧住敏幸［同］　西川航太［同］

毛利圭介［同］　正藤倫宏［同］　吉田正明［同］　水島一彦［同］

山田邦夫［同］　町井章［同］　吉田郁夫［同］

田老地区は数十年に一度の津波災害を繰り返し受けてきたが、今回の災
害はまたもや人間の想像を遙かに上回るものであった。本作品はこの地区
の再興について、現世代の技術・理論を組み入れ、津波に対する安全性、
人々の暮らしや生業の再建、地域ネットワークの再構築、さらに日常のエネ

ルギー問題や新たな共同体構成への総合的な提案がなされている。これ
は、ハード・ソフト面の対策だけでなく人間の力を踏まえた計画であり、ま
さに災害復興に必要な要素が含まれる非常に完成度・具体性の高い提案
であると評価できる。
　一方、その具体性の高さゆえに、地域性の読み取りが甘く、見方を変える
と「現代型高台新規住宅地」の一般形に見えてしまうところが惜しい点で
ある。災害復興事業の特徴が「被災地を空間的に都市化してしまう」こと
にあるゆえに、特に今回選択した立地地区の特性をさらに読み、都市と対
極となる計画要素が解として示されてほしかった。結果、過去の津波災害
がこの地区に示してきた歴史とそれでもここに息づく人々の暮らしが、や
や見えづらい提案となってしまった点が悔やまれる。 （越山健治）

優秀賞
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ハマコヤ・オカクラ
関恭平［和歌山大学］　小倉剛［同］　山口剛［同］　
田中克佳［同］　大宅隼輔［同］　坂本晃啓［同］　成瀬壮太［同］

吉野琴未［同］　平田隆行［同］　原口政宗［同］

被災漁村復興の要諦は、属地性に根付く漁場・資源に寄り添った漁業再
生と安全で快適な暮らしが、地域風土のなかで違和感なくその関係性を
再構築することにある。舟小屋で有名な伊根浦は、間に道路をはさみ海側
に舟小屋、陸側に母屋を配した短冊状の世帯単位の地籍図の連なりで構
成される。私は、被災漁村復興の基本概念を「舟家型土地利用」、つまり、

海と密接な関係を持つ舟小屋型利用（漁業生産、流通・加工機能）と母屋
型利用（生活・福祉、高価な漁具や情報の分散保管機能）の土地利用再編
と思っている。
　具体的な復興の姿は、個々の漁村特性により多様だろうが、防潮堤建設
に地区として反対表明しているハマコヤ・オカクラの計画地唐桑小鯖地
区における本提案は、漁業者の覚悟や潔さが、迫力あるわかりやすい図面
に表現されている。しかし、詳細に内容を吟味していくと、当初、本提案に
抱いたイメージとハマコヤ、オカクラが持つ役割に大きな隔たりがあり、大
切なものとは何かについて議論の必要がある。ただ、個人的には、荒削りな
がら可能性を感じ、好きな作品である。 （富田宏）

優秀賞



068 2013年度日本建築学会技術部門設計競技入選作品 建築雑誌｜vol.128 No.1651｜2013年11月号

まちのうつろい

─産業と生活の発展による復興年表─
小倉建太郎［宇都宮大学］　坂本茂樹［同］　千葉暢彦［同］

馬場祐士［同］　三宅貴之［同］　望月瞬［同］　伊藤駿［同］

NGUYEN Thi Thai Trinh［同］　佐藤実紅［同］

PHAM Ha Linh［同］　佐藤栄治［同］

「まちのうつろい」は、将来像を丁寧に思い描きながらつくり上げられた、
地域のなかでの住宅の役割を見据えた提案である。釜石の漁村集落を舞
台に、具体的で広範な現状調査に基づき、将来の地域像を産業構築と関
係づけながら計画している。住む人たちの気持ちの変化が時系列にそっ
て想定されていて、提案のリアリティを向上させていることも特筆に値する
だろう。
　まちの将来に向けての仕組みづくりが丁寧になされている一方で、建築
デザインについての検討が不足していたのが残念だった。例えば、復興公
営住宅として整備された建物と自力再建で建てられた建物のそれぞれに
増改築の例が示されているものの、増改築を想定した設計上の工夫などが
少ない。自力再建の建物で提案されている通り抜けの土間などは、もっと
多様な可能性を引き出すことができたはずである。
　地域の景観についても同様である。椿畑の計画など、美しい景観に寄与
しうる提案が盛り込まれているものの、デザインをするという視点が明確
になるとよりよかった。
　デザイン的視点が強化されれば、格段と提案の質が向上するだろう。大
きな可能性を持った提案だった。 （曽我部昌史）

佳作

はみだす暮らしが村とコミュニティと心をつなぐ
加藤聖也［早稲田大学］　川村悠可［東京工業大学］

「津波避難を会得できる集落構成」というフレーズに目がとまった。千年に
一度とも言われる未曾有の大災害。歴史をさかのぼると、東北沿岸部で過
去に高台へ移転した集落は数多く存在している。だが、今回はその多くが
被災してしまった。やはり最後は、逃げるという本能を呼び起こすことがで
きるかどうかである。岩手県田野畑村の奇跡的とも言える人的被害の低さ
に気付き、それに貢献した集落空間の存在を発掘した緻密なサーベイに
は大きな価値がある。
　一方、提案された建築へ目を向けると、住宅の室が分離され縁側が連続
するかたちでの廊下でつながれている。被災前から過疎化・限界化を抱え
ていた小さな集落が、新しい命を迎えながら持続していこうとするための
住宅。その将来像への意欲が伝わってくる。だが、冒頭フレーズから期待さ
れたのは、この住宅がどのように集落全体として群を成すのか、津波避難
を会得できる生活や経験そして伝承へと結び付いていくのかであった。田
野畑村の人々が自然災害のなかで生きる作法を知っていたこと、それが集
落空間として再生されるさらなる魅力がほしかった。 （森傑）

佳作
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平衡の道筋
黒瀬武史［東京大学］　窪田亜矢［同］　萩原拓也［同］

瀬川明日奈［同］　道喜開視［同］

本提案では大槌町吉里吉里を対象地として、策定されている震災復興計
画で提示されている基本方針に十分な配慮をしながら、持続的に生活の
質を維持できるような計画提案がなされている。さまざまな要素に対して
丁寧な調査・検討が積み重ねられ、ひとつの物語として紡がれたこの提案
は、楽観的な印象を与える部分がないわけではないが、ついつい被害から
の復旧、目の前の生活再建に重点が置かれてしまう災害からの復興過程に
対して、時間の経過に伴う将来的課題を見極め、持続可能な暮らしやすさ
を実現させるものとして十分な強度を有している。
　特に、世帯数が減少し、地域の密度が減少する状況の到来を視野に入
れ、住宅地は一定の密度を持続しつつ周辺部は状況に応じて徐々に土地
利用を改変していこうという空間マネジメントプログラムは、提案の敷地だ
けでなく、多くの過疎高齢化の進む集落の将来計画において、有用な技術
として利用される可能性がある。それだけでなく、住宅の空間利用につい
て将来的な改変を想定した提案がなされていることも、評価に値するもの
であった。 （澤田雅浩）

佳作

斜面の住まい 通りの住まい
─集落と家の「空き」を住み継ぐ─
久本敬祐［佐賀大学］　後藤隆太郎［同］

本提案の対象地域である岩手県釜石市小白浜地区は、東日本大震災だけ
でなく、明治三陸津波（1896年）、昭和三陸津波（1933年）でも大きな被害
を受け、そのたびごとに高台移転が行われてきた集落である。明治の移転
地は大正時代に山火事の被害を受け、その後、低地へと集落が戻り、昭和
三陸津波で被害を受ける。現在、高台に位置する集落は、昭和の復興事業
による移転地である。東日本大震災では、昭和の高台移転地内の被害は限
定的であったが、低地に拡大した地域が壊滅的な被害を受けた。東日本
大震災の復興計画は、昭和高台移転地の一部を居住禁止区域に指定し、
新たに造成される住宅地と既存集落が国道により「分断」される計画と
なっている。
　こういった課題を踏まえ本提案は、既存集落内の空地・空き家、未利用
の斜面を利用することで現在の集落内で住まいを確保し、伝統的な住ま
い方も踏まえた住まいを再建しようとする計画となっている。実現可能性
の高い提案である点が評価され入選となった。昭和移転地の街並みに対
する考慮、津波と復興の歴史をどう考えるのか、といったことの検討も行わ
れれば、よりよい提案となったと考える。 （牧紀男）

佳作


