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2011 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。 

 

 

協働の建築・まちづくり（14001～14020） 

講評：佐藤 滋 

 

＜顕彰者＞ 

 14003 現代の教会設計に活用される協働としてのワークショップ：村上晶子 

 14019 カッチュウビル プロジェクト（2）：細谷悠太・岸田一輝・岡部明子 

 

＜全体講評＞ 

 建築からまちづくり，特に公共性の高い施設等で多様な主体による協働の設計・計画プ

ロセスを進めることは、ユーザー参加という意味だけではなく、永続的な施設の維持管理

や運営にとっても欠かすことのできないことと理解されるようになっている。そして、企

画・構想の段階から、実施・運営段階に至るまで協働する内容は広がっている。 

 協働の建築・まちづくりの方法は、対象の違いにより、極めて多様な試みがされている。

このセッションでは、様々な分野・領域からそれぞれ優れた建築・まちづくりの実践とデ

ザインが発表され、ディスカッションにおいても有意義な成果を上げることができた。協

働することによりデザイン・計画内容の質を高め、持続的運営を可能にし、地域の潜在力・

活力の向上を実現するなど、それぞれ個性的で極めて質の高い内容であった。 

 このような中で少数の顕彰者を選ぶことは至難であったが、今回は、「協働の建築・まち

づくりの広がりの可用性をいかに切り拓いているか」という観点で、上記の 2 点を選定し

た。 

 

＜個別講評＞ 

 14001 熊本駅周辺都市空間デザイン：鉄道駅周辺という多様な関係主体が錯綜し、複雑

な要素が絡み合う面的に広がりのある地区において、デザイン会議を運営して、その複合

する要素を生かした魅力的なデザインによる統合を実現した優れた取り組みで、今後のプ

ロトタイプになる実践と言えよう。 

 14002 北海道恵庭市黄金地域交流センター：新興住宅地において、地域交流センターと

いうまさに多様な関係主体が使用する公共建築の計画・デザインにおいて、コミュニティ

の拠点づくりという目標で、参加と協働が可能となる空間構成をデザインした優れた提案

である。 
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 14003 現代の教会設計に活用される協働としてのワークショップ：宗教建築という協働

のプロセスとの親和性が一義的には想定されない場において、建築家もユーザー、施主の

側も手探りでまさに協働で協働のデザインプロセスを進めたものである。信仰という精神

的な要素を核にする空間に協働でまとめ上げ、このプロセスを経ることでしか得られない

成果をあげたことは「協働の建築デザイン」の可能性を広げたものと評価した。 

 14004 松坂屋パークプレイス 24／御徒町駅前広場の創出：地元地権者と協働の事業・計

画・設計プロセスを経ることにより特に密集度の高い御徒町駅前に、複雑な権利変換によ

り静謐な広場とファサードデザインを実現し、地域の文化的文脈に大きなインパクトを与

えたプロジェクトである。 

 14005 銀座三越再生：銀座という都心の一等地において、プロジェクト固有の商業機能

と空間的な魅力を高めつつ、まちに開かれ周辺のまちづくりに寄与することを目指した意

欲的な取り組みである。多様な建築・コモンスペースのデザインで、斬新で活力に満ちた

空間を創出し、建築・都市デザインの可能性を広げた、社会的価値の高いプロジェクトで

ある。 

 14006 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：中越沖地震により大きな被害を受けた商店街において、地元が主体で専門家の支援を

受けながらまちづくりを構想・計画し、協働のプロセスを粘り強く進め、多様な事業主体

を生み出し共同事業の集積により復興を進めている例で、中心市街地における協働の復興

まちづくりの可能性を開いたものである。 

 14007 宇陽再興－新旧双発のまちづくり：歴史的地区を分断しかねない幹線的な街路の

整備と、活力を失った商店街の再生を「双発的」に行うことを目指した提案である。この

ようなプロセスを成果にあるものにするためには、提案されているまちづくりのプロセス

を、いかに生き生きとしたものにしてゆくかがキーとなろう。 

 14008 松原商店街バザール創造プロジェクト：商店街の青年部からの依頼を受け、大学

の教員・学生による年末のバザールの創造と実践、そこでの提案を組み合わせた活動であ

る。商店街のそもそもの価値の気づきから具体的な提案、活動を一体で進めることにより、

新たな具体的なイメージとして提案することに成功している。 

 14009 奥行きのある商店街：地域が主体となって防災まちづくりに取り組んでいる東向

島の、軸となっている商店街に対するまちづくりの物語、イメージのデザインである。楽

しい提案であるが、この商店街を中心とした地区の繋がりなども考慮するとなお良かった。 

 14010 木造密集市街地再生のためのデザインシステムの提案：震災を前提にしたとき、

地区で個別に行われている地域協働のモクミツまちづくりを、これまで積み上げてきた

様々な方法を統合し、明確な方法論・デザインシステムとして構築する提案である。多様

な価値観を持つ住民・地権者の協働は、客観的合理的な方法が基本であり、各地での実践

的な成果が期待される。 

 14011 もてなし空間ネットワーク事業：地方の衰退化する商店街での、地元組織と長年
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かけて地区的な広がりを持って取り組んできたまちづくりと整備事業で、様々な協働のデ

ザインプロセスが組み込まれている。その結果として得られた「もてなし空間を商店街か

ら地区の内部に浸透させる」イメージを実現し、商業者や家族が住み続けながら生業を続

け新たな活動を生み出しつつある。 

 14012 地域と学生が協働したまちづくり：豊川稲荷門前という独特のカラーを持った商

店街で、学生の自由な発想を取り込んで商店街のデザインに一石を投じている。商店街と

の連携で雑多な活力を計画化・デザインしているユニークな取り組みで、時間をかけてど

のように着地するか興味深い。 

 14013 山の手斜面地における地域環境資源を活かした街路計画：接道条件を満たすこと

が厳しい東京山の手の斜面地における路地や階段、各種のコモンスペースを活用した、細

街路ネットワークによる街路計画の提案である。地元の住民・地権者にとってどのように

モチベーションを高めるかがキーであろう。 

 14014 尾道 style：人気映画のロケ地や観光的な資源にもなっている尾道の斜面地を中心

とした地域での、多様な主体による広い意味でのまちづくり活動を編集しつつ介入する試

みである。大学とまちづくりの触媒の果たす役割に関する新たな方法の実践で、地域の空

間と社会との両面からの統合的アプローチに高い価値がある。 

 14015 中山間地域の集落維持と定住促進に関する提案：表記の課題に対して生業、生活

サービス、外部からの参入の促進など、総合的な施策を計画・デザインし、提案している。

これらの総合的な取り組みをパッケージとして一挙に実現することが、求められよう。 

 14016 水の皺：大阪に江戸期にあった各藩屋敷の入堀を再生し、水管理の伝統的方法を

再評価して、コミュニティ空間と生態学的な環境をデザインしたもので、優れた作品であ

る。このような場のデザインの実現を通し、協働を基軸とした地域社会が共創されること

を期待したい。 

 14017 金澤月見光路 2010：金沢 21 世紀美術館を取り巻く場での、様々な「あかりのデ

ザイン」を魅力的なイベントと組み合わせて地域の都市空間デザインの新しい可能性を示

している。特に、多様な主体、活動とのコラボレーションにより実現した協働のデザイン

の力量を高く評価したい。 

 14018 月見光路における仮設あかりオブジェ「よさりはな」：能登町の地域住民と協働

のデザインプロセスを経て、「よさりはな」と名付けられた美しい環境オブジェを、組み立

てから撤去までを簡潔に行える工法を開発している。星空コンサートでは、他の光のオブ

ジェを用いて月見光路をデザインし、協働の成果をあげている。 

 14019 カッチュウビル プロジェクト（2）：地方の衰退する中心商店街の空きビルを、

大学研究室と地元商店主らが協働して「セルフリノベーション」し、まちづくりに波及す

る拠点を形成した報告である。あらゆる関係主体が立場を超えて一個人として、デザイン

とセルフビルドを実行することで、ものづくりから信頼のネットワークづくりへ昇華する

可能性を示していて、高く評価したい。 
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 14020 Kamaboko Curtain：地域の特産品のかまぼこの木片ブロックを用いて、地域住民

とともに協働して、新たな公園内に美しく、そして簡素な、環境との調和をイメージさせ

る装置をデザインし創り上げており、協働の環境デザインの成果として評価したい。 

 

 

建築 vs ものづくり（14021～14040） 

講評：新谷眞人 

 

＜顕彰者＞ 

14027 「百年の風」をデザインする－ステンレスによるテンセグリック・タワーの制作と

施工：秋山孝・高田清太郎・斎藤公男・岡田章・宮里直也 

14036 機能美と構造美に配慮した台形柱梁ラーメン架構の設計：原田公明 

 

＜講評＞ 

 14021 農小屋づくり：休耕田の放置は、畑の不毛化と風景の荒廃を招く。これを防ぐ観

光農園の農小屋に地元の間伐材を使い、学生たちが建物をみずから組み立て作る教育効果

もかねたシステムを発案した。3・11 の影響で現在中断している。 

 14022 都市型木造寺院の提案：明治神宮につながる参道沿いに、木質構造による大きな

寺院を建設しようとする大胆不敵な計画である。しかし、大量の木材の利用はサステナブ

ルなのか？ 大きな準公共的建築が具有すべき役割は何か。答えが見当たらない。 

 14023 地域産スギ丸太による駐輪場：都市問題としての駐輪場施設と地元産杉小径材の

有効利用を試みた。ムクの丸太、機械式接合を使用してリサイクル・リユースを目指し、

人力で組み立て可能なつくりを目指している。細部に配慮が行き届いている。 

 14024 駅の流動空間と木質化に関する提案：実現していれば、これからの公共空間によ

る都市景観を大きく変貌させることが可能であった。スムースな人の流れを演出、火災時

の安全な避難を確保、曲面構造によって柔らかな形態を実現した公共空間を木材によって

覆う課題に果敢に挑戦した。 

 14025 Bamboo LEGO：竹筒を積層して休憩所の壁と屋根を作る。簡単なつくり方を目指

したようだが、自然の材料をそのまま利用する困難さに苦労があった。着想が深められな

いまま提案されているので、さらなる深化を期待したい。 

 14026 人力でつくるテンポラリー・スペース：熟練者を必要としないセルフビルドによ

るこの構造システムは、軽量材の使用・コンパクトな収納・容易な組立てに関する長年に

わたる技術集積がなされ、完成度の高いものづくりである。この発表会に応募していただ

いたことに謝辞を表したい。 

 14027 「百年の風」をデザインする：長岡市の人々は「士魂商才」によって風雪の時を

刻んできた。風は目に見えずに事象を刻んで時間の作用を表象する。高いレベルの製作、
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施工そして解析を必要とする構造の中に「風を知覚する」可動体を組み込んだ秀作である。 

 14028 みんなでつくる、竹を用いた「しなやかなストラクチャー」：竹のしなやかさと

反発力に着目し、地面の数箇所に太い竹を束ねて設置し一本ずつまげて、隣に位置する竹

の束の各々と結んでアーチをつくり、その上に竹のメッシュをかぶせて迅速かつ容易にイ

ベント会場の屋根を形作る。 

 14029 Lingerig Nature：建築空間を行動する人間の軌跡の残像と考え、軌跡をベクトルに、

ベクトルを木の角棒に表現した。物ではなくある条件下での空間をつくるプログラムを提

示した異色の発表である。今後は空間を形成する物に関する考察の展開が期待される。 

 14030 CO2 をジョイント材に用いた、CO2 を削減するエコ・ストラクチャー構造デザイ

ン：地球上にあまねく存在する、酸化ケイ砂と CO2 は反応して炭化ケイ素として固化し、

固化の後も CO2 は吸収される。エコストラクチャーと名づけられた炭化ケイ素のブロック

を積層しつくられる組積造であり実用化が試みられている。 

 14031 富士山五合目再生：観光資源としての自然は、観光施設によって侵食され荒廃し

観光資源としての価値ましてそれ以上に自然の原形を喪失していく。課題を見出した着眼

点は良いが、課題の解決策には目的と矛盾を感じさせた。 

 14032 園児が主役となるシーンの創造－桐誠学園府中新町幼稚園：この作品は建築をつ

くるプロセスをものづくりとして定義した発表である。プロセスの中で先生・園児・父兄

とのワークショップは欠かすことができない。これに多くのプロッフェッショナルを参加

させまとめ上げた創造である。 

 14033 伝統的素材を用いた現代のものづくり－総本山知恩院 和順会館：伝統的素材を

由緒ある寺社の施設の設計に利用することで、周囲の歴史的環境に融けこんだ建築が実現

した。デザイン的に伝統的素材を利用するだけではなく、耐久性などについて現代の素材

技術が混入している。 

 14034 やすらぎの場へと誘う参道の再生－総本山知恩院 参道整備：喪失した参道もつ

精神的な役割を修景する。思想を、空間を語る言葉で置き換え実現した場の役割と結んで、

そこに素材の質感に対する人の感性を嵌めていく。つくるプロセスの提示である。 

 14035 南江堂第二ビル：床や壁柱の主要部材が薄いパネルで形成された、大規模な壁式

構造と言える。市場展開をめざして開発されたと思われるが、こうした技術を開発し実績

を積み重ねることによって構造の可能性が広がると思う。 

 14036 機能美と構造美に配慮した台形柱梁ラーメン架構の設計：現行 RC 規準では配

筋・応力の決定方法は円形・長方形断面に限られている。新たに台形断面の配筋決定手法

を考案し、建築が求める機能と審美を構造部材によって実現するとともに、多様な部材断

面形状の可能性を示した秀作である。 

 14037 瀬戸信用金庫熱田支店：建築を構成する個々の部材づくりにおいて応用される技

術とその管理は重要な分野である。特に工場製作と現場施工における部材形状と部材取り

付けには精度と工夫が必要である。ものづくりに欠かせないものの発表である。 
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 14038 羽田空港国際線ビル駅：モノレール軌道架橋に造られた駅舎である。曲げ抵抗型

フレームに引っ張り材を用いて構造を軽量化し、架橋脚部への負荷を低減し耐震性を確保

している。この構造を日本の伝統的織機と見立て「ものつくりの日本」をデザインした。 

 14039 長楽寺禅堂：座禅堂という静寂を閉じ込めた空間を開放的な大広間の上に配置し

た建物である。マッシヴな重い箱を空中に浮かすデザインはレムコールハースの「ボルド

ーの家」が先駆であり、ルネマグリットの作品と同質である。 

 14040 造形的 RC ファサード壁への挑戦：配筋・型枠・コンクリート打設そしてひび割

れ抑制など困難で十分な配慮を求める RC 造である。この形の由来、発想の原点はどこにあ

るのか、説明があれば、難度の高い設計・施工の役割も鮮明になると思われる。 

 

 

空間と環境の統合デザイン（14041～14058） 

講評：中村 勉 

 

＜顕彰者＞ 

14049  GREEN BELT－既存オフィスビルの環境性能・耐震性能・資産価値を高める革新的

改修手法：藤井洋之・日野宏二・白波瀬智幸・興津俊宏・齋藤華織・松波圭亮・

市川徹・筒井陽介・原田裕・岡崎智仁 

14052～54 サイト・リノベーション（その 5～7）：鈴木さやか・杉浦久子・吉田織音・後

藤友香・長久保麗子 

 

＜全体講評＞ 

 目に見えない環境を建築という目に見える形にどう反映させていくかが今回の課題の大

きなテーマである。視点は 5 つあり、①環境の基本的要素である、光、熱、空気の流れを

地道に追及して現実的に快適で省エネ型の建築を作っている提案、②風の形、光の筒、日

射遮蔽のスロープバルコニー、感性で都市空間を解釈する考え方、③縁側などアクティビ

ティと環境が融合している提案、④新しい農のあるライフスタイルと建築の融合、⑤改修

により新しい都市の仕組みを考える提案などがあった。それぞれに考えさせる提案であっ

たが改修で既存建築の外周を耐震、避難、日射遮蔽を兼ねたスロープを回す「GREEN BELT」

の提案と都市空間を感性で評価し、解釈する新しい視点を提供したサイトリノベーション

が秀逸であった。 

 

＜個別講評＞ 

 14041 杜の筒／天空の筒：南に庭の緑、北に神社の緑を貫通した居間空間が意識的に一

体化し、階段空間が垂直の筒を形作り、それぞれが住まいの水平軸、垂直軸をつくってい

る。地下空間も含んでこの形が徹底していたらと思うことと、他の形が従属的としても平
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凡すぎないか。 

 14042 sumiba：狭小で変形な敷地に二世帯住宅を巧みな空間構成で作った作品。参画の

土地の三角を工夫した階段空間は光の筒として効いている。道路に長い庇をつくり、高齢

者のすまいを配置し、縁側として都市との緊密な関係を作ろうとした試みは評価できる。

縁側らしくもう少し開放的であってもよかったのではと思われる。 

 14043 風の駅舎：駅舎の機能にギャラリーなどを加え、300 角の杉角材を多用して風の

道と人の道をデザインしている。風の形はもう少ししっかり考えると空気の圧力であり、

周辺環境による微気候に左右される。これを生かした方向性や開ける、閉じるという手法

も考えたい。 

 14044 みなとみらいセンタービル：都心の複合オフィスビルで壁柱とコアによる免震、

制震を備えたハイクオリティな建築である。中央にエコボイドをつくり、反射鏡により自

然光を下部まで導く手法も採用している。空気も窓やエコボイドから取得又は排気など、

呼吸する建築としてほしいところであった。 

 14045 環境への配慮とコミュニケーションの活性化：4 層の事務所・研究所建築である。

ルーバーを外側にしたダブルウォールの外壁面は日射遮蔽と空気取り入れによる、呼吸す

る建築となっていることは評価できる。蓄熱を利用した放射冷暖房の考えも新鮮である。

中庭開口が開けられるて通風にも利用できることが望まれる。 

 14046 大林組技術研究所：パッシブとアクティブを巧みに使い分け、パーソナル放射空

調システムによって居住域空調を創り上げている。光も天空光を利用し、様々な工夫が見

られる。知的生産性を挙げているが、スケールが大きすぎ、内部化しすぎている点が気に

なる。 

 14047 横浜商科大学高等学校体育館：34m×38m の大空間を門型耐震フレームで構成し、

構造壁や屋根梁の隙間を利用して通風、採光などを巧みに処理している。外部との連続性

のためにフルオープンになる開口部など、過重なしかけがあるが、そこまで必要か。 

 14048 早稲田大学高等学院 70・71・72 号館：ケヤキ並木を生かし、低層で自然換気を

旨とした計画は評価できる。開口部の自然採光、換気・通風の取り方も理解できるが、日

射遮蔽の庇も検討すべきだっただろう。 

 14049 GREEN BELT：既存のオフィスビルの耐震化、環境性能を高める改修の提案。外

部に建物を縛るようにスロープを巡らし、これを耐震補強、日射遮蔽、避難経路とした提

案はユニークで秀逸である。 

 14050 オフィスアーバニズム：中小の業務ビル群の既存街区を街区全体として隙間に制

震装置をつけて耐震化し、隙間をソーラーチムニーとしてエコ改修も行っていくユニーク

な提案。老朽化したビル単独でなく、集合として解く発想がすばらしい。まとめ方や老朽

度など個別の問題が多い現実をどうするかが次の課題。 

 14051 都市の筧－名古屋堀川周辺エリアの水景構想提案：堀川を中心とした街区全体で

雨水を集積する手法を軸に、堀川に目を向けて都市のアクティビティの活性化も図ろうと
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した提案。発想がユニークで可能性も高いが水の流れのデザインが都市デザインと統合さ

れることが必要か。 

 14052～14054 サイト・リノベーション（その 5～その 7）：都市の空間を人の行為を軸

に関係づけようとする試みをサイト・リノベーションとして学生たちの創造的なアクティ

ビティで続けている。その 5 は雪の結晶を折り紙で無数につくり、大地の芸術祭に参加し

た。その 6 は体で感じたときの言葉をオノマトペで表現し、この言葉で再び都市空間を構

成しなおす試み。その 7 はしなやかな竹の表現でブックツリー、シャラ．ぽゎん、はなみ

ちの空間を創り上げた。これらの行為は単なるインスタレーションとしてではなく、ハー

ドな都市空間においてある瞬間に起こるであろう出来事を固定化させようとする行為で、

その試み自身がアートとなりうる重要な概念となる。 

 14055 Omotenashi House：建築のデザイン要素に水田や植物工場を組み込んで客をおも

てなしする空間を創ろう発想が新鮮だ。太陽や風のエネルギーを有効に利用し、さらに稲

穂や野菜の壁の間をアプローチする。自然も設計手法の新しいボキャブラリーと解釈する

のはユニークだが、近代建築の枠の中での発想であるところをもう一つ突き抜けてほしい

と思う。 

 14056 ヨックモック日光工場：工場の増設システムに森の生成プロセスも組み込んだ提

案。省エネ型の工場建築を森の中にはめ込み、将来の増設を機にさらに自然と建築の融和

した状況が生まれることをもくろんでいる。開口部が呼吸できるような仕組みがないこと

が残念なことと、直線的な壁、床、屋根といった建築言語が自然を制圧しているところが

融合といえるか課題。 

 14057 地下水のカスケード利用を実現した森の中のエコファクトリー：ミネラルウォー

ター製造プロセスを井戸水を、建物内の冷房、製品の冷却、温度上昇した井戸水を加熱殺

菌の予熱に利用するなどカスケード的に利用した知恵の発表。その土地の頭上から地中ま

で、考えられるエネルギーをさまざまに利用することが求められる時代に必要なアイデア。 

 14058 農業と建築の融合を目指した次世代型農業研究学習センターの提案：農の生産を

基本に太陽の動きをシミュレーションし、建築の表皮を三角形の多面体としてデザインし、

内部に植物工場を提案している。イメージとしての着想は面白いが建築のハードな空間と

農や生活の違う位相を無視した手法は課題が残る。 

 

 

建築の再生あるいは再利用のための改修（14059～14078） 

  （未提出） 

 


