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2012 年度大会（東海） 

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。 

 

 

復興拠点としての『みんなの家』（14001～14011） 

講評：伊東豊雄 

  （未提出） 

 

日本再生・復興プロジェクト（14012～14022）  

講評：布野修司 

＜顕彰者＞ 

 14016 水柩－廃炉の研究と封印機能をもつ博物館の提案：菅原雅之・佐藤信治 

＜講 評＞ 

 東日本大震災の復興を考え、日本再生を考えることは、それぞれが暮らす地域を考える

ことであるというテーマ設定であったから、被災地以外を対象とする作品も数多く期待さ

れたが、ほとんどが被災地の復興を真摯に考える作品であった。被災地のリアルな状況に

対して直接的提案を試みる作品には、単なるアイディアやコンセプトの提示にとどまらな

い迫力を感じさせられる作品が少なくなかった。 

「にげる・かわす」を全面的に打ち出す復興計画全体の提案（14012 小林直明）、防潮堤

とまちづくりの融合をめざす提案（14013 阿部俊彦）は、当該自治体において実際に受け入

れられるべき提案だと思う。また、公営住宅の計画と配置検討（14019 竹花洋子）は、リア

リティを踏まえた具体的な提案である。防潮堤の高さなどインフラ整備と戸数のみを目標

とする紋切型（戦後復興型）の復興住宅建設のみが先行するなかでこれらの提案の実現を

願いたい。また、プッシュしたい。エマージェンシー・メガフロートの提案（14021 ラフマ

ンフラプラダナ）は、マリーン・コンストラクションの世界で具体的に検討されているの

であるが、そのリアリティとテクノロジーのあり方についていささか危惧の念を抱いた。

巨大なテクノロジーが世界をリードする時代ではないし、すべて解決できるわけではない

と思う。防潮堤を一切作らない復旧復興のまちづくりの提案（14015 北原祥三）は、極めて

コンセプチャルな提案として、また復興計画に対するクリティカルな提案として評価でき

る。ただ、被災者への直接的提案と考えると、アイロニカルに過ぎると思った。 

ふくしまの仮設住宅（14014 山川健太）、船橋市を対象とする地域デザインの提案（14018

三平奏子）、廃材の島（14022 岩井宏樹）、水柩（14016 菅原雅之）は、いずれも卒業設計作

品であるが、具体的な場所を設定し、東日本大震災という未曽有の日本の現実に向き合っ

た作品として好感をもった。ただ総じて、コンセプトと実現へ向けての論理的積み重ねに
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甘さがあるのが残念であった。 

そうした中で、原子力発電所の廃炉を全面的な主題とする「水柩―廃炉の研究と封印機

能をもつ博物館の提案」は、事態の深刻さを鋭く突きつける作品として強く魅かれた。原

発をめぐる様々な議論はあるが、この作品が提起する課題は日本全体がまさに直面するも

のであり、先送りできないものである。大きな課題を若い感性で受け止め深く考えた、そ

の思索の深度に好感をもった。いずれも甲乙つけがたい中で、ひとつだけこの作品を優秀

作品（布野賞）として選定した理由は、選者の若き日の何かを思い起こさせてくれたから

である。 

 名古屋の防災拠点をテーマとする 14017（細谷翔太）およびコンテナ利用のユニット型支

援住宅を提案する 1402（平山雄基）は欠席であった。議論したかっただけに極めて遺憾で

ある。 

 

ふるさと再生有縁コミュニティ住宅（14023～14040） 

講評：延藤安弘 

  （未提出） 

 

環境・エネルギーをめぐる建築と都市の可能性（14041～14058） 

講評：小泉雅生 

 趣旨：震災によって、様々なエネルギー上の課題が明らかになった。建築や都市におい

ても、まず身近な環境を考え、エネルギー問題や地球環境につなげていくことが求められ

る。建築・都市の可能性と責任について、提案や実践を募りたい。 

＜顕彰＞ 

 14041 新しいオフィス環境の構築－100m×100m オフィスの試み 明治安田生命 新東

陽町ビル：菅 順二・帽田秀樹・門田景介・木村哲也・吉川達哉・小平純子 

 14058 渦中都市：松井 宏・宗本晋作 

＜全体講評＞ 

 一つ前のテーマ部門であるコミュニティのセッションでは、発表者の約半数を学生が占

めた。環境のセッションではガラリと様相を違え、ゼネコン、組織設計の実務者が過半を

占めた。環境建築というと、高い技術レベルが求められるというイメージがあり、学生に

は取りつきにくいのだろうか。数多くのレベルの高い実作が集まり刺激的な議論ができた

ことに感謝する一方で、学生でも気軽に環境建築を提案するような状況になってほしいと

も思う。学会の建築デザイン発表会という開かれた場であればこそ、環境を意識した設計

のいっそうの広がりを期待したい。 

＜個別講評＞ 

 14041 明治安田生命新東陽町ビル：中央の吹き抜けの周囲をスパイラル状にスキップし

ていくフロア構成をとることで、100ｍ角という平面を適度に分節し、自然の光と風が行き
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渡るオフィス建築となっている。これからのオフィス空間のあり方を示唆するものといえ

よう。 

 14042 富士ゼロックス R&D スクエア：楕円形平面として外表面積を抑え、さらに外周

部には縁側状のバッファーゾーンを設けるなど、安定した環境を担保するための工夫がな

されている。一方、その環境維持には機械に頼るしかない点には、疑問が残る。難しい課

題である。 

 14043 大正製薬大阪支店：中央部に外部吹き抜けを持つロの字型の平面として、執務室

の奥行きを浅くし自然光を取り込んでいる。奥行きが深くなる傾向に対する、健康性とい

う観点からの提案であるが、その工夫が健康増進にどのように寄与するのか、今後の検証

に期待したい。 

 14044 飯野ビルディング：公園からの通り抜けを確保し、外部にも公園と連続する緑を

配するなど、都市環境への強い配慮が感じられた。一方建築本体の表情として、性能の高

い外皮で四周をくるむのか、面ごとに変えていくべきなのか、難しい問いと感じた。 

 14045 ブレント・シビックセンター：市庁舎と図書館・ホールがアトリウムを介してつ

ながれた複合建築である。それぞれの部位についての工夫、配慮もさることながら、lean 

clean and green approach というイギリスにおける環境配慮の設計プロセスに惹かれた。 

 14046 高崎市総合保健センター、中央図書館：閉じたリングをずらしながら積んでいき、

その中央部を環境技術の視覚化されたボイドが貫通するという明快なコンセプトだ。さら

にリングのずれが内部機能や環境制御と結びついてくれば、より可能性が広がるように感

じた。 

 14047 平成の京町家その 1、14048 平成の京町家その 2：京都町家を対象として、複数

の設計者による環境調整空間を持つ設計案の分析を通じて、環境配慮の設計手法の収斂し

ていく方向と分散していく方向を探っている。一つの設計案に収束しているわけではない

ので、デザイン発表という観点から若干はずれるのかも知れないが、環境配慮をめぐる設

計者の意識の有り様やデザインの可能性・課題などがうかがわれ、興味深かった。これら

の状況を踏まえ、今後の具体の計画案に結びつけられることを期待したい。 

 14049 都市密集地における都市型環境配慮住宅、14050 都市密集地における都市型環境

配慮住宅 都市部の狭小地を対象とした環境配慮型住宅モデルの提案である。意匠・環境

工学、産・学の共同の取り組みにより、さまざまな面でリアリティの高いモデルとなって

いることに敬意を表したい。住宅のように規模の小さい建物では、その設計プロセスで詳

細なシミュレーションや検証を行うことは、時間や設計料の制約から困難である。デザイ

ン発表大会という場を通じて、こういったプロジェクトでの知見が多くの設計者に共有さ

れることの意義は大きい。 

 14051 LCCM 住宅デモンストレーション棟：建設時を含めライフサイクルでのカーボン

収支をマイナスにしようという意欲的なプロジェクトである。環境工学、構法、材料とい

ったさまざまな分野の専門家と横断的に研究を進めた成果であり、これからの環境負荷低
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減の一つの指針となろう。 

 14052 ヨーロッパハウス：職住それぞれの空間での環境配慮技術が適用されているが、環

境への配慮を考えていくとき、職を含めたライフスタイル、住まい手の行動も当然関わっ

てくるはずだ。これからは、それらをサポートするといった視点で建築をとらえ直す必要

があろう。 

 14053 YKK AP 埼玉窓工場：単調になりがちな工場の立面を、サッシを組み合わせたり

ストライプ状に構成したりして、ロードサイドならではの表情をつくり出している。だが、

巨大なヴォリュームが周囲に及ぼす環境上の影響についても考えねばなるまい。難しい課

題である。 

 14054 スノーピーク本社：緩やかな丘陵地にスラブが軽やかに浮かび、気持ちの良さそ

うな建築である。そのシンプルさもメーカーイメージと重なり合う。だが、水平という幾

何とガラスという素材は風景の中でいかにも存在感がある。あらためて建築というものの

インパクトの強さを感じた。 

 14055 塩野義製薬医薬研究センター：研究所という機能ながら、実に豊かな空間性を獲

得している。それは建築を均質にしていくのではなく、さまざまなアクティビティに対応

した環境のムラを許容するという姿勢によるのだろう。これからの環境建築のあり方が示

唆されているように思う。 

 14056 アリオ倉敷：工場跡地がテーマパークを経てショッピングセンターとなり、生産

の場から消費の場へとスクラップアンドビルドを繰り返す中で、設計者は何をなし得るの

か。せめて簡単に消費されない質のいい建物をつくり続けることなのだろう。 

 14057 四ツ屋駅改修：駅は公共性の高い場所であるにもかかわらず、そこでの環境配慮

はあまり議論されてこなかったのではないか。公共性の高さゆえさまざまな制約があるだ

ろうが、その中でこのようなプロジェクトが実現したことの意義は大きい。 

 14058 渦中都市：ゴミ処理場を含むエネルギー複合体を構築しようという提案である。

隠蔽されていたエネルギーをカミングアウトする、ということだ。可視化されない、すな

わち形になりにくいエネルギーを建築デザインに果敢に取り込もうという姿勢を高く評価

したい。 

 

 

地域に喜びと活力を与える木の公共建築（14059～14069） 

講評：長澤 悟 

  （未提出） 

 

冗長性を考慮した建築・構造（14070～14081）  

講評：佐々木睦朗 

＜顕彰者＞ 
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 14074 壊れない寺社建築：待永崇宏・山本俊司・須賀順子・青木和雄 

 14081 シュリンクフィルムを用いた空間デザイン Shrink Film Architecture： 

     隈 太一・今井公太郎・小淵祐介・佐藤 淳 

 

＜個別講評＞ 

 14070 三田ベルジュビル 上層階に住宅を配した 33 階建ての複合超高層建築に対して、

とくに都市型の防災計画を念頭に置いた冗長性を配慮した構造計画「中間階に免震層を配

置する制振構造」には技術的に幾つかの興味深い提案がなされている。 

 14071 津波避難ビルとしての構造耐力を確保した中間免震構造庁舎の基本設計案：東日

本大震災における津波被害は私たちの記憶に生々しい傷跡を残している。これは新設庁舎

に対して津波対策として中間層免震を採用することで冗長性を確保することに前向きに取

り組む現実的な提案である。 

 14072 直交方向地震時にも追随可能な遠隔外付け架構：いわゆる既存不適格建築の耐震

改修、とくに 8 階建て以上の比較的アスペクト比の高い板状の中高層集合住宅の耐震補強

における、曲げ変形による回転拘束を避ける実用的な工法を提案している点に特徴がある。 

 14073 縦ルーバー型高強度 PCa 細柱架構：角地に建つ事務所ビルのファサードデザイン

に主眼を置いた構造提案である。免震構造を採用することによってファサードに軽快な縦

ルーバー型高強度 PCa 細柱架構を採用していることに特徴が見られる。 

 14074 壊れない寺社建築：伝統構法を用いた既存の構造システムにたいして、地震時の

バックアップシステムとして木造仕口部にアルミ合金を用いた小型ダンパーを付加するこ

とにより、明快に冗長性の定義を与えると共に伝統的な意匠と融合した温故知新とも言え

る構造の提案を行っている。 

 14075 法然寺五重塔：木造伝統構法である五重塔を現代の法規定のもとで如何に実現さ

せるか、を構造設計のテーマにおいたもので、特に水平荷重時の転倒による浮き上がりに

対する耐風・耐震計画上の配慮に特徴が見られる。 

 14076 願昭寺五重塔：金物を極力使わない中世の匠の伝統技術と現代の最新構造解析を

組合せることによって、木造伝統構法である五重塔に対して現代の合理的な耐風・耐震計

画を与え、美しい日本の伝統建築の復元を図っている。 

 14077 テンセグリティ・フラワーの設計と施工：テンセグリティ・フラワーと呼ばれる

中間交点を分離した新しいテンセグリティ構造の提案である。とくに中央ジョイントの角

度変化により可変形態が容易に得られるという原理を利用した構造デザインと施工方法は

非常に魅力的である。 

 14078 LES Table・Twer の設計と施工：テンセグリティ構造の圧縮材にアクリル管によ

る座屈補剛を用いることによって、力学的合理性に基づき極限まで部材を最小化すること

ではじめて可能となる効率の高い軽量構造を提案し、軽快で魅力的な構造デザインとして

いる。 
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 14079 BML－02,03,04,05,06,07：生物の形態観察を通して、例えば貝殻からは対数螺旋の

自己相似性とパラメータ設定による形状変化をテーマにおくなどして、バイオ・ミミクリ

空間の試行と呼ぶ生物の形にヒントを得た一連の模型や試作品の制作を試みている。 

 14080 茶室：BML-01：生物の形態観察をもとに自然界の構造原理を応用する方法は古

くからフライ・オットーの軽量構造の研究手法が有名であるが、それをセルフビルド可能

な木質構造の茶室空間（ドーム）の制作に実際に応用している点が興味深い。 

 14081 シュリンクフィルムを用いた空間デザイン Shrink Film Architecture：熱により収縮

するシュリンクフィルム（テンション材）と拘束材となるピアノ線（圧縮材）を一体に組

み合せることにより、ローカルにもグローバルにも形態変化が可能な独創的で新しいタイ

プの３次元ドームの空間デザインを提案している。 

 

＜全体講評＞ 

 リスクの高い現代建築において冗長性の考慮は非常に重要なテーマであるけれど、一般

的に建築のデザインには比較的馴染みの薄いテーマであったせいか、当初この部門への応

募作品は数点と寂しいものであった。具体的に言うと講演番号 14070～14074 の 5 点が当該

テーマに呼応したものであり、14075～14081の 7点は一般部門から移動させたものである。 

 従って、前者 5 点と後者 7 点では全く視点を変えてそれぞれ一点を選考させて頂いた。 

 まず、冗長性の考慮というテーマに呼応した前者については、評者の予想通りに免震・

制振技術を応用した提案がほとんどであったが、いずれもレベルの高い提案であったよう

に思われる。中でも 14074 は構造の冗長性に対して新鮮で明快な定義付けを与え、かつ伝

統的な意匠と先端的な構造技術を巧みに融合しデザインしている点を高く評価した。 

 後者の中では冗長性とは真逆のテーマだが、新しい構造デザインの可能性という観点か

ら 14077 と 14081 に注目し、ここでは一連の追求の成果として極めて完成度の高い段階に

ある 14077 ではなく、今後の展開を期待してまだ開発途中にある未熟な 14081 を敢えて選

考した。 

 

 

 

 

 


