2017 年度支部共通事業
日本建築学会設計競技入選作品
「地域の素材から立ち現れる建築」
全国審査は、各支部に応募された312作品のなかから選ばれた

2次審査会（8月31日）は、大会会場（広島工業大学）において公
開で開催された。

支部入選71作品を対象に行われた。
1次審査（8月3日）は、全国入選候補11作品のノミネートとタジ

各賞は、ノミネート11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。

マ奨励賞10作品を選考した。

全国審査部会（敬称略、五十音順）
審査委員長
審査員

末廣香織（九州大学准教授／
NKSアーキテクツ主宰）
伊藤恭行（名古屋市立大学教授／
シーラカンスアンドアソシエイツパートナー）
梅沢良三（梅沢建築構造研究所代表取締役）
三分一博志（三分一博志建築設計事務所代表）

中山眞琴（nAナカヤマアーキテクツ代表）
藤浩志（秋田公立美術大学教授）
渡辺菊眞（高知工科大学准教授）
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最優秀賞

年度支部共通事業日本建築学会設計競技入選作品

優秀賞
佳作／タジマ奨励賞
佳作

タジマ奨励賞 東北支部 金井里佳ほか1名
関東支部 木村優介ほか4名
東海支部 小室昂久ほか3名
東海支部 明庭久留実ほか3名
中国支部 玉井佑典ほか1名
中国支部 竹國亮太ほか3名
九州支部 朴裕理ほか2名
九州支部 坂本磨美ほか1名

東海支部 竹田幸介
近畿支部 永井拓生ほか4名
北陸支部 中津川銀司
九州支部 前田智洋ほか3名
北海道支部 原大介
近畿支部 中村圭佑ほか3名
東海支部 片岡裕貴ほか3名
北陸支部 浅井漱太ほか3名
近畿支部 小島尚久ほか2名
近畿支部 川添浩輝ほか4名
九州支部 鈴木亜生

審査総評（審査委員長

末廣香織）

世界は狭くなった。世界中どこに行っても、ほぼ同じ
ショッピングセンターや超高層ビルが立ち並ぶ。モダニズム
が目指した国際建築という理念は、グローバリゼーションと
経済的合理性を後ろ盾に着実に現実化してきた。もしこのま
ま地域の固有性が失われていったとすれば、世界はもっと退
屈なものになってしまうだろう。今回の課題「地域の素材か
ら立ち現れる建築」は、こうした現状に対して伝統回帰する
というのではなく、より新しいかたちで地域にある固有性を
建築的に表現する可能性を問うものだった。
本設計競技には、全国から312作品の応募があり、支部審
査を経て71作品が全国審査へと進んだ。そこから1次審査
で11作品が選ばれ、学会大会当日に2次審査が行われた。そ
こでの作品を見ると、テーマがリアルな「素材」を扱うもの
だったためか、非常に夢想的なおとぎ話に近い作品から、も
うすぐ実際にできるという作品まで、かなりバラエティに富
んでいた。また社会的な問題である廃棄物という素材を扱う
ものや、地域の伝統を現代的に再解釈するものもあった。
審査では、最初に各作品のプレゼンテーションを聞き、投
票と議論によって優秀作品を選んでいった。その過程で、地
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域の「素材」をどのようにとらえたのか、どのように新しい建
築の姿を見せているのか、建築の魅力やリアリティのレベル
はどの程度なのかといった論点について審査員の認識を共有
していった。最終的に、最優秀賞には2作品を選出することに
なった。海水の製塩装置を立体的な建築とした「EN ─えん─」
と風になびくヨシを建築の構造材として使った「ヨシパビリオ
ン」は、両者ともこうした論点に高いレベルで応えていた。
ところで、実は全国での1次審査を通過したのは、当初12
作品だった。しかし残念なことに、このうち1作品については
既発表の作品という判断で失格となった。これは、まず応募
者のモラルの問題だが、運営側としてもこのようなことが起こ
らないように、次年度以降の対応を検討しておく必要がある。
今回提出された作品には、かなりリアリティも高く、実際
にできたところを見てみたいと思わせるものも多かった。建
築をつくるという行為は、その過程でコミュニケーションが
生まれるし、建築が立ち上がってくると人は本能的に感動を
覚える。コンペに参加いただいた方々には、地域固有の「素
材」を用いた建築の可能性を、是非現実に発展させていって
いただきたい。

建築雑誌 JABS ｜ vol.132 No.1704 ｜ 2017.11

最優秀賞
EN ─えん─
竹田幸介（名古屋工業大学）
塩田は、かつて日本全域の海岸地域における産業の一環で
栄え、文化的ランドスケープと風景を同時に構成していっ
た。本作品は 愛知県知多郡美浜町を敷地とした案であり、
海と共に生きる街にふさわしい「塩の建築」をつくり出して

いる。塩を建築の素材として選択し、美浜の塩ブランドの復
興を通じた文化と産業の再生をもって地域の活性化を試みて
いることが大変高く評価された。
（三分一博志）
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最優秀賞
ヨシパビリオン
永井拓生（滋賀県立大学） 芦澤竜一（同） 堀江健太（同） 浅井翔平（同） 中村優（同）
建築にとって素材は切っても切り離せないほどに重要なも
のであることは周知されている。「ヨシパビリオン」は今回
の課題に最も近づいた作品ではないかと思っている。応募作
品のなかには街づくりもあり、特殊な建築もあり、産業復興
もあった。しかし、この作品ほど素材に真向勝負で向きあっ

た作品はなかった。僕は意外性を好む。当たり前の素材か
ら、まるで違う建築に変貌する「何か」を期待していた。内
部空間の乏しさに当たり前過ぎるのを感じるが、全体には課
題に見事に応えてくれた作品であった。
（中山眞琴）
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優秀賞
転換する浚渫
中津川銀司（新潟大学）
佐潟はラムサール条約登録湿地に指定されるほどの環境を
形成しているが、泥土の蓄積による水辺空間の陸地化に伴い
豊かな環境が失われつつある。本案は障害となる泥土をすく
い上げ地域の素材として利用し、潟と人の関係を再構築する

ものである。自然の循環のなかで半永久的に使用可能な泥土
に着目し、地域の素材として利用している。泥土のアーチ構
造など実現可能性にやや疑問のある点はあるが、それを上回
る魅力的な提案である。
（三分一博志）

年度支部共通事業日本建築学会設計競技入選作品

2
0
1
7

優秀賞
湯気をまとう
前田智洋（九州大学） 山本恵里佳（同） 外薗寿樹（同） 山中雄登（同）
素材は「湯気」。気体と液体の境界にあるつかみどころの
ないものだ。舞台は別府鉄輪温泉。立ち上る湯気を鋼管パイ
プから上部の幕に導き幕を膨らませ、液化した水はパイプ内
部を落ち水溜まりとなる。鋼管が柱となり風船状の幕は屋
根。これが建築ユニットとなる。ユニット上下で状態変化の

違いが可視化され空中の場と地上の場それぞれの特質を持つ
というアイデアは秀逸である。しかし、温泉街すべての湯気
がなくなってしまうのは寂しい。適用規模には再考の余地あ
りか。
（渡辺菊眞）
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佳作／タジマ奨励賞
歓楽列車──移動する建築
ある。レールという素材がある限り、建築も身体同様移動で

原大介（札幌市立大学）
なんとも批評の難しい作品の登場である。作者も言って
いるが、「異様な光景の建築」の出現である。建築は普通動
かないが、この「異様な光景の建築」は動く。つまり動産で

佳作／タジマ奨励賞
瓦礫の遺言
中村圭佑（日本大学） 赤堀厚史（同） 佐藤未来（同）
加藤柚衣（同）
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圧倒的な量の不法投棄された墓石の現場に佇んでみたい。
この提案は人間の営みの、社会構造のリアルが表現されてい
る。現在の、あるいは来たるべき未来への問題提起によっ

きる。なんとも奇妙なアイデア作品である。しかも風俗店も
入るミニ歓楽街も強烈である。しかし建築は少々弱かった。
レールの素材性にもっと説得力があればよかった。

（中山眞琴）

て、数世代にも及ぶ過去の人の営みの末路が生み出した素材
が力を発するに違いない。
瀬戸内海の島々は日本の高度経済成長の陰でさまざまな黒
い部分を担わされてきた。この提案はそこにも触れようとし
ている。これらの問題は目を背けるべきではない。むしろプ
ロジェクトとして具現化すべきだ。死に向かい合う現場とし
て、あるいは新しい埋葬の現場として再構築すべき素材だと
感じた。
（藤浩志）

佳作
THE RECONSTRUCTION OF PLANTSCAPE
片岡裕貴（名古屋大学） 小倉畑昂祐（同） 熊谷僚馬（同） 樋口圭太（同）
このプランの面白さは内部空間を人が意図して設計したも
のではないという点にある。最初の設定が別の用途にあり、
機能性を究極に重視した結果の空間が、逆に見せるための空
間として再構築されている。そのような空間体験は日常では
縁がない。機能として構成された空間の一部を切り取ること
で発生する不思議な空間の連鎖が施設を構成する。だからこ
そ、感覚に働き掛ける未知の可能性があるのではないだろう
か。体験してみたい。
（藤浩志）
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佳作

てゆく提案である。毎年更新することになる間垣の竹を地域

間垣建竹

の貴重な資源としてとらえ、農業、漁業、観光などに徹底的

浅井漱太（愛知工業大学） 伊藤啓人（同） 見野綾子（同）
嶋田貴仁（同）
石川県輪島の大沢集落に伝わる防風間垣を美しく再生する
ことによって、その材料である竹を地域産業のなかで活用し

に利用し尽くすという方向性は、漁村に持続可能な産業シス
テムを導入する意味を持つ。ストーリーが大がかり過ぎたき
らいがあるが、素材としての間垣の魅力を引き出すことに集
中すれば、より現実味のある提案となっただろう。

（末廣香織）

佳作
金魚とひとのための池
小島尚久（神戸大学） 鈴木彩伽（同） 東美弦（同）
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奈良県大和郡山市の金魚養殖池。ここが顧みられることは
ほぼなく、建築を立ち現れる「地」の設定はユニークである。
そんな「地」に立つ建築では金魚を一時的に入れる「活舟」な

る箱が素材として選定される。これが建築構築の単位とな
り、池の日除けやテラスなどを構成し、人と金魚をつなぐ舞
台となる。物語は魅力的だ。しかし、「活舟」を支える架構
や池を覆い尽くす「活舟」構築物は過剰である。人と金魚を
つなぐ、もっとさりげない建築があったのではと、思う。

（渡辺菊眞）

佳作
宮水の郷
川添浩輝（神戸大学） 加藤駿吾（同） 中川栞里（同）
岡実侑（同） 大崎真幸（同）
この提案で「地域の素材」として取り上げられたのは「西宮
の宮水」である。地域の大切な財産でありながらその存在が

十分に知られていない宮水の井戸を核としたポケットパーク
やカフェを設けて人々が集まる拠り所を創出するという文化
的アプローチと、年間を通して水温が安定している宮水を環
境制御の熱源として利用するという技術的アプローチの二つ
の視点を重層させた提案として高く評価できる。
（伊藤恭行）
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佳作
地域性からの構造
成立することを証明している。しかし、この設計競技は、現

鈴木亜生（ARAY Architecture）
提案の桜島が放出するシラスにセメントを混入したブロッ
クは30cm×30cm×9cmの大きさを持ち、特別な仕上げや
断熱材を用いることなく、現行の基準もクリアできる建築が

行の法にとらわれることなく、地域の素材を最大限に活かし
た建築の提案を求めている。基準の枠にとらわれず、シラス
ブロック建築の夢のような提案であったら、最優秀2作品、
優秀2作品に入選の可能性もあった。
（梅沢良三）

タジマ奨励賞
結びの籠
金井里佳（九州大学） 大塚将貴（同）
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奥会津に伝統的に伝わる蔦の編み組細工を使っておみくじ
籠をつくり、最終的にはそれを燃やすことで、新しい地域の
行事とする提案である。通常は日用品レベルのものを、建築

的なレベルに発展させる意味に加え、地域に伝統的に伝わる
火祭りと関連させて、つくった籠を燃やすという精神的な意
味を重ねている。出来上がった「もの」が十分に魅力的で非
日常世界を表現できたなら、非常に力強い提案となる。セル
フビルドも可能なので、どこかで実現してほしいところだ。

（末廣香織）

タジマ奨励賞
和え来る水景
木村優介（愛知工業大学） 田口愛（同） 宮澤優夫（同）
脇田優奈（同） 高山健太郎（同）
フィールドサーベイを展開し、「素材」として選んだのは
漁業である。子安浜での漁業の生い立ちから現在の衰退ま
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で、作者なりに分析し、結論づけている。つまり人々のコ
ミュニティの希薄化からの脱却である。都市計画というより
も、街づくりのヒントがたくさんこの作品には込められてい
る。路地、壁の解体、親水装置、漁業の復活、水質の浄化、
放置船の処理、どれをとってもリアリティーがあるものばか
りだ。美しい情景画も水景の未来を予感させた。
（中山眞琴）
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タジマ奨励賞
らんたんの伸呼吸──空と地面をつなぐ和紙
小室昂久（日本大学） 北澤一樹（同） 清水康之介（同） 上山友理佳（同）
建築素材は、美濃和紙と提灯である。提灯自体が美濃和紙
を素材とし、そこに伸縮可能な骨組みの「架構」を組み合わ
せるなど、工夫と洗練を重ねて「立ち現れた」構築物である。
それゆえに、その成果を継承しながら巨大な搭状の「らんた
ん」へと発展させたことは、もとの構築物が持つ機構の説得
力がある。それが伝統木造建築の街並みを彩る新しいランド
マークとなることには妥当性とともに親和性がある。煙突効
果には疑問が残るが、素朴な温かみのある佳作だ。

（渡辺菊眞）

タジマ奨励賞
カラムトラム─まちを縫い合わせる路面電車
明庭久留実（豊橋技術科学大学） 菊地留花（同）
中川姫華（同） 中川直樹（同）
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この提案で「地域の素材」として取り上げられたのは「トラ
ム（路面電車）
」である。トラム本体だけではなくトラムが停

車する所をセットにして街に展開していくというアプローチ
に特徴がある。線路はすでに敷設されているので、本線から
オフセットできる部分を付加するという軽微な変更を行うこ
とで、使い方の多様性が一気に広がるというアイデアは都市
空間が持つポテンシャルを引き出すものとして高く評価で
きる。
（伊藤恭行）

タジマ奨励賞
Stone and Bamboo─河川における里山整備・放置竹林の整備の提案
玉井佑典（広島工業大学） 川岡聖夏（同）
信玄堤の治水技術にヒントを得て、広島県北西部の山間地
域を選び、河川整備を提案し、河川内に放置された竹林を再
生し、荒廃する里山の復元と活性化の提案を行っている。
まず、河川の流れを制御するため、風車状に堤を配置した
治水が提案され、毎年大量に生育され、放置されている竹を
原料に竹炭を生産するサスティナブルな仕掛けが提案されて
いるが、治水、建築の維持管理を怠ると、再び荒廃した河川
に後戻りの恐れもある。
（梅沢良三）
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タジマ奨励賞
ちょっとしたコア
竹國亮太（近畿大学） 大村絵理子（同） 直永亮明（同）
土居脇麻衣（同）
従来の集落を形成する家屋を地域固有の環境としてとら
え、家屋そのものを素材として、独立した構造物（コア）を

組み込むことで、空き家の活用を促すプラン。斜面、道路づ
けなどの地域が持つハンディを克服しそれを活かすために、
家屋全体に手を入れるのではなく、完成されたコアを新しい
細胞として組み込み、そこから血流を促し、集落全体として
の蘇生を試みる提案。素晴らしい。
（藤浩志）

タジマ奨励賞
過渡期の電柱
朴裕理（熊本大学） 福田和生（同） 福留愛（同）
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この提案で「地域の素材」として取り上げられるのは「電
柱」である。電線の地中埋設化に伴い本来の役割を失ってい
く電柱を資源としてとらえ、再活用しようとするものであ

る。町屋の敷地割が残る古い街区を対象とし、外周部に残る
電柱をワイヤーで結ぶことで街区中央部の会所地が浮かび上
がるという仕掛けは、失われていく都市構造を可視化する提
案として興味深い。ドローイングも丁寧で親しみやすいもの
となっている。
（伊藤恭行）

タジマ奨励賞
「わら」で編む
─積み重なる人の営み

交わる人の輪

坂本磨美（熊本大学） 荒巻充貴紘（同）
熊本県北・玉名市高瀬地区はかつて菊池川の用水路を利用
したコメの集積所として繁栄した。提案者は地域の素材を米
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俵の原材料である「わら」に求めた。しかし直接「わら」を構
造材とせず、「わら」を2枚の透明ガラスでサンドイッチした
「わら」入りガラスパネルを素材としてわらで編む建築を提
案した。
「わら」は、強度、耐久性などに難があるが、提案
のパネルは、これらの問題を解決し、今までにない新しい建
築を立ち上げるに違いない。
（梅沢良三）
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支部入選
北海道支部 三浦貴久（室蘭工業大学）、野口翔太（同）、

近畿支部

北海道支部 平間加寿喜（室蘭工業大学）、岡本大（同）、

高砂篤（大阪市立大学）、木下博人（同）、中林顕斗（同）
、
前田和輝（同）

千葉大輝（同）、桂田啓祐（同）、高月創一（同）
近畿支部

木村健（神戸大学）、石丸怜奈（同）、菅原美咲（同）
、
中井修二（同）

福山将斗（同）
東北支部

齋藤秀（東北工業大学）

近畿支部

東北支部

石岡郷梨（東北工業大学）

近畿支部

東北支部

新西草太（千葉大学）、俵藤駿秀（同）、馬場進吾（同）

東北支部

村上裕貴（東京都市大学）

近畿支部

関東支部

御子神繭子（慶應義塾大学）

近畿支部

関東支部

山内裕斗（千葉大学）、

堀裕貴（関西大学）、畑崎萌笑（同）、濱家茉莉（同）
高野泰幹（早稲田大学）、前田直哉（同）、伏木航平（同）
、
鈴木明世（同）
福井敬明（関西大学）、Oh Jongmin（同）、笠松勇太（同）
井筒陽祐（関西大学）、下更屋友美（同）、東松幸佑（同）
、
山本里奈（同）

中国支部

ストイチェバ マリア ラドコバ（同）

岡本孝太（広島大学）、中筋温子（同）、野村知早（同）
、
長木奈々（同）

関東支部

宮本歩（日本女子大学）、尾藤勇志（東京理科大学）

関東支部

柴薮綾介（千葉大学）

中国支部

岡本晴美（広島工業大学）、門田大希（同）

本山真一朗（東京理科大学）、笠原優一（同）、

中国支部

二反田星（広島工業大学）、深谷侑右（同）

小林寧々（同）、丸山航（同）

中国支部

濱本真之（近畿大学）、渡邉文彦（同）

関東支部

小林瑛太郎（千葉大学）、横田宙（同）

中国支部

湯浅和也（広島工業大学）、三坂真優（同）

関東支部

野島歩月（東京理科大学）、伊藤翔治（同）、

中国支部

洲脇純平（大阪工業大学）

吉田智裕（同）

四国支部

島田将武（日本大学）、松下知可（同）、青木絵子（同）
、

関東支部

浅野健（同）

関東支部

東條一智（千葉大学）、大谷拓嗣（同）、井上雄太（同）

関東支部

高田友梨（日本女子大学）、武茂由佳子（同）

関東支部

森澤碧人（早稲田大学）、渡邊颯（同）

関東支部

下田彩加（日本女子大学）、菊地ゆかり（同）

四国支部

岡﨑廉（高知工科大学）、川島みなみ（同）

東海支部

小島悠暉（名古屋大学）、河合里奈（同）、竹内翔平（同）

九州支部

吉永康平（九州大学）

東海支部

小澤巧太郎（東京大学）、市川綾音（名古屋大学）

九州支部

佐々木麻結（鹿児島大学）、本山翔伍（同）、

九州支部

上村佳子（鹿児島大学）、中尾有希（同）、坂元利伎（同）
、
高尾奈緒（同）

北陸支部

鶴田敬祐（九州大学）、﨑元誠（同）、野原匠実（同）

北陸支部

日野一貴（日本大学）、坪井里穂（同）、山﨑悠祐（同）

九州支部

坂本明文（佐賀大学）、副田和哉（同）

北陸支部

田中良（日本大学）、加藤慎也（同）、望月雄馬（同）、

九州支部

徐浩然（熊本大学）、天野友博（同）、中村太紀（同）

長谷川岳暉（同）

九州支部

豊田透真（熊本大学）、古賀壮一朗（同）、小川航輝（同）

服部佑哉（大阪工業大学）、粟野瑞基（同）、

九州支部

松田一明（近畿大学）

西岡広登（同）

九州支部

山田章人（佐賀大学）

近畿支部

今川怜子（立命館大学）

九州支部

今井智也（九州工業大学）、野口亮太（同）、德永晋（同）

近畿支部

前芝優也（東京都市大学）

九州支部

開原航平（北九州市立大学）

近畿支部

松田星斗（神戸大学）、小林諒（同）、山本修大（同）

近畿支部
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松田寛敬（同）、北之園裕子（同）

水口敬悠（名古屋工業大学）、福田雄太郎（同）、
伊藤誉（同）

長澤健（島根大学）、成田朋生（同）、福井滝哉（同）
、
大柿安之（同）、森則之（同）
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東海支部

四国支部
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2017 年度日本建築学会技術部門設計競技
ユニバーサル社会を支える環境技術
多様な利用者の安全快適な環境デザインをめざして
主催

日本建築学会 環境工学委員会

主旨
21 世紀の成熟社会を真に豊かな社会とするため、誰もが地域・

そのようななか、本設計競技では、子どもや高齢者に配慮した

社会の一員として互いに支え合うなかで安心して暮らし、一人ひ

温熱・空気環境設計、視・聴覚障害者にも優しい音・光環境設計、

とりが持てる力を発揮して、元気に活躍できるユニバーサル社会

外国人にも使いやすい空間設計などをはじめとする、建築環境工

の実現が求められる。

学的なアプローチを求める。その視点は、多様な人間の「五感」を

これまで、国のバリアフリー新法や地方自治体による福祉のま

活かした多彩な内容となる。かつ、対象とするものは、日常生活

ちづくり条例などに基づいて、高齢者や障害者に配慮した建築や

において使用されるインテリア、住空間から、公共施設、交通施

都市環境の整備が進展し、加えて、子育て支援やインバウンドに

設、都市環境まで多岐にわたり、身近なモノのレベルからエコロ

も配慮した安全・快適な環境整備が進みつつある。さらに、2020

ジカルな環境づくりにまで関連する。

年開催の東京オリンピックやパラリンピックに向けて、より一層

多様な分野のさまざまな研究成果や取組みを踏まえ、会員各位

グローバルな、ユニバーサル社会の実現をめざした取組みが期待

から、未来のユニバーサル社会の環境整備に資する技術が提案さ

される。

れることを期待する。

募集内容
2
0
1
7

（1）課題・主旨に対しての効果が明確に表現されていること。特
に、対象とする建築、環境、モノ、システムの図面において、具

年度日本建築学会技術部門設計競技

体的にどのように導入されているかがわかりやすく表現されてい

（2）提案した技術の合理性が表現されていること。
（3）すでに実在しているものでも、想定したものでも、自由に設
定してよい。

ること。
審査員（敬称略、五十音順）
委員長

岩田三千子（摂南大学／
環境設計運営委員会主査・環境バリアフリー小委員会主査）

委員

岩田利枝（東海大学）

二井るり子（二井清治建築研究所）

田中直人（島根大学）

堀越哲美（愛知産業大学）

土田義郎（金沢工業大学）

吉村靖孝（明治大学）

選考経過報告
応募数は19作品であった。7月1日（土）に一次審査、7月29日
に二次審査を行った。いずれも、審査員7名全員が出席し、厳正

（2）第二次審査
一次審査会で選出された上位6作品について、建築会館308会議
室において、1件当たりプレゼン8分、5分質問の予定で、14時30

に審査を行った。

分から提案者にプレゼンテーションを行っていただいた。

（1）一次審査会
一次審査会に先立って、建築会館301、302会議室のテーブル

プレゼンテーションの方式は自由とし、会場にはプロジェク

に並べられた作品を、当日の10時から14時までの間に各審査員が

ター、スクリーンのみを用意した。6作品ともパソコンを使って

自らの基準で得点を記録し、中から上位5作品を選出した。各審

のプレゼンテーションが主であったが、中には、模型や音響装置、

査員は選出した5作品に対して、審査票に1位から5位まで順位づ

実物の提案材料を持ち込まれた方もいた。

けし、上位1位より順に5点、4点、3点、2点、1点の点数を与え、

審査の模様は一般には公開しなかったが、二次審査会の発表者、
および代表者、共同制作者は他のグループのプレゼンテーション

さらにコメントを付して投票を行った。
審査員7名による審議は14時に開始した。はじめに、最優秀賞、
優秀賞、佳作を含めた受賞数を6点以内を目標とすることを確認

も聴講できることとした。各プレゼンテーションに対して審査員
と発表者との間で活発な質疑応答が繰り広げられた。
各審査員は6作品に対してそれぞれ5点満点で採点し、別室で得

した。
得点の集計は、パソコンを使って投影しながらExcel表に入力

点を集計した。その結果について審議を行い、得点の上位から、
最優秀賞1作品（31.5点）、優秀賞2作品（26.5点、25.5点）、佳作3

し、審査員全員で確認しながら行った。
その結果、合計得点が、22点：2作品、15点：1作品、8点：1
作品、7点：1作品、5点：1作品、4点：4作品、3点：3作品、1点：
1作品、0点：5作品であった。得点および得票数の両方を勘案し

作品（21.5点、21.5点、19.4点）を選出した。
結果発表は、発表者、および共同制作者が多数集まるなか、予
定どおり17時に行った。

て審議し、6作品を二次審査対象とした。
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総評
バリアフリーの概念は、1950年代後半にアメリカで建築や

とって、できる限り利用可能であるように、製品、建物、 環境を

都市の生活環境において身体障害者を阻む障壁（バリア）を取

デザインすること」の、ユニバーサルデザインが提唱された。日

り除く運動から始まったとされる。1961年には米国基準協会

本においては、高齢化が進むなかで、高齢者の住まいや生活環境

が、「American Standard Specifications for Making Buildings

の改善に関する問題が取り上げられた。関連施策のハードの整備

and Facilities Accessible To, and Unable By, the Physically

に、加齢による身体機能の変化に対応するFlexibility（柔軟性）が求

Handicapped 1961」で具体的な建築の手法を示したことで、世界

められるようになったのである。変化に対応することこそが、「す

中に影響をもたらした。さらに、1968年に「Architectural Barriers

べての人にとって……」に重なり、一瀉千里のごとく、建築、生

Act（ABA）」、1973年に「Rehabilitation Act」が制定され、1974年

活用品をはじめとするすべてのデザインに広まっていった。

には国連障害者生活環境専門家会議において報告書「Barrier Free

長々とバリアフリーからユニバーサルデザインに至る過程を書

Design」が発表され、建築物のハード面に対する障害者配慮が必

いてきたが、それでもまだ、この分野には終わりがない。日本は

要であることの認識が世界中に広まった。アメリカではまた、公

アメリカや北欧の福祉先進国に遅れをとる部分があるかもしれな

民権運動が進展して、障害者の権利を保障する「Accessibility（到

い。特に、建築環境工学分野のバリアフリーデザインやユニバー

達容易性）」が叫ばれ、1990年に「Americans with Disabilities Act

サルデザインは、知られていない研究成果や、さまざまなアイデ
アが発展する期待が大きい。このたびの技術設計競技「ユニバー

（ADA）」へと発展した。
一方、わが国では、1970年ごろから障害者の人権を守る運動

サル社会を支える環境技術

多様な利用者の安全快適な環境デザ

が起こり、1974年には町田市で「福祉環境整備要綱」が制定され、

インをめざして」は、隠れた成果やアイデアを発表して、さらに

1979年には全国に先駆けて神戸市が「福祉のまちづくり条例」を

研究懇談会ではそれを共有し、この分野の発展に互いに貢献する

制定して、建築物等の施設整備の具体的な方法を要綱に示した。

絶好の機会であったと思う。

都道府県レベルでは1992年10月に兵庫県、大阪府の順に福祉の
まちづくり条例が制定され、やがて全国に広がった。
このような過程において、物理的なバリアフリーは、段差解消、

応募作品には、建築環境工学的な視点を入れ、かつ日本文化に
由来し海外には類を見ない最新技術が展開されているものもあっ
た。技術としては未熟であるものの後の実現性に期待を抱かせる
もの、さらには、すでに技術の取組みが進むものも見受けられた。

スペース確保、車イス用駐車スペースなど、車イス利用者向けの

最優秀賞、優秀賞、佳作、計6作品を選ばせていただいたのでは

配慮から始まった。1980年代になると、1981年の国際障害者年

あるが、審査委員それぞれの胸の内には、記憶に残る提案がほか

から、車イス利用者以外にも視覚障害者、聴覚障害者、内部障害

にも多くあったことは、今回の技術設計競技の特徴であり、成果

者、精神障害者などへの配慮に対する意識が高まりさまざまな取

であったと言える。
最後に、本設計競技に多くの方々がかかわり、実験なども実施

組みが展開された。
ち ょ う ど そ の こ ろ、1985年 にRonald L. Mace氏（College of
Design, The University of North Carolina）により、
「すべての人に

最優秀賞

2
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年度日本建築学会技術部門設計競技

スロープの設置、乗り物の低床化、エレベータの設置、トイレの

し技術的な検討を深めて積極的な提案をいただいた。ここに、記
して敬意を表する。

（審査委員長

提案名

提案者

オトノカサ

松島研（清水建設）、重松英幸（同）、太田望（同）、

岩田三千子）

加藤勇樹（同）、天利竹宏（同）、南博之（同）、安村麻由（同）

優秀賞

ソーシャルアプリによるオープンデータと連携した

織田友理子（PADM）、織田洋一（同）、金井節子（日建設計）、

みんなで作るバリアフリーマップ

宗士淳（日本大学）、木村敏浩（同）、大内宏友（同）

際

の

風

景

Inter-Scape ─五感でつなぐ環境技術─

風間健（鹿島建設）、柴田作（同）、田中重良（同）、原利明（同）、
北川萌奈美（同）、古賀貴士（同）、矢入幹記（同）、
三浦克弘（同）、坂田克彦（同）、原直美（同）

佳作

太陽熱に順応する遮光・採光システム

邵琪（東北大学）、今田茉莉奈（同）

ほんのりあたたかい停留所

社本光気（東北大学）、會田良介（同）

冷涼の標

田本将之（鴻池組）、水谷冬樹（同）、福田惇（同）、
佐々木勇輝（同）
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最優秀賞
オトノカサ
松島研（清水建設） 重松英幸（同） 太田望（同） 加藤勇樹（同） 天利竹宏（同） 南博之（同） 安村麻由（同）
今回の課題に対して、解の方向性としては二つ考えられ
た。ひとつは環境技術を全般的にとらえて、空間全体のユニ
バーサル化を考えるという方向性。もうひとつは特定の技術
によって限定的なデザインを考えるという方向性。優秀賞に
選ばれた「Inter-Scape」が選択したのは前者であった。一方、
「オトノカサ」は音の聞こえ方を改善するという、音環境に
対する新しい環境技術を提案するというものであった。
いろいろな人間の立場に立ち、ある時は音のエネルギーを
集中させて聞こえやすくし、ある時は音が拡散しないように
コントロールする。これをセル化された可動式の天井板を用

いることで実現を図った本提案は、幾何音響学的シミュレー
ションを踏まえている。
実現するにあたっては機構の頑健性や精度、構造的な安全
性、群衆となった場合の制御の困難さなど多くの問題がある
と考えられるが、「音」という日ごろユニバーサルデザイン
を考えるうえでは後回しにされがちなものに取り組んだ点、
音を建築的な技術でコントロールしようという挑戦は貴重で
ある。弱点を指摘することは容易であるが、新しい発想で未
来の建築を切り開くという精神を尊重し、今回最優秀賞とし
て選定されたものである。
（土田義郎）
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優秀賞
ソーシャルアプリによるオープンデータと連携したみんなで作るバリアフリーマップ
織田友理子（PADM） 織田洋一（同） 金井節子（日建設計） 宗士淳（日本大学） 木村敏浩（同） 大内宏友（同）
車椅子ユーザーが実際に通ったルートをはじめ、バリアフ
リーに関するさまざまな情報を地図上に集約するアプリ。言
うなれば、集合知を活用したバリアフリーマップ提供サービ
スである。wheelogと名づけられたこのアプリそのものが、
情報共有の仕掛けとしてユニバーサルデザイン探求の取組み
であるのはもちろんだが、アプリが十分に浸透すれば、街に
潜む見えざるバリアをあぶり出すことにもつながる。ここ
で得られた情報は、いずれ都市スケールでユニバーサルデ
ザインを実装するための貴重なリソースになるだろう。プ
レゼン時の質疑応答では、車椅子情報以外、例えば視覚障害

者や聴覚障害者の情報共有アプリへの展開可能性について指
摘があったが、ぜひ実現していただきたい。障害の種類ごと
の「行ける／行けない」の可視化は、非常に貴重なデータにな
るはずである。今回集まった他の提案が、アイデアの提示に
とどまるなか、実際に運用を開始している点が高い評価を得
た一方で、林立する同様のサービスとの差別化について課題
が残る点は指摘しておきたい。ぜひ建築側からの知見を盛り
込んで、より多くのユーザーに活用されるアプリに育ててほ
しい。
（吉村靖孝）

年度日本建築学会技術部門設計競技

2
0
1
7

建築雑誌 JABS ｜ vol.132 No.1704 ｜ 2017.11

063

優秀賞
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Inter-Scape ─五感でつなぐ環境技術─
風間健（鹿島建設） 柴田作（同） 田中重良（同） 原利明（同） 北川萌奈美（同） 古賀貴士（同） 矢入幹記（同）
三浦克弘（同） 坂田克彦（同） 原直美（同）
本提案は多くの人が行き交い、拡大する都市の地下空間に
着目している。地下空間は人工的につくられ、地上とは別の
複雑な環境である。環境維持のために要するエネルギーや大
規模な自然災害や火災などに備えた安全対策の実現には大き
な課題がある。提案者は「五感」という人の感覚で自然を読
み解く環境デザインの具体的なモデルとして、地下と地上
をつなぐ「ライト」や「グリーン」「クール＆ヒート」などの
チューブを提案し、水や音の響き、床の触覚などによる環境
からの情報提示を得ようとしている。誰もが安全快適に過ご
せるユニバーサル社会実現に向けた都市環境デザインのあり
方のひとつとして夢のある美しい提案を評価したい。

しかしながら、今後の発展を期待して、あえて厳しい言い
方をすれば、「五感」という美しく耳触りのよいキーワード
によるストーリーのもと、やや上滑りした総花的な印象は否
めない。「環境技術」としての「五感」の活用というすでに提
案されているレベルでとどまることなく、本提案で注目した
都市環境の課題解決へ向けた具体的で新規性豊かな「環境技
術」につながる取組みを期待したい。日常時のみならず、予
想される大災害時などにおいても、電気エネルギーをはじ
め、大規模で複雑なシステムだけに依存せず、さまざまな人
の安全確保につながる環境からの情報提示がどこまで実現で
きるか注目される。
（田中直人）
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佳作
太陽熱に順応する遮光・採光システム
邵琪（東北大学） 今田茉莉奈（同）
太陽熱によって日射遮蔽装置の形状を変化させ、太陽の位
置や量に自動的に対応できるという「自律コントロール型」
遮光・採光システムの提案で、「自然による自然の制御」が受
け入れやすく表現されている。
熱膨張率の異なる材料を張り合わせ熱による変形を用い
て、トップライトのルーバーを冬に日射を多く取り込み夏に
抑制するような形状にするという大空間を対象にした方法
と、形状記憶合金を利用して庇を巻き上げるという小規模建
築を対象にした方法が示されている。特に前者は、材料に日
射が当たる位置や受熱量の変化を利用したルーバーの形状変
化はよく考えられている。アルミニウムと塩ビ板を使った簡
易な実験も行っており、（提案者が学生だったこともあり）
審査側としてあまり厳しく欠点に突っ込みたくないような気
持ちになった。
「自然環境が空間の環境を自律コントロールする人のため
の建築システム」とあるように、アクティブをパッシブにや
るという魅力が伝わってきた。3次元としての検討や変形量
の大きさなどの検討の不足もあるが、コンセプトが明快でつ
くり過ぎないところがかえってよかった。
（岩田利枝）
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佳作
ほんのりあたたかい停留所
社本光気（東北大学） 會田良介（同）
本案は、PCM（潜熱蓄熱材）を利用したパネルを用いるこ
とにより、冬はほんのりあたたかく夏はほんのり涼しい停留
所を提案したものである。
融解熱や凝固熱を利用した新素材であるPCMが蓄熱温
度帯を選べるという特徴を活かし、設定温度を23℃にし
て、輻射熱により冬季、夏季の快適なバス停空間を目指して
いる。
パネルは一見、ランダムに吊下げられているようだが、3
種類の高さに設定されたベンチに座る人を対象として、パネ
ルから対象に到達する輻射エネルギーの割合、つまり形態係
数が大きくなるようにパネルの配置が決められている。
そのほか、屋根形状による風のシミュレーションや床発電
による電力供給、MRT（平均放射温度）の検証など、細々と
した環境工学的視点が見られるが、風に対する構造的強度の
検証、バスの運転手からの視覚的確認、夏季の涼しさの検証
などに不十分さが指摘された。
しかしながら、バスを利用する交通弱者のために快適な環
境を提供する手法として、傘を差し掛けるという発想、木漏
れ日など心理的効果にも配慮した点などが、優しさが感じら
れる作品として審査員に評価された。
今後は、傘の形にとらわれず、安全性や耐久性を備えた快
適な停留所の展開を期待したい。
（二井るり子）
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佳作
冷涼の標
田本将之（鴻池組） 水谷冬樹（同） 福田惇（同）
佐々木勇輝（同）
都市のなかに環境調整できる人工の並木道をつくるという
発想の提案である。都市のキャニオンにつくられた壮大な並
木が車と歩く人々に木蔭を提供している。人工樹は落ち葉や
メンテナンスが敬遠される場合への解決策と推察される。し
かし、冷涼さの仕掛けは、一見見えない工夫が周囲のビルと
地中に隠されている。地下鉄を通る空気をデシカント方式を
併用して冷やし、相対的な冷涼空気とし、地上付近に供給
している。さらに、道路に面するビルファサードを構成す
る竪管ルーバーに冷水を通し表面結露させることで周囲の空
気を冷却している。街路全体を冷涼にするという夢のある構
想であると言え評価されよう。人工並木を構成する片持ち梁
の構築物の壮大さが迫力をもたらしているが、基礎を熱源に
使えないものか。冷涼効果はシミュレーションにより検証さ
れている。しかしながら、ユニバーサル社会への提案という
意味での「だれにもやさしい、つかえる」という点が明確に
示されていないと感じられる。街路で涼しさを享受するため
の技術の細部にこだわり過ぎたのかもしれない。樹幹まわり
を使った人の誘導や滞留そして楽しむ工夫などがあるとユニ
バーサルデザインへ近づいたのではないか。 （堀越哲美）

年度日本建築学会技術部門設計競技

2
0
1
7

066

建築雑誌 JABS ｜ vol.132 No.1704 ｜ 2017.11

