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Preface

卒 業 設 計 作 品 集　第 44 号　　　　　　　　　　　　　　　　　寺 地 洋 之 （建築学科長）

　本学建築学科の卒業研究は、卒業設計と卒業論文のいずれかを選択することになっており、
毎年それぞれの成果を卒業設計作品集、卒業論文梗概集にとりまとめて公表しております。
　この卒業設計作品集には、2019 年度の卒業設計のうち、入選作品 10 点を収録しております。
　Jury Report をお読みいただければ、編集方針と本学科の設計指導方針もご理解いただける
のではないかと考えます。
　ご高覧賜ります各位に、忌憚のないご意見とご指導をよろしくお願い申し上げます。
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5W2H
都市は流動的で多目的に人が集まるが、建築は専門分化した。

従来のビルディングタイプに基づく、「機能的な建築」ではなく、一見無意味とも思える
複数の機能が連鎖的な関係を結ぶことで、連続的でシームレスな「生活」を可能にし、
さらには複数の連鎖的な関係が、個々人の多様な欲望に応えることを可能にする。

01.Background：都市の人と建築

都市は近代以降、消費の場、労働の場ととして機能してきた。

しかし近年は、郊外に住んでいた人々が、都市で暮らすようになったり、医療目的で都市部にやってく

る高齢者やサテライトキャンパスに通う学生など「都心回帰」が進んでいる。今、人々は様々な異なる

目的を持って都市に集まってきている。

■都市に集まる人々
3.11 以降、改めて「共同体」の必要性が叫ばれている。

これまで人々は、労働や消費といった特定の目的のために都市に集った。いうまでもなく、そこには、

地縁・血縁に基づく「共同体」は存在すべくもなかった。しかし、「共同体」の必要性は、都市にお

いても例外ではない。従来とは異なる目的から都市に赴き、活動する人々が増える現在、都市にお

ける多様な暮らしを成り立たせるための新たな「共同体」が求められている。

■都市の「共同体」

近代とは、「分離」の時代であったとも言える。

「アテネ憲章」（１９３３年 ) において示された「機能的都市」に象徴されるように、人々は連続的

でシームレスな活動・行為は「住居」「労働」「余暇」そして「交通」に「分離」、専用化された。

その結果、都市に建設される多くの建築は、限定的な機能に対応することを目指したのであった。

建築利用量

仕事を目的にやってくる

買い物を目的にやってくる観光を目的にやってくる

治療を目的にやってくる

暮らすことを目的にやってくる

勉強を目的にやってくる

■専門分化する建築

共同体

都市では

共同体

住宅住宅
オフィス

飲食店

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00

02.Problem：暗闇の空白

一方、働き方改革により、人々の働き方は変わ

りつつある。ＰＣとネットワークが整っていれ

ば、どこでも仕事をすることができる。実際に、

オフィスを持たずにカフェや自宅で仕事をする

人も存在する。

都市に数多存在するオフィスビルは今後どうあ

るべきなのだろうか。

03.Vision：これからのオフィス
オフィスのあり方が変わっていく。

決まった席に座って作業をする場所ではなく、

作業を快適に進められる場所へと変化する。

かつて「暮らす」と「働く」が有機的に結びつ

いていたように、作業を快適に進められる場所

は暮らしやすい空間ともなりえる。

オフィスが機能していない夜中に暮らすことを

可能にし、現代の人々にとって「暮らす」と「働

く」が新たな結びつきを持つことで生まれる、

働きやすい環境と都市における新たな「共同体」

を構築する。

単一の機能に基づいて建設された建築には使われる時間と使わない時間が存在している。

それは、都市に数多く建つオフィスにおいて顕著である。

オフィスビルが包含する大量の空間が夜中になると「空っぽ」になってしまう。

04.Concept：都市に生まれる共異体　～ビルディングタイプの融合と解体～
かつては「暮らす」こと、「働く」ことの主人公は同じ人であった。新しい「共同体」では別々の人である。

本提案はかつてのように働くこと、暮らすことが人も場所も一致するのではなく、今の現状と同じ働くこと、暮らすことが分離した状態

のまま、建築が「働く」ことも「暮らす」ことも可能にし、違う人たちがこの建築で働くこと、暮らすことを重ね合わせていくことでで

きる「不確定なつながり」を形成する。

■「不確定なつながり」とは
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05.Site：本町オフィスエリア 大阪市中央区備後町

大阪市

Google Twitter

＋
リフレッシュ

ビリヤード
レストラン

サウナ

漫画喫茶

映画館
銭湯

ジム

昼

夜

大小様々なビルが立ち並び大半がオフィスだが、
近年ではタワーマンションも建てられている。

二つのオフィスビル に対して操作を行い、
隣接するビルからもアクセスできるようにする。

朝や夕方に「重なりしろ」が生まれることによって、顔も合わせ
ることのなかった、都市にくる目的が違う人々が、超短期的な出
会いを増やし、繰り返していくことで、これまでとは異なる新た
な共同体を生み出していく。

同じ空間を昼と夜で使い手が変わることにより、前者が使ってい
た名残りを受けながら次の使い手へと受け継がれていくことで、
都市的な人と干渉しすぎない関係性を築いていく。

・一つの建築に昼はオフィス、夜は住宅にする
ことで朝や夕方に「重なりしろ」が生まれる。

・同じ空間を昼と夜で違う人が使う
という見えないつながり

黒がいた空間を赤が使う 黒赤の空間ができる 緑が入ってくる 赤緑の空間ができる

AM7:00

早めに出社し、オフィス内の
カフェで朝食を食べるオフィスワーカー

おしゃれなカフェのような
場所で暮らしたい単身者

目的は異なれど重なる

小
泉
産
業
株
式
会
社
本
社
ビ
ル

ニッポーアトラスビル本町駅の近くでアクセスも良い。

共同体は、土地の縁などから暮らすことや働く

ことなどで関わったり、支え合っていく関係。

集団を意味する。

《共同体》

共異体は、ある目的においてだけ集まり、

目的が終われば解散していく不確定な関係。

あくまで「個人」を前提とする。

共異体

《新たな「共同体」》

夜は人通りも少なく、電気のついていない
建築もたくさんある。

敷地とした「本町」は最近は他のオフィス街への流出が目立つ。かつて大阪で伝統のある商社や繊維の有力企業が集積してい
た大阪駅から南方約 2km の距離に位置する御堂筋沿いのオフィスエリア。築年数の経過した古いビルが多く、エリア全体とし
ては古いオフィス街といった印象が強い。周辺では飲食店や単身者住宅などが出来始めている。
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ては古いオフィス街といった印象が強い。周辺では飲食店や単身者住宅などが出来始めている。
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5W2H
都市は流動的で多目的に人が集まるが、建築は専門分化した。

従来のビルディングタイプに基づく、「機能的な建築」ではなく、一見無意味とも思える
複数の機能が連鎖的な関係を結ぶことで、連続的でシームレスな「生活」を可能にし、
さらには複数の連鎖的な関係が、個々人の多様な欲望に応えることを可能にする。

01.Background：都市の人と建築

都市は近代以降、消費の場、労働の場ととして機能してきた。

しかし近年は、郊外に住んでいた人々が、都市で暮らすようになったり、医療目的で都市部にやってく

る高齢者やサテライトキャンパスに通う学生など「都心回帰」が進んでいる。今、人々は様々な異なる

目的を持って都市に集まってきている。

■都市に集まる人々
3.11 以降、改めて「共同体」の必要性が叫ばれている。

これまで人々は、労働や消費といった特定の目的のために都市に集った。いうまでもなく、そこには、

地縁・血縁に基づく「共同体」は存在すべくもなかった。しかし、「共同体」の必要性は、都市にお

いても例外ではない。従来とは異なる目的から都市に赴き、活動する人々が増える現在、都市にお

ける多様な暮らしを成り立たせるための新たな「共同体」が求められている。

■都市の「共同体」

近代とは、「分離」の時代であったとも言える。

「アテネ憲章」（１９３３年 ) において示された「機能的都市」に象徴されるように、人々は連続的

でシームレスな活動・行為は「住居」「労働」「余暇」そして「交通」に「分離」、専用化された。

その結果、都市に建設される多くの建築は、限定的な機能に対応することを目指したのであった。

建築利用量

仕事を目的にやってくる

買い物を目的にやってくる観光を目的にやってくる

治療を目的にやってくる

暮らすことを目的にやってくる

勉強を目的にやってくる

■専門分化する建築

共同体

都市では

共同体
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02.Problem：暗闇の空白

一方、働き方改革により、人々の働き方は変わ

りつつある。ＰＣとネットワークが整っていれ

ば、どこでも仕事をすることができる。実際に、

オフィスを持たずにカフェや自宅で仕事をする

人も存在する。

都市に数多存在するオフィスビルは今後どうあ

るべきなのだろうか。

03.Vision：これからのオフィス
オフィスのあり方が変わっていく。

決まった席に座って作業をする場所ではなく、

作業を快適に進められる場所へと変化する。

かつて「暮らす」と「働く」が有機的に結びつ

いていたように、作業を快適に進められる場所

は暮らしやすい空間ともなりえる。

オフィスが機能していない夜中に暮らすことを

可能にし、現代の人々にとって「暮らす」と「働

く」が新たな結びつきを持つことで生まれる、

働きやすい環境と都市における新たな「共同体」

を構築する。

単一の機能に基づいて建設された建築には使われる時間と使わない時間が存在している。

それは、都市に数多く建つオフィスにおいて顕著である。

オフィスビルが包含する大量の空間が夜中になると「空っぽ」になってしまう。

04.Concept：都市に生まれる共異体　～ビルディングタイプの融合と解体～
かつては「暮らす」こと、「働く」ことの主人公は同じ人であった。新しい「共同体」では別々の人である。

本提案はかつてのように働くこと、暮らすことが人も場所も一致するのではなく、今の現状と同じ働くこと、暮らすことが分離した状態

のまま、建築が「働く」ことも「暮らす」ことも可能にし、違う人たちがこの建築で働くこと、暮らすことを重ね合わせていくことでで

きる「不確定なつながり」を形成する。

■「不確定なつながり」とは
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05.Site：本町オフィスエリア 大阪市中央区備後町

大阪市
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＋
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ビリヤード
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漫画喫茶

映画館
銭湯

ジム

昼

夜

大小様々なビルが立ち並び大半がオフィスだが、
近年ではタワーマンションも建てられている。

二つのオフィスビル に対して操作を行い、
隣接するビルからもアクセスできるようにする。

朝や夕方に「重なりしろ」が生まれることによって、顔も合わせ
ることのなかった、都市にくる目的が違う人々が、超短期的な出
会いを増やし、繰り返していくことで、これまでとは異なる新た
な共同体を生み出していく。

同じ空間を昼と夜で使い手が変わることにより、前者が使ってい
た名残りを受けながら次の使い手へと受け継がれていくことで、
都市的な人と干渉しすぎない関係性を築いていく。

・一つの建築に昼はオフィス、夜は住宅にする
ことで朝や夕方に「重なりしろ」が生まれる。

・同じ空間を昼と夜で違う人が使う
という見えないつながり

黒がいた空間を赤が使う 黒赤の空間ができる 緑が入ってくる 赤緑の空間ができる

AM7:00

早めに出社し、オフィス内の
カフェで朝食を食べるオフィスワーカー

おしゃれなカフェのような
場所で暮らしたい単身者

目的は異なれど重なる

小
泉
産
業
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社
本
社
ビ
ル

ニッポーアトラスビル本町駅の近くでアクセスも良い。

共同体は、土地の縁などから暮らすことや働く

ことなどで関わったり、支え合っていく関係。

集団を意味する。

《共同体》

共異体は、ある目的においてだけ集まり、

目的が終われば解散していく不確定な関係。

あくまで「個人」を前提とする。

共異体

《新たな「共同体」》

夜は人通りも少なく、電気のついていない
建築もたくさんある。

敷地とした「本町」は最近は他のオフィス街への流出が目立つ。かつて大阪で伝統のある商社や繊維の有力企業が集積してい
た大阪駅から南方約 2km の距離に位置する御堂筋沿いのオフィスエリア。築年数の経過した古いビルが多く、エリア全体とし
ては古いオフィス街といった印象が強い。周辺では飲食店や単身者住宅などが出来始めている。
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5W2H
都市は流動的で多目的に人が集まるが、建築は専門分化した。

従来のビルディングタイプに基づく、「機能的な建築」ではなく、一見無意味とも思える
複数の機能が連鎖的な関係を結ぶことで、連続的でシームレスな「生活」を可能にし、
さらには複数の連鎖的な関係が、個々人の多様な欲望に応えることを可能にする。

01.Background：都市の人と建築

都市は近代以降、消費の場、労働の場ととして機能してきた。

しかし近年は、郊外に住んでいた人々が、都市で暮らすようになったり、医療目的で都市部にやってく

る高齢者やサテライトキャンパスに通う学生など「都心回帰」が進んでいる。今、人々は様々な異なる

目的を持って都市に集まってきている。

■都市に集まる人々
3.11 以降、改めて「共同体」の必要性が叫ばれている。

これまで人々は、労働や消費といった特定の目的のために都市に集った。いうまでもなく、そこには、

地縁・血縁に基づく「共同体」は存在すべくもなかった。しかし、「共同体」の必要性は、都市にお

いても例外ではない。従来とは異なる目的から都市に赴き、活動する人々が増える現在、都市にお

ける多様な暮らしを成り立たせるための新たな「共同体」が求められている。

■都市の「共同体」

近代とは、「分離」の時代であったとも言える。

「アテネ憲章」（１９３３年 ) において示された「機能的都市」に象徴されるように、人々は連続的

でシームレスな活動・行為は「住居」「労働」「余暇」そして「交通」に「分離」、専用化された。

その結果、都市に建設される多くの建築は、限定的な機能に対応することを目指したのであった。

建築利用量

仕事を目的にやってくる

買い物を目的にやってくる観光を目的にやってくる

治療を目的にやってくる
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■専門分化する建築
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02.Problem：暗闇の空白

一方、働き方改革により、人々の働き方は変わ

りつつある。ＰＣとネットワークが整っていれ

ば、どこでも仕事をすることができる。実際に、

オフィスを持たずにカフェや自宅で仕事をする

人も存在する。

都市に数多存在するオフィスビルは今後どうあ

るべきなのだろうか。

03.Vision：これからのオフィス
オフィスのあり方が変わっていく。

決まった席に座って作業をする場所ではなく、

作業を快適に進められる場所へと変化する。

かつて「暮らす」と「働く」が有機的に結びつ

いていたように、作業を快適に進められる場所

は暮らしやすい空間ともなりえる。

オフィスが機能していない夜中に暮らすことを

可能にし、現代の人々にとって「暮らす」と「働

く」が新たな結びつきを持つことで生まれる、

働きやすい環境と都市における新たな「共同体」

を構築する。

単一の機能に基づいて建設された建築には使われる時間と使わない時間が存在している。

それは、都市に数多く建つオフィスにおいて顕著である。

オフィスビルが包含する大量の空間が夜中になると「空っぽ」になってしまう。

04.Concept：都市に生まれる共異体　～ビルディングタイプの融合と解体～
かつては「暮らす」こと、「働く」ことの主人公は同じ人であった。新しい「共同体」では別々の人である。

本提案はかつてのように働くこと、暮らすことが人も場所も一致するのではなく、今の現状と同じ働くこと、暮らすことが分離した状態

のまま、建築が「働く」ことも「暮らす」ことも可能にし、違う人たちがこの建築で働くこと、暮らすことを重ね合わせていくことでで

きる「不確定なつながり」を形成する。

■「不確定なつながり」とは
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大小様々なビルが立ち並び大半がオフィスだが、
近年ではタワーマンションも建てられている。

二つのオフィスビル に対して操作を行い、
隣接するビルからもアクセスできるようにする。

朝や夕方に「重なりしろ」が生まれることによって、顔も合わせ
ることのなかった、都市にくる目的が違う人々が、超短期的な出
会いを増やし、繰り返していくことで、これまでとは異なる新た
な共同体を生み出していく。

同じ空間を昼と夜で使い手が変わることにより、前者が使ってい
た名残りを受けながら次の使い手へと受け継がれていくことで、
都市的な人と干渉しすぎない関係性を築いていく。

・一つの建築に昼はオフィス、夜は住宅にする
ことで朝や夕方に「重なりしろ」が生まれる。

・同じ空間を昼と夜で違う人が使う
という見えないつながり

黒がいた空間を赤が使う 黒赤の空間ができる 緑が入ってくる 赤緑の空間ができる

AM7:00

早めに出社し、オフィス内の
カフェで朝食を食べるオフィスワーカー
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場所で暮らしたい単身者
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ニッポーアトラスビル本町駅の近くでアクセスも良い。

共同体は、土地の縁などから暮らすことや働く

ことなどで関わったり、支え合っていく関係。

集団を意味する。

《共同体》

共異体は、ある目的においてだけ集まり、

目的が終われば解散していく不確定な関係。

あくまで「個人」を前提とする。

共異体

《新たな「共同体」》

夜は人通りも少なく、電気のついていない
建築もたくさんある。

敷地とした「本町」は最近は他のオフィス街への流出が目立つ。かつて大阪で伝統のある商社や繊維の有力企業が集積してい
た大阪駅から南方約 2km の距離に位置する御堂筋沿いのオフィスエリア。築年数の経過した古いビルが多く、エリア全体とし
ては古いオフィス街といった印象が強い。周辺では飲食店や単身者住宅などが出来始めている。
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カフェ（共有キッチン）

レストラン

バー（給湯室）

共有リビング（執務室）

仮眠室（住居）

仮眠室（応接室）

ゲームコーナー

趣味工房（執務室）

読書コーナー

執務室

執務室

コワーキングスペース

お風呂

昼休み、周辺のオフィスからもランチを食べにやってくる。（PM０:30）

仕事終わりに趣味のギターを引いて帰ろう。住人たちはいつもの音色を聞いている。（PM６:30）

残業終わりに屋上で一杯。ここはいつでも賑やかだ。（PM9:30）

■自立する垂直面が生み出すシームレスな空間

■主要な機能に複合されるプログラムの特徴
複合されるプログラムにも５つの特徴が存在する。
・娯楽プログラム・食プログラム・文化プログラム
・習慣プログラム・運動プログラム
５つのプログラムに重複する機能や用途変換に相性のいい機能を積極的に取
り入れていくことで共異体建築を構成する。

オフィスワーカーは出勤し、住人は出かけていく。（AM8:00）
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リビング
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■昼と夜の主要
昼間はオフィスワーカーの働く場としての側面を
持ちながら、利用者や周辺者の息抜きの場となる
機能を盛り込んでいく。
夜間は、暮らす場としての最低限の機能だけでは
なく、住む人たちがこの建築を共有のものとして、
使えるような機能を盛り込んでいく。

06.Program：なんでもありの共異体建築
共異体建築とは、目的と空間が一対一の関係にあることを前提とした
従来のビルディングタイプに基づく、「機能的な建築」ではなく、一
見無意味とも思える複数の機能が連鎖的な関係を結ぶことで、本来的
には連続的でシームレスな「生活」を可能とする建築を意味する。さ
らには複数の連鎖的な関係は、個々人の多様な欲望に応えることを可
能なものとする。

床と天井に固定された、空間を孤立させてきた壁ではなく、自立した垂直面を
操作することで、複数の機能的な関係を誘発し、シームレスな「生活」に対応
することを可能とする。

さらには、一部の垂直面を可動とすることで、「空間を使い尽くす」ための昼
夜のプログラム変更を容易なものとし、また、将来的なプログラム変更にも対
応しえる。 なんでもありプログラム
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娯楽を楽しみ
にしている

高齢者
便利さを
求めている

家族
それぞれの好みを
叶えてくれる

時間帯によって変化し、メインのもサブにもなりうる。上のター
ゲットだけが対象ではなく、様々な機能が内包するこの建築では
サブターゲットも例外的には考えない。
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昼休み、周辺のオフィスからもランチを食べにやってくる。（PM０:30）

仕事終わりに趣味のギターを引いて帰ろう。住人たちはいつもの音色を聞いている。（PM６:30）

残業終わりに屋上で一杯。ここはいつでも賑やかだ。（PM9:30）

■自立する垂直面が生み出すシームレスな空間

■主要な機能に複合されるプログラムの特徴
複合されるプログラムにも５つの特徴が存在する。
・娯楽プログラム・食プログラム・文化プログラム
・習慣プログラム・運動プログラム
５つのプログラムに重複する機能や用途変換に相性のいい機能を積極的に取
り入れていくことで共異体建築を構成する。

オフィスワーカーは出勤し、住人は出かけていく。（AM8:00）
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機能を盛り込んでいく。
夜間は、暮らす場としての最低限の機能だけでは
なく、住む人たちがこの建築を共有のものとして、
使えるような機能を盛り込んでいく。
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共異体建築とは、目的と空間が一対一の関係にあることを前提とした
従来のビルディングタイプに基づく、「機能的な建築」ではなく、一
見無意味とも思える複数の機能が連鎖的な関係を結ぶことで、本来的
には連続的でシームレスな「生活」を可能とする建築を意味する。さ
らには複数の連鎖的な関係は、個々人の多様な欲望に応えることを可
能なものとする。

床と天井に固定された、空間を孤立させてきた壁ではなく、自立した垂直面を
操作することで、複数の機能的な関係を誘発し、シームレスな「生活」に対応
することを可能とする。

さらには、一部の垂直面を可動とすることで、「空間を使い尽くす」ための昼
夜のプログラム変更を容易なものとし、また、将来的なプログラム変更にも対
応しえる。 なんでもありプログラム
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サブターゲットも例外的には考えない。

11 12



7:00 9:00 12:00 18:00 21:00

AA

B
B

C
C

B

C

EV

住居（漫画喫茶）

カフェ（共有キッチン）

執務室

音楽スタジオ

住居（応接室）

執務室

EV

EV

執務室

ジム

エントランス

観光案内所

0 1 3 6(m)

+2,500 平面図（AM7:00)
N 0 1 3 6(m)

+15500 平面図（PM6:00)

カフェ（共有キッチン）

レストラン

バー（給湯室）

共有リビング（執務室）

仮眠室（住居）

仮眠室（応接室）

ゲームコーナー

趣味工房（執務室）

読書コーナー

執務室

執務室

コワーキングスペース

お風呂

昼休み、周辺のオフィスからもランチを食べにやってくる。（PM０:30）

仕事終わりに趣味のギターを引いて帰ろう。住人たちはいつもの音色を聞いている。（PM６:30）
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５つのプログラムに重複する機能や用途変換に相性のいい機能を積極的に取
り入れていくことで共異体建築を構成する。

オフィスワーカーは出勤し、住人は出かけていく。（AM8:00）
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昼休み、周辺のオフィスからもランチを食べにやってくる。（PM０:30）

仕事終わりに趣味のギターを引いて帰ろう。住人たちはいつもの音色を聞いている。（PM６:30）

残業終わりに屋上で一杯。ここはいつでも賑やかだ。（PM9:30）

■自立する垂直面が生み出すシームレスな空間

■主要な機能に複合されるプログラムの特徴
複合されるプログラムにも５つの特徴が存在する。
・娯楽プログラム・食プログラム・文化プログラム
・習慣プログラム・運動プログラム
５つのプログラムに重複する機能や用途変換に相性のいい機能を積極的に取
り入れていくことで共異体建築を構成する。

オフィスワーカーは出勤し、住人は出かけていく。（AM8:00）
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■昼と夜の主要
昼間はオフィスワーカーの働く場としての側面を
持ちながら、利用者や周辺者の息抜きの場となる
機能を盛り込んでいく。
夜間は、暮らす場としての最低限の機能だけでは
なく、住む人たちがこの建築を共有のものとして、
使えるような機能を盛り込んでいく。

06.Program：なんでもありの共異体建築
共異体建築とは、目的と空間が一対一の関係にあることを前提とした
従来のビルディングタイプに基づく、「機能的な建築」ではなく、一
見無意味とも思える複数の機能が連鎖的な関係を結ぶことで、本来的
には連続的でシームレスな「生活」を可能とする建築を意味する。さ
らには複数の連鎖的な関係は、個々人の多様な欲望に応えることを可
能なものとする。

床と天井に固定された、空間を孤立させてきた壁ではなく、自立した垂直面を
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音楽で繋がる最後の場所

混じり合うネットワーク社会で顔を合わすことのない人々。形のない音楽を人々
の心の架け橋にする。近年日本では医療技術の発展により「死」よりも「生」を
選択できる社会に変化した。新生児・乳児の死亡率が減少し、患者さんの痛みも
和らいでいる。一方で患者さんの中には病気によって今まで通りの生活ができな
くなり、将来への不安や死への恐怖から生きることへの苦痛に悩まされている。
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Stage 1  10：30 〜 11：30

　審査委員が展示された図面と模型を縦覧した。なお、学生は
作品の前に立って作品を説明することができ、審査委員と質疑
応答を行なった。

Stage 2  11：30 〜 12：30　 一次審査

　13：30 からの公開プレゼンテーション作品を選出するため、
投票を行った（持ち票 10 票）。投票結果は以下の通り。

　03.  2 票
　07.  3 票
　10.  3 票
　12.  3 票
　13.  3 票
　14.  2 票
　15.  3 票
　20.  2 票
　22.  2 票
　25.  3 票
　28.  2 票
　32.  2 票
　35.  1 票
　36.  2 票

　さらに、それぞれの作品について議論し、公開プレゼンテー
ション作品として以下の 12 作品を選出した。

　07. 10. 12. 13. 14. 15. 20. 22. 25. 32. 35. 36.

　以下、議論の結果選外になった作品に対するコメントを示す。

01. 自然のあわい   　　　秋山　未奈
荻原）既存の景観を生かしながら、プログラムを差し込んでい
くという意味では上手に解けているなと感じました。構造的に
も検討した跡があり、地盤の特性も上手に解いているので評価
しました。

西田）僕は、「居心地感」のようなものが表現されていないこ
とが気になりました。地下にどのように居住性を確保している
かという意味では、光環境や風環境なども考えてはいるので
しょうが、それがどう空間の価値に貢献しているのかを表現し
て欲しかったと思います。

荻原）全く同感です。全部地下でなくても良いのではと思いま
した。例えば、光や風が違う方向から交わるなど、もっと楽し
さやバリエーションがあってもよかったと思います。そういう
意味では、この提案はちょっと平坦だなと感じてしまい、少し
評価を落としました。

02.  AIRPORT　THEATER   ITAMI INTERNATIONAL 
AIRPORT    　　　浅井　政慧
内海）思いがけない木造大空間で面白かったのですが、模型は
もっと木質感が伝わるようになっていればよかったと思いま
す。なぜ木構造を選んだのかという理由が伝わるようにした方
がよかったと思います。

西田）飛行機が見えるというわかりやすい思いから作られてい
る建築なのですが、飛行機の見え方が一義的で、大きなドーム
の向こう側に飛行機が見える見え方にとどまってしまってい
る。例えば、高さが少し変わっているとか、飛行機に近づける
など、飛行機の見え方や飛行機への近づき方は、もう少し建築
空間の問題として捉えて欲しかったと思います。

卒業設計展示会
日　時：2020 年 2 月 14 日（金）〜 16 日（日）
会　場：大阪工業大学大宮キャンパス 2 号館 1 階
　　　　建築学科設計スタジオ・ジュリーコーナー
　
　卒業設計合否判定学内展示会（2020 年 1 月 25 日（土）・
27 日（月））にて展示・合格した 38 作品が展示された。

卒業研究展示会出展作品
01. 自然のあわい   秋山　未奈
02. AIRPORT　THEATER   ITAMI INTERNATIONAL AIRPORT 
     浅井　政慧
03. 伸縮する目的　
　　－　伸縮する空間が街へと提供する目的不在空間　－ 
     今岡　大亮
04. 時の往還    奥田　涼太
05. 故きを温め新しきを知る  尾嶋　珠里希
06. ペダルを漕ぐ・篠山を巡る  片木　一雄
07. 竹思黙考    加藤　航平
08. ものごとの始まりはいつもマイナーである 
　　- The future generation sports training center - 
     川口　龍世
09. 食と縁    北浦　加世子
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
     久保　良太
11. Polaris - 地上の星座を紡ぐ星の子村 - 小泉　琴音
12. Urban Stent graft ∼ 脈打つ都市軸 ∼ 坂本　雄直
13. 藁と蜜柑    鹿山　勇太
14. crossing = 交雑、異種交配  住寄　龍水
15. 再起する景    髙永　賢也
16. ひかり天主堂   立花　桜乃
17. ダンチカゾク   辻　智貴
18. 水平を繋ぐ    富岡　海任
19. NEXT　STADIUM   中村　涼
20. 5W2H    中本　昂佑
21. 自然と建築の再考   林　大輔
22. 闇市とキャバレー   原　雪之
23. ＃マチクロ    古家　有咲
24. ひとつの種が街をめぐる　〜伸びるツタによる緑化〜 
     前田　瑞歩
25. 音楽で繋がる最後の場所  松枝　佳那
26. ハジマリハジマリ   松岡　詩歩
27. 記憶の架け橋   松本　柊平
28. visiting old × discussion now × action new　
　　－国連平和大学広島分校－  水野　愛子
29. 遠いようで近い世界   湊　来夢
30. Woodilize 〜木を貯める場から使う街へ〜 
     南　智稀
31. 咲ける都市    宮田　明弘
32. 袖の舞台    宮本　菜々子
33. 器　〜すべての人に暮らしの自由を〜 村田　亘
34. さか　のぼる　歴史   森田　壮真
35. 幻想の囲い　〜ヘンリー・ダーガーと対話する楽園〜 
     山国　咲
36. 日本的広場建築   山口　天誠
37. 湖の心呼吸    山根　誠司
38. ガクドウ商店街   山本　泰史

03. 伸縮する目的　
　　－　伸縮する空間が街へと提供する目的不在空間　－ 
    　　今岡　大亮

卒業設計審査会
日　時：2020 年 2 月 16 日（日）10：30 〜 18：30
会　場：大阪工業大学大宮キャンパス 2 号館 1 階
　　　　建築学科設計スタジオ・ジュリーコーナー

審査委員：
　内海　彩 （内海彩建築設計事務所代表取締役、
  東京電気大学非常勤講師、
  高知県林業学校短期課程講師）
　藤井　伸介 （藤井伸介建築設計室、
  東京工芸大学非常勤講師）
　荻原　廣高 （アラップアソシエイト / 本学客員教授、
　　　　　　　 神戸芸術工科大学准教授）
　西田　司　 （オンデザイン代表 / 本学客員教授、
  東京理科大学准教授）

　卒業設計審査会は、以上の審査委員によって、以下の
作品を選出することを目的として行われた。

　1. 最優秀作品
　2. 優秀作品
　3. 佳作

01. 自然のあわい  　　秋山　未奈

02.  AIRPORT　THEATER   ITAMI INTERNATIONAL 
AIRPORT   　　浅井　政慧

04. 時の往還   　　奥田　涼太

卒業研究展示会会場の様子

卒業研究展示会会場の様子
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AIRPORT   　　浅井　政慧

04. 時の往還   　　奥田　涼太

卒業研究展示会会場の様子

卒業研究展示会会場の様子
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11. Polaris - 地上の星座を紡ぐ星の子村 - 　　　小泉　琴音
荻原）社会性があり、興味深いプログラムだと思いました。し
かし、建築としてもランドスケープとしても単調だと感じまし
た。また、周囲の社会との関係が感じられず、周囲から孤立し
ているようにも感じてしまいました。

西田）外部環境も活用できる敷地であり、星への愛も感じるの
で、惜しいなと思います。作者は、「星は万能です。」と言って
いましたね（笑）。

16. ひかり天主堂   　　　立花　桜乃
西田）模型がとてもきれいで、プリズムによって虹がどのよう
に空間として現れるのかを、かなりスタディした跡が感じられ
ました。しかし、内部に光が入った時に、例えばなぜアーチ型
の屋根が良いのかという検討過程まで表現した方が良かったの
ではないかと思います。つまり、プリズムの効果よりも、そこ
でできる空間の方が素晴らしいということを、もっと丁寧に伝
えるようにすれば、より思想性が伝わって良かったのではない
かと思いました。

17. ダンチカゾク   　　　辻　智貴
内海）今後の団地の将来像を考える上で、大胆で面白い提案だ
と思いました。元の団地の構造をもう少し丁寧に考察し、活か
すのかを表現すれば、リアリティがあって良かったのではない
かと思います。

西田）幕の屋根は、団地の屋根として付加しているようですが、
屋根はそのまま団地の耐震的要素として位置付けた方が良いと
思いました。団地が持っている東西軸に対して直交方向に屋根
をかける「軸の 90 度反転」という考え方は素晴らしいと思い
ました。また、幕の屋根をかけることによって、閉じがちな既
存の団地の中に、比較的オープンなかたちで共用部をつくって
いて、設計のうまさも感じられました。

18. 水平を繋ぐ    　　　富岡　海任
内海）ぱっとみたところ電車のようで面白いなと思いました。
ただ、細長い中でどんな工夫がされているのかよく分かりませ
んでした。

藤井）高齢化社会において、高齢者が坂道を上り下りする時の
不自由さをどのように解決していくかを考えているのだと思い
ますが、エレベーターをつけることによって、本当に解決でき
ているのかが読み取れませんでした。

19. NEXT　STADIUM   　　　中村　涼
藤井）新大阪があまり面白くないのでこういうものを作ろうと
いう意図がよくわかり、地盤を彫り込んで、浮いた感じの屋根
だけを見せて、景観的にも周囲にインパクトがないように考え
たところを評価しました。

荻原）僕は、屋根でもう少し表現して欲しかったと思います。
地形のアンジュレーションを屋根に写したような感じで良いの
ですが、地盤を彫り込むことによるデメリットもあり、風も通
らず、湿気も多くなるので、プレーしている人や観客にとって
はとても蒸し暑い環境になってしまいます。したがって、造形
としての屋根だけではなく、光や風を上手にコントロールする
などの工夫があればよかったと思いました。

西田）15000 席のスタジアムのほかに、幼稚園などの違うビ
ルディングタイプを含むことによって、野球とは直接関係のな
い地域の人びとも取り込んでいる点や、野球場のグラウンドが
地域住民にとって「広大な庭」と位置付けている点は面白いな
と思いました。

21. 自然と建築の再考   　　　林　大輔
内海）「建築のダブルスキン化」の意味合いがよくわかりませ

03. 伸縮する目的　
　　－　伸縮する空間が街へと提供する目的不在空間　－  
     　　今岡　大亮
荻原）隙間空間に仮設のシステムを提案していて、コンテナの
中でプライベートな空間とパブリックな空間の比率がどんどん
変化していくという提案に、まちの時間軸としての面白さを感
じました。

藤井）小さい敷地を有効に使ってうまく提案していると思うの
ですが、最初に階段の位置を決めてしまうと、できることは限
られてくるので、この方法では限界があるように感じます。

04. 時の往還    　　奥田　涼太
藤井）かたちはシンプルできれいにできていると思いますが、
人を呼ぶために博物館を作るという考え方が安易であると思い
ます。

西田）非常に豊かな敷地環境に建てているので、ランドスケー
プ的な連続性を建築の形式に取り込んで欲しかった。そうする
ことで、建物を設計したというよりは、環境全体を設計したと
いう意味がでてくると思います。

05. 故きを温め新しきを知る  　　尾嶋　珠里希
西田）城跡が持っている歴史性や、エリア・まち・風景の記憶
を大切にするため、建築としてはささやかな建ち方を選んでい
る点やタクティカルアーバニズムを採用している点などは評価
できます。しかし、敷地全体を見ると、都市の中では大きい構
造体であり、その大きさに対してもっと言及して欲しかったと
思います。

06. ペダルを漕ぐ・篠山を巡る  　　片木　一雄
内海）この建築の屋根も自転車で走るように考えられています
が、そうする必要があったかどうか。自然の中を自転車で走る
楽しさや気持ちよさに対して、却って魅力が乏しく見えてしま
う気がします。

西田）サイクルツーリズムという広域的な交通計画を建築計画
に取り込むという点では、非常にエネルギッシュでチャレンジ
ングな提案だと思います。しかし、作っている建築が狭域的な
建築にとどまっています。自転車の持つスピード感や回転半径
を考えると、建築はもっと解体されて、ランドスケープや土木
と一体化するような考え方もあったのではないかと思います。
建築だけで全てを解こうとしている感じがするところが物足り
なさにつながっているように思います。

08. ものごとの始まりはいつもマイナーである 
　　- The future generation sports training center - 
     　　川口　龍世
内海）色々なスポーツと空間のかたちを凝縮して、それを体験
できるようになっていて、楽しいなあと思いました。ただし、
もう少し内部に人を引き入れるような要素が欲しかったと思い
ます。

藤井）内部で完結してしまっているところが残念に思います。
敷地全体をデザインするようにした方が良いと思います。

09. 食と縁    　　北浦　加世子
内海）崖地の面白い敷地を選んでいるなと思いました。崖の上
に懸け造りのように作っているのですが、もう少し崖と建築の
間のところを楽しめるように作るともっと面白い計画になった
のではないかと思います。

藤井）高低差を利用してうまく建築を分散させていて、歩きな
がら自然を体験でき、食事もできるという良い提案だと思いま
したが、ちょっと物足りないところもありました。

06. ペダルを漕ぐ・篠山を巡る 　　 　片木　一雄

05. 故きを温め新しきを知る 　尾嶋　珠里希

08. ものごとの始まりはいつもマイナーである 
　　- The future generation sports training center - 
    　川口　龍世

09. 食と縁   　北浦　加世子

17. ダンチカゾク  　　辻　智貴

16. ひかり天主堂  　　立花　桜乃

11. Polaris - 地上の星座を紡ぐ星の子村 -  
   　　 　　小泉　琴音

18. 水平を繋ぐ   　　富岡　海任
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21. 自然と建築の再考  　　林　大輔

19. NEXT　STADIUM  　　中村　涼

23. ＃マチクロ   　　古家　有咲

24. ひとつの種が街をめぐる　〜伸びるツタによる緑化〜 
　　    　　前田　瑞歩

28. visiting old × discussion now × action new
　　－国連平和大学広島分校－ 　　水野　愛子

27. 記憶の架け橋  　　松本　柊平

26. ハジマリハジマリ  　　松岡　詩歩

29. 遠いようで近い世界  　　湊　来夢

んでした。

荻原）浮かせたピロティの部分や屋根のさらに上の部分を指し
て「ダブルスキン」と呼んでいるのかなと思いますが。

藤井）自然と建築の共存というコンセプトとは裏腹に、出来上
がったものはかなり人工的になっています。出来上がった空間
が本当にオオタカが生息するような場所になるのかという点に
疑問を感じました。

23. ＃マチクロ    　　　古家　有咲
藤井）ストーリ―がユニークであり、パースや模型もきれいに
できていて、面白いなと思いましたが、そのストーリーとの関
係がよく理解できなかったので、話を聞きたいなと思って評価
しました。

内海）箱がずれて重なっている造形は面白いと思いましたし、
それがいろんな種類のクローゼットとリンクしていることが伝
わってきて、楽しい提案だなと思いました。

24. ひとつの種が街をめぐる　
　　～伸びるツタによる緑化～  　　　前田　瑞歩
西田）高速道路という人工物に、自然物であるツタが絡まるこ
とによって、違う生態系の領域が生まれてくるというコントラ
スト（対比関係）が非常に良いと思いました。ツタが絡まるこ
とによって、無機物である高速道路が有機物に見えてくるとい
う断面的取り組みも非常に面白いと思いました。

藤井）魅力的なプロジェクトと思いましたが、管理の問題など
のツタのデメリットをどう考えているかに対して明確な回答が
なかったことが残念でした。

26. ハジマリハジマリ   　　　松岡　詩歩
内海）四日市コンビナートという演劇とは全くコンテクストの
違うところをあえて敷地として選んでいて面白いと思ったので
すが、コンビナートの風景としての魅力はよくわかるのですが、
それを舞台装置としてもっと活かせる方法があったのではない
かと思います。たまたまある空き地に二つ配置したという計画
ではなく、コンビナートの中にうまく埋め込むような考え方も
あったのではないかと思います。

27. 記憶の架け橋   　　　松本　柊平
内海）橋のすっきりとしたかたちはきれいだと思いました。ま
た、日本で唯一、ダムを撤去した町をテーマに選んだところも
面白いと思いました。橋の両端部分や、建物に接続する部分に
対する提案や魅力があればもっと良かったと思います。

藤井）ダムの建設によって失われた自然を回復させようという
着目点は良いのですが、結局また建物を建ててしまうという方
向性が、提案として弱いように感じます。

28. visiting old × discussion now × action new　
　　－国連平和大学広島分校－  　　　水野　愛子
西田）学びの場を通して、歴史的なものを知るというテーマ設
定や、広島球場の跡地が戦争の記憶であるというところに着眼
している点は面白いと思いました。また、例えば、図書館はう
まく段差を使いながら解いていますし、一つ一つのビルディン
グタイプを上手に扱っていると感じました。全体を統合してい
る余白のようなつなぎの空間があるのですが、その空間をもっ
と強調して、積極的に意味づけしていけば、建築としての強度
がもっと出るのではないかと思いました。この余白の空間は私
もとても魅力的だと思うし、本人も「魅力的です。」と言って
いましたね（笑）。周辺環境との関係を考えてもが、これが街
との中間領域的な役割を持つと良いと思います。

内海）機能的な空間と余白の空間と、もう少し二つの空間の違

いが明確に見えてくると、全体としても違った見え方になって
面白かっただろうと思います。プレゼンテーションでも周囲の
環境との関係についてあまり触れられていないころが勿体無い
と思いました。

西田）流動性が高い余白の空間と、周辺の都市環境の接続を、
もっと積極的に提案に含めれば良かったですね。

29. 遠いようで近い世界   　　　湊　来夢
荻原）外国人と交わるという考え方はよく理解できますが、長
田らしさが出ていないように感じます。どんなファサードにな
るのかという部分も表現できていませんね。

西田）個室以外の共有空間が少し単調に見えてしまいますね。
共有空間にメリハリやボリュームの違いを作るなどの建築的操
作があったほうが良かったと思います。

30. Woodilize ～木を貯める場から使う街へ～　南　智稀
西田）貯木場跡地に木を活用した建築を考えていく際に、その
リーディングプロジェクトとして音楽ホールを計画しているの
ですが、ホールは比較的閉じたビルディングタイプであり、結
局、構造はコンクリートの壁構造を採用していて、木はパネル
にとどまっています。せっかく木を活用するのですから、木の
構法的な提案を入れ込んで、将来できる住居やこのエリア全体
を引っ張るリーディングプロジェクトにして欲しかったなと感
じました。ただ人が来るということだけがリーディングプロ
ジェクトなのではなく、リーディングプロジェクトには木の可
能性を感じさせて欲しかった。その部分が弱かったと思います。

内海）木は使っているだけなのでしょうか？例えばこの場所で、
とてもマッシブな木を建築として使いつつ、実は貯めていて、
次の循環にしていく場所になっている。そういうストーリーが
あるともっと面白かったかなと思いました。

西田）なるほど。とてもボリュームがあるなと思ったら、実は
積んであるということですね。

内海）そうです。そして、だんだんと木材を抜き出して建築の
かたちもどんどん変わっていくとか。そういうストーリーがあ
れば面白かったかなと思いました。

31. 咲ける都市    　　　宮田　明弘
荻原）都市の真ん中でグランピングやキャンプファイヤーをす
ることは、なかなか魅力的だなと思いました。最近はこういう
ラグジュアリーなアクティビティは、ディベロッパーが取り組
みつつあります。都市型のアマンなども出てきていますし。し
たがって、新規性や目新しさはあまり感じませんでした。

33. 器　～すべての人に暮らしの自由を～ 　　　村田　亘
西田）都市型モビリティが変わっていくというテーマに対して、
車と建築の融合のような提案だと思うのですが、融合した結果
としての全体像があまり描かれていないと感じました。例えば、
駐車場のようなところにモビリティがたくさん集まってきて、
新しい機能が生じると提案しているのですが、全体像が駐車場
に見えてしまい、空間としての魅力が表現できていないように
思います。

藤井）アイデアや着眼点は面白かったのですが、模型を見ると、
やはり駐車場的な空間に見えてしまい、もう少し公共性を持た
せることができれば面白くなるのではと思いました。

34. さか　のぼる　歴史   　　　森田　壮真
西田）敷地の線形の面白さやランドスケープと、計画された建
築が調和していないように感じます。屋根の傾斜と周辺の地盤
のアンジュレーションはもっと一体的に考え、周辺環境も含め
た建築として考えても良かったのではと思います。
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21. 自然と建築の再考  　　林　大輔

19. NEXT　STADIUM  　　中村　涼

23. ＃マチクロ   　　古家　有咲

24. ひとつの種が街をめぐる　〜伸びるツタによる緑化〜 
　　    　　前田　瑞歩

28. visiting old × discussion now × action new
　　－国連平和大学広島分校－ 　　水野　愛子

27. 記憶の架け橋  　　松本　柊平

26. ハジマリハジマリ  　　松岡　詩歩

29. 遠いようで近い世界  　　湊　来夢

んでした。

荻原）浮かせたピロティの部分や屋根のさらに上の部分を指し
て「ダブルスキン」と呼んでいるのかなと思いますが。

藤井）自然と建築の共存というコンセプトとは裏腹に、出来上
がったものはかなり人工的になっています。出来上がった空間
が本当にオオタカが生息するような場所になるのかという点に
疑問を感じました。

23. ＃マチクロ    　　　古家　有咲
藤井）ストーリ―がユニークであり、パースや模型もきれいに
できていて、面白いなと思いましたが、そのストーリーとの関
係がよく理解できなかったので、話を聞きたいなと思って評価
しました。

内海）箱がずれて重なっている造形は面白いと思いましたし、
それがいろんな種類のクローゼットとリンクしていることが伝
わってきて、楽しい提案だなと思いました。

24. ひとつの種が街をめぐる　
　　～伸びるツタによる緑化～  　　　前田　瑞歩
西田）高速道路という人工物に、自然物であるツタが絡まるこ
とによって、違う生態系の領域が生まれてくるというコントラ
スト（対比関係）が非常に良いと思いました。ツタが絡まるこ
とによって、無機物である高速道路が有機物に見えてくるとい
う断面的取り組みも非常に面白いと思いました。

藤井）魅力的なプロジェクトと思いましたが、管理の問題など
のツタのデメリットをどう考えているかに対して明確な回答が
なかったことが残念でした。

26. ハジマリハジマリ   　　　松岡　詩歩
内海）四日市コンビナートという演劇とは全くコンテクストの
違うところをあえて敷地として選んでいて面白いと思ったので
すが、コンビナートの風景としての魅力はよくわかるのですが、
それを舞台装置としてもっと活かせる方法があったのではない
かと思います。たまたまある空き地に二つ配置したという計画
ではなく、コンビナートの中にうまく埋め込むような考え方も
あったのではないかと思います。

27. 記憶の架け橋   　　　松本　柊平
内海）橋のすっきりとしたかたちはきれいだと思いました。ま
た、日本で唯一、ダムを撤去した町をテーマに選んだところも
面白いと思いました。橋の両端部分や、建物に接続する部分に
対する提案や魅力があればもっと良かったと思います。

藤井）ダムの建設によって失われた自然を回復させようという
着目点は良いのですが、結局また建物を建ててしまうという方
向性が、提案として弱いように感じます。

28. visiting old × discussion now × action new　
　　－国連平和大学広島分校－  　　　水野　愛子
西田）学びの場を通して、歴史的なものを知るというテーマ設
定や、広島球場の跡地が戦争の記憶であるというところに着眼
している点は面白いと思いました。また、例えば、図書館はう
まく段差を使いながら解いていますし、一つ一つのビルディン
グタイプを上手に扱っていると感じました。全体を統合してい
る余白のようなつなぎの空間があるのですが、その空間をもっ
と強調して、積極的に意味づけしていけば、建築としての強度
がもっと出るのではないかと思いました。この余白の空間は私
もとても魅力的だと思うし、本人も「魅力的です。」と言って
いましたね（笑）。周辺環境との関係を考えてもが、これが街
との中間領域的な役割を持つと良いと思います。

内海）機能的な空間と余白の空間と、もう少し二つの空間の違

いが明確に見えてくると、全体としても違った見え方になって
面白かっただろうと思います。プレゼンテーションでも周囲の
環境との関係についてあまり触れられていないころが勿体無い
と思いました。

西田）流動性が高い余白の空間と、周辺の都市環境の接続を、
もっと積極的に提案に含めれば良かったですね。

29. 遠いようで近い世界   　　　湊　来夢
荻原）外国人と交わるという考え方はよく理解できますが、長
田らしさが出ていないように感じます。どんなファサードにな
るのかという部分も表現できていませんね。

西田）個室以外の共有空間が少し単調に見えてしまいますね。
共有空間にメリハリやボリュームの違いを作るなどの建築的操
作があったほうが良かったと思います。

30. Woodilize ～木を貯める場から使う街へ～　南　智稀
西田）貯木場跡地に木を活用した建築を考えていく際に、その
リーディングプロジェクトとして音楽ホールを計画しているの
ですが、ホールは比較的閉じたビルディングタイプであり、結
局、構造はコンクリートの壁構造を採用していて、木はパネル
にとどまっています。せっかく木を活用するのですから、木の
構法的な提案を入れ込んで、将来できる住居やこのエリア全体
を引っ張るリーディングプロジェクトにして欲しかったなと感
じました。ただ人が来るということだけがリーディングプロ
ジェクトなのではなく、リーディングプロジェクトには木の可
能性を感じさせて欲しかった。その部分が弱かったと思います。

内海）木は使っているだけなのでしょうか？例えばこの場所で、
とてもマッシブな木を建築として使いつつ、実は貯めていて、
次の循環にしていく場所になっている。そういうストーリーが
あるともっと面白かったかなと思いました。

西田）なるほど。とてもボリュームがあるなと思ったら、実は
積んであるということですね。

内海）そうです。そして、だんだんと木材を抜き出して建築の
かたちもどんどん変わっていくとか。そういうストーリーがあ
れば面白かったかなと思いました。

31. 咲ける都市    　　　宮田　明弘
荻原）都市の真ん中でグランピングやキャンプファイヤーをす
ることは、なかなか魅力的だなと思いました。最近はこういう
ラグジュアリーなアクティビティは、ディベロッパーが取り組
みつつあります。都市型のアマンなども出てきていますし。し
たがって、新規性や目新しさはあまり感じませんでした。

33. 器　～すべての人に暮らしの自由を～ 　　　村田　亘
西田）都市型モビリティが変わっていくというテーマに対して、
車と建築の融合のような提案だと思うのですが、融合した結果
としての全体像があまり描かれていないと感じました。例えば、
駐車場のようなところにモビリティがたくさん集まってきて、
新しい機能が生じると提案しているのですが、全体像が駐車場
に見えてしまい、空間としての魅力が表現できていないように
思います。

藤井）アイデアや着眼点は面白かったのですが、模型を見ると、
やはり駐車場的な空間に見えてしまい、もう少し公共性を持た
せることができれば面白くなるのではと思いました。

34. さか　のぼる　歴史   　　　森田　壮真
西田）敷地の線形の面白さやランドスケープと、計画された建
築が調和していないように感じます。屋根の傾斜と周辺の地盤
のアンジュレーションはもっと一体的に考え、周辺環境も含め
た建築として考えても良かったのではと思います。
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内海）建物のこちら側は海だけなのかなと思っていまし
たので、きれいな造形だなと感じましたが、周辺には意
外と色々なものがあるのですね。そういう周辺環境を考
慮すると、内容とかたちがうまく噛み合っていないよう
に感じます。

37. 湖の心呼吸    山根　誠司
内海）面白い提案だと思ったのですが、琵琶湖の方へ向
かって張り出している構造物が、あまりに重たい感じが
します。水の中にこの構造物が突っ込んでいっているの
であれば、この構造物が、例えば水質の浄化など、何か
に寄与する装置であり、建築であれば、すごく良かった
かなと思いました。そこまで踏み込めていないのかなと
いう印象です。

藤井）私も同感です。建築的にはそこまでできていないし、
博物館や体験型施設としての提案にとどまっているとこ
ろが残念だと思います。

38. ガクドウ商店街   山本　泰史
藤井）壁を取って補強材を入れていますが、X 方向だけ
であり、Y 方向の構造耐力上の問題が残っているように
感じます。

Stage 7  学外コンクール応募作品の選出

日　時：2020 年 2 月 20 日（木）13：00 〜 13：30
会　場：大阪工業大学建築学科会議室
　
　学外コンクール等に応募する作品を、建築学科設計・
計画系専任教員で議論し、以下の通り決定した。

＜日本建築学会近畿支部主催卒業設計コンクール応募作品＞
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
  　　  　　　久保　良太

＜日本建築学会「全国大学・高専卒業設計展示会」出展作品＞
22. 闇市とキャバレー  　　　原　雪之

＜ JIA 近畿支部学生卒業設計コンクール応募作品＞
13. 藁と蜜柑   　　　鹿山　勇太
20. 5W2H    　　　中本　昂佑

＜毎日・DAS 学生デザイン賞応募作品＞
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
  　　　　 　　　久保　良太
15. 再起する景   　　　髙永　賢也

＜月刊「近代建築」別冊「卒業制作 2020」掲載作品＞
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
    　　　久保　良太

公開審査記録
　以下に、公開プレゼンテーション（5 分）・質疑応答（5
分）、公開審査（110 分）の記録を掲載する。公開プレ
ゼンテーションの順序は掲載の通り。なお、公開審査に
先立って、各審査委員が自己紹介を兼ねたショートレク
チャーを行なった。

＜公開プレゼンテーション・質疑応答＞
07. 竹思黙考   　　　 加藤　航平

プレゼンテーション
　日本には、5000 種類の竹があると言われています。日
本人は、縄文時代から、柔軟性や成長力といった竹の材
質を利用してきました。また、日本独自の「わび」「さび」
という文化を築いてきました。それゆえ、竹林と竹は日
本文化の礎とも言えます。しかし、科学の発展や工業化
に伴い、竹は合成樹脂へと置き替えられ、生活必需品か
ら伝統工芸品へとその位置付けが変化し、需要が低減し
ていきました。
　そのため、放置竹林が増加し、各団体や政府は、竹の
資源的な利用を促進させ、需要を回復しようと試みてき
ました。しかし、生産者の高齢化、後継者の不足などを
考えると、竹の資源的な利用の試みには限界があると私
は思います。そこで私は、竹の資源的な利用ではなく、
竹の空間的な利用を考え、竹林の中の建築を提案しまし
た。
　敷地は、三重県尾鷲市の土井竹林です。土井竹林には、
手彫りのトンネルがあります。このトンネルは、林業家
である土井家は助け合いの精神に基づく運動をしており、
その感謝の証として地域住民が作ったものです。
　コンセプトです。この竹林の中のトンネルに向かうま
での道に、竹に関する情報に触れられる建築を挿入し、
その後トンネルに入った時に、より竹林に対する感動を
促し、竹林の美しさを引き立てたいと考えて計画しまし
た。

30. Woodilize 〜木を貯める場から使う街へ〜  
   　　  　南　智稀

33. 器　〜すべての人に暮らしの自由を〜　 　村田　亘

34. さか　のぼる　歴史 　　 　　 　森田　壮真

38. ガクドウ商店街  　　 　山本　泰史

37. 湖の心呼吸   　　 　山根　誠司

31. 咲ける都市   　 　宮田　明弘

Stage 3  13：30 〜 14：00 

　審査委員 4 名が紹介された。引き続き各審査委員が、
自己紹介を兼ねたショートレクチャーを行なった。

Stage 4  14：10 〜 16：30 

　続いて、12 作品のプレゼンテーション・質疑応答を行
なった。作者は自己の作品のプレゼンテーション（5分）し、
それに対して、審査委員を含めて質疑応答（5 分）を行なっ
た。公開プレゼンテーション・質疑応答の概要は次頁以
降を参照。

Stage 5  16：40 〜 18：30 

　プレゼンテーションおよびそこでの質疑応答をふまえ、
審査委員が公開で講評・議論し、さらに作者に新たな質
疑を行なった上で、佳作 7 名、優秀賞 2 名、最優秀賞 1
名を決定した。公開審査の概要は次頁以降を参照。

Stage 6 18：30 〜 18：50

　公開審査終了後、各審査委員から講評が述べられた。
その後、寺地学科長から佳作、優秀作品、最優秀作品の
順で賞状が授与された。最後に、寺地学科長から総評と
感謝の辞が述べられた。

2019 年度　卒業設計審査結果
＜最優秀作品賞＞　
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
    　　　久保　良太

＜優秀作品賞＞
13. 藁と蜜柑   　　　鹿山　勇太
20. 5W2H    　　　中本　昂佑

＜佳作賞＞
14. crossing = 交雑、異種交配 　　　住寄　龍水
15. 再起する景   　　　髙永　賢也
22. 闇市とキャバレー  　　　原　雪之
25. 音楽で繋がる最後の場所 　　　松枝　佳那
32. 袖の舞台   　　　宮本　菜々子
35. 幻想の囲い　〜ヘンリー・ダーガーと対話する楽園〜 
    　　　山国　咲
36. 日本的広場建築  　　　山口　天誠

＜「大阪工業大学建築学科・卒業設計作品集2019」掲載作品＞
　上記最優秀作品、優秀作品、および佳作
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内海）建物のこちら側は海だけなのかなと思っていまし
たので、きれいな造形だなと感じましたが、周辺には意
外と色々なものがあるのですね。そういう周辺環境を考
慮すると、内容とかたちがうまく噛み合っていないよう
に感じます。

37. 湖の心呼吸    山根　誠司
内海）面白い提案だと思ったのですが、琵琶湖の方へ向
かって張り出している構造物が、あまりに重たい感じが
します。水の中にこの構造物が突っ込んでいっているの
であれば、この構造物が、例えば水質の浄化など、何か
に寄与する装置であり、建築であれば、すごく良かった
かなと思いました。そこまで踏み込めていないのかなと
いう印象です。

藤井）私も同感です。建築的にはそこまでできていないし、
博物館や体験型施設としての提案にとどまっているとこ
ろが残念だと思います。

38. ガクドウ商店街   山本　泰史
藤井）壁を取って補強材を入れていますが、X 方向だけ
であり、Y 方向の構造耐力上の問題が残っているように
感じます。

Stage 7  学外コンクール応募作品の選出

日　時：2020 年 2 月 20 日（木）13：00 〜 13：30
会　場：大阪工業大学建築学科会議室
　
　学外コンクール等に応募する作品を、建築学科設計・
計画系専任教員で議論し、以下の通り決定した。

＜日本建築学会近畿支部主催卒業設計コンクール応募作品＞
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
  　　  　　　久保　良太

＜日本建築学会「全国大学・高専卒業設計展示会」出展作品＞
22. 闇市とキャバレー  　　　原　雪之

＜ JIA 近畿支部学生卒業設計コンクール応募作品＞
13. 藁と蜜柑   　　　鹿山　勇太
20. 5W2H    　　　中本　昂佑

＜毎日・DAS 学生デザイン賞応募作品＞
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
  　　　　 　　　久保　良太
15. 再起する景   　　　髙永　賢也

＜月刊「近代建築」別冊「卒業制作 2020」掲載作品＞
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
    　　　久保　良太

公開審査記録
　以下に、公開プレゼンテーション（5 分）・質疑応答（5
分）、公開審査（110 分）の記録を掲載する。公開プレ
ゼンテーションの順序は掲載の通り。なお、公開審査に
先立って、各審査委員が自己紹介を兼ねたショートレク
チャーを行なった。

＜公開プレゼンテーション・質疑応答＞
07. 竹思黙考   　　　 加藤　航平

プレゼンテーション
　日本には、5000 種類の竹があると言われています。日
本人は、縄文時代から、柔軟性や成長力といった竹の材
質を利用してきました。また、日本独自の「わび」「さび」
という文化を築いてきました。それゆえ、竹林と竹は日
本文化の礎とも言えます。しかし、科学の発展や工業化
に伴い、竹は合成樹脂へと置き替えられ、生活必需品か
ら伝統工芸品へとその位置付けが変化し、需要が低減し
ていきました。
　そのため、放置竹林が増加し、各団体や政府は、竹の
資源的な利用を促進させ、需要を回復しようと試みてき
ました。しかし、生産者の高齢化、後継者の不足などを
考えると、竹の資源的な利用の試みには限界があると私
は思います。そこで私は、竹の資源的な利用ではなく、
竹の空間的な利用を考え、竹林の中の建築を提案しまし
た。
　敷地は、三重県尾鷲市の土井竹林です。土井竹林には、
手彫りのトンネルがあります。このトンネルは、林業家
である土井家は助け合いの精神に基づく運動をしており、
その感謝の証として地域住民が作ったものです。
　コンセプトです。この竹林の中のトンネルに向かうま
での道に、竹に関する情報に触れられる建築を挿入し、
その後トンネルに入った時に、より竹林に対する感動を
促し、竹林の美しさを引き立てたいと考えて計画しまし
た。

30. Woodilize 〜木を貯める場から使う街へ〜  
   　　  　南　智稀

33. 器　〜すべての人に暮らしの自由を〜　 　村田　亘

34. さか　のぼる　歴史 　　 　　 　森田　壮真

38. ガクドウ商店街  　　 　山本　泰史

37. 湖の心呼吸   　　 　山根　誠司

31. 咲ける都市   　 　宮田　明弘

Stage 3  13：30 〜 14：00 

　審査委員 4 名が紹介された。引き続き各審査委員が、
自己紹介を兼ねたショートレクチャーを行なった。

Stage 4  14：10 〜 16：30 

　続いて、12 作品のプレゼンテーション・質疑応答を行
なった。作者は自己の作品のプレゼンテーション（5分）し、
それに対して、審査委員を含めて質疑応答（5 分）を行なっ
た。公開プレゼンテーション・質疑応答の概要は次頁以
降を参照。

Stage 5  16：40 〜 18：30 

　プレゼンテーションおよびそこでの質疑応答をふまえ、
審査委員が公開で講評・議論し、さらに作者に新たな質
疑を行なった上で、佳作 7 名、優秀賞 2 名、最優秀賞 1
名を決定した。公開審査の概要は次頁以降を参照。

Stage 6 18：30 〜 18：50

　公開審査終了後、各審査委員から講評が述べられた。
その後、寺地学科長から佳作、優秀作品、最優秀作品の
順で賞状が授与された。最後に、寺地学科長から総評と
感謝の辞が述べられた。

2019 年度　卒業設計審査結果
＜最優秀作品賞＞　
10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
    　　　久保　良太

＜優秀作品賞＞
13. 藁と蜜柑   　　　鹿山　勇太
20. 5W2H    　　　中本　昂佑

＜佳作賞＞
14. crossing = 交雑、異種交配 　　　住寄　龍水
15. 再起する景   　　　髙永　賢也
22. 闇市とキャバレー  　　　原　雪之
25. 音楽で繋がる最後の場所 　　　松枝　佳那
32. 袖の舞台   　　　宮本　菜々子
35. 幻想の囲い　〜ヘンリー・ダーガーと対話する楽園〜 
    　　　山国　咲
36. 日本的広場建築  　　　山口　天誠

＜「大阪工業大学建築学科・卒業設計作品集2019」掲載作品＞
　上記最優秀作品、優秀作品、および佳作
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　プログラムです。トンネルと対峙させて建築を置き、
緊張の空間と緩和の空間を連鎖させることによって、竹
の新たな可能性が発見されるようにしました。
　ダイヤグラムです。シークエンスの計画です。入口か
ら入って、このようにトンネルに導かれるよう動線を計
画しました。ここは、竹細工の廊と呼ばれる空間です。
ここを巡りながら、竹細工や竹の地下茎を見ることがで
きます。音の間では、竹の音や香りを感じることができ
ます。想像の間は、掻き立てられた好奇心などを表現す
る場所として計画しました。

質疑応答
内海）この建築では、網目状のところ以外では、竹はど
こで使われているのですか。

加藤）網目状のところ以外では、ロビーや茎の間で使っ
ています。

藤井）今の質問と関連するのですが、構造的にも材料的
にも竹を使っていないように見えます。それは、あえて
竹を使わず、竹林と建築を対比的に扱っているという意
図でしょうか。また、そうすることにより、そこにいる
人が竹を感じられるようにしているということでしょう
か。

加藤）動線の最後にあるトンネルを引き立たせたいと考
えています。あまり、本物の竹林を濁らせるようなこと
をしたくないので、対比させるようなイメージで計画し
ました。

西田）建物が斜面に埋まっていて、地形と一体化してい
るのですが、光環境や風環境はどのように考えているの
ですか。建物を普通に建てる場合と比べて、考えなくて
はいけないことが増えるように思うのですが、いかがで
しょうか。

加藤）斜面のこちら側から風が吹くことを想定していて、
ここに開口部を設けて、内部に風を採り入れられるよう
になっています。光は上から取り入れるようになってい
ます。

西田）建築に入って、トンネルを抜けて、竹林まで行く
ところまではわかるのですが、戻ってくる時のランドス
ケープについてはどのように考えていますか。

加藤）杉が生えているところがあり、そこが公園であり、
参道のような空間であり、杉の中で休めるようにしてい
ます。

西田）木と自分との距離はどんな感じなのですか。竹林
を散策した後に出てくる自分の状態はどんな感じなので
すか。つまり、自然の中をどのように歩かせたいのでしょ
うか。

加藤）特にありません。

荻原）この建築を通じて、竹の生産量が減少している現
在の状況を転換するきっかけを作りたいと考えているの
だろうと思うのですが、提案書にある「新たな竹の可能
性と対峙する」とは、具体的にどのようなことですか。

加藤）ここは学習スペースになっていて、ここで竹の生
態について学習します。さらに、職人の人の手による工
芸美を学ぶことによって、竹の新たな可能性に対峙でき
るのではないかと考えています。

10. INDUST：RE　～Regeneration of a Industrial District～ 
     久保　良太
プレゼンテーション
　近代化の役目を終えた全国各地の工業地域では、産業
の空洞化に伴い工場は海外へ移転し、跡地は土壌汚染を
原因に多くは放置され、利活用が課題となっています。
産業の空洞化は、都市に文字通り「空洞」をもたらします。
近代化の役目を終えた工業地域を都市の「空洞」として
廃れさせて良いのでしょうか。
　本提案の目的は、外部の人々を閉ざし、都市に対して
も閉ざし、水際を覆う工業地域の土壌汚染や水質汚染等
の問題点を解決することで、臨海工業地域再生の契機と
することです。
　本提案は、現地でのリサーチに基づき、全国各地で起
こりうる産業の高度化と産業構造の転換に合わせたケー
ススタディです。多くの場合、大規模工場跡地の再開発は、
建物と街区のクリアランスによって一挙に行われます。 
　現在の工業地域は産業構造の過渡期にあたると考え、
歴史的な文脈を消し去るようなスクラップアンドビルド
ではない長期的スパンでの更新を行うことで、都市や人々
に対して閉ざした存在ではなく、住環境を許容する存在
になると考えます。
　敷地は、産業の空洞化に伴い生産高が減少している阪
神工業地帯の一角である尼崎工業地域をモデルケースと
して選択しました。
　プログラムです。産業の空洞化により、都市の「空洞」
と化した工業地帯を植物・微生物を利用したバイオレメ
ディエーション・ファイトレメディエーションによる浄
化を更新の時間単位として工業都市を再生します。公害
を引き起こした、クボタ尼崎工場跡地を対象として、土
壌浄化・水質浄化を行うリーディングファクトリーを建
設します。ここを拠点として時間をかけ、浄化に合わせ
た地区の段階的更新を行います。
　現況図です。尼崎は工業の町として栄えましたが、現
在では衰退が進んでおり、遊休地が虫食い状に広がって
います。今後も増え続けると予想され、都市は機能不全
を起こす恐れがあります。
　PHASE1 です。虫食い状に存在する廃工場は汚染を理
由に放置され、遊休地となっています。そこで、浄化を
行うために地域の工場を解体し、廃材を有効活用するた
めのリサイクルセンターを建設します。廃工場は月日が
進むにつれて増えていき、尼崎 21 世紀の森がある西側か
ら優先的に解体を進めていき、時間をかけて整備を進め
ていきます。
　PHASE2 です。生物・微生物を利用したバイオレメディ
エーション、植物を利用したファイトレメディエーショ
ンを活用し、長期計画のもとに段階的な浄化作業を行い
ます。浄化が完了した土地から、段階的に緑地としての
開放や農地転用を行います。増えていく遊休地に対して
汚染状況を調査し、それに合わせて浄化施設から植物を
運搬して浄化を行っていきます。
　PHASE3 です。工業地帯の利用を考え、サイクリング
ロード、護岸を整備することで、緑地や現存する企業を
めぐるフロムナードを計画します。工場により汚染され
た川は、植物・微生物の働きによって浄化します。工場
により汚染された川では、ボードウォークに付与したパ
イプラインから微生物を放流し、植物による浄化を行っ
ていきます。
　最後に PHASE4 です。産業構造の転換に伴い地区の工
場跡地に緑地・住宅を建設するだけでなく、田畑へと更
新し、農産物の生産により産業の高度化が進む中でも一
次産業への回帰を生み出します。浄化を終えた研究施設
は、それぞれ機能を変化させ、地区を管理していく役目
を担い、生産・消費・処理を「地産地消地処」で行うこ
とで、工業地帯と住環境との関係を更新します。浄化を
終えたところから緑地・農地として開放していき、住宅

や商業施設が建設され、残存する企業と住環境が循環し。
親和します。
　工業都市の再生社会を主軸に行い、徐々に循環社会と
しての基盤を築いていきます。

質疑応答
藤井）PHASE1 から PHASE4 までしっかり調査されて
いて、丁寧に提案、設計までされていて、素晴らしいプ
ロジェクトだなと思いました。質問は、PHASE1 から
PHASE 4 の段階で形ができていく設計コンセプトを詳し
く説明して下さい。
　また、建物の素材についても、それがリサイクルされ
るようなものなのかどうか、詳しく説明して下さい。

久保）基本的には PHASE1 から PHASE 3 までを浄化期
間として設計しています。この期間では、地域の工場が
解体されるので、廃材の利用や、浄化に利用した植物を
建材として利用することを考えています。PHASE4 では、
既存の工場を減築し、新しい建築物を付与する形になっ
ています。模型で黒くなっている部分は、既存の建築物
を減築して利用しています。既存のフレームもそのまま
利用しており、減築した建物を覆うように新築の展望台、
展示室がそれを囲んでいて、それはコンクリートででき
ています。

荻原）建築をもう少し詳しく説明して欲しいのですが。
何を作り、何をどのようにデザインして、どのようなプ
ログラムを作ったのか、もう少し詳しく教えて欲しい。

久保）まず PHASE1 では、工場にチューブ状のボリュー
ムを挿入し、1階で行われる中間処理や資材活用の様子を、
一つ高いレベルから見学できることを計画しています。
PHASE2 では、工場のフレームだけを残して、そこにビ
ニールを被せることによって温室を作り上げ、そこで浄
化に利用する植物を育て、地域の工場に運搬することを
考えています。PHASE3 では、浄化にヨシやアマモといっ
た水生植物を利用しており、その植物を工場のフレーム
だけを残した部分に吊るし、乾燥させ、利用することを、
ワークショップとして開催し、地域に開かれたものとし
ます。また、乾燥したものを、外装材である屋根や壁と
して利用し、空間を作っています。PHASE4 では、減築
して、フレームを残して展望台と展示室を設けました。

西田）古いものに対して新しいものを足していく時に、
どのようなところに気を配ったのですか。また、どのよ
うなところを残そうとしたのですか。

久保）古いもので使えるものは使っていくという考えで
す。既存の工場の構造体はまだ使える余地があると考え
ていて、外装材がかなり錆びている現状だったので、そ
こは取り去り、新しい空間として温室を作るなどするこ
とで、景観的にも変わっていくのではないかと考えてい
ます。

西田）PHASE4 の計画はどうですか。

久保）PHASE4 の計画は、残存する企業の商品の展示や
浄化施設での活動が既存の建物のなかで行われ、それを
囲うように新しい展望室を建設し、中央を見ると既存の
光景が広がり、外側には新しく変わっていく景色を見ら
れるような回遊性を計画しました。

10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
    　　      久保　良太

07. 竹思黙考   　　　　加藤　航平

公開プレゼンテーションの様子（加藤）

公開プレゼンテーションの様子（久保）
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　プログラムです。トンネルと対峙させて建築を置き、
緊張の空間と緩和の空間を連鎖させることによって、竹
の新たな可能性が発見されるようにしました。
　ダイヤグラムです。シークエンスの計画です。入口か
ら入って、このようにトンネルに導かれるよう動線を計
画しました。ここは、竹細工の廊と呼ばれる空間です。
ここを巡りながら、竹細工や竹の地下茎を見ることがで
きます。音の間では、竹の音や香りを感じることができ
ます。想像の間は、掻き立てられた好奇心などを表現す
る場所として計画しました。

質疑応答
内海）この建築では、網目状のところ以外では、竹はど
こで使われているのですか。

加藤）網目状のところ以外では、ロビーや茎の間で使っ
ています。

藤井）今の質問と関連するのですが、構造的にも材料的
にも竹を使っていないように見えます。それは、あえて
竹を使わず、竹林と建築を対比的に扱っているという意
図でしょうか。また、そうすることにより、そこにいる
人が竹を感じられるようにしているということでしょう
か。

加藤）動線の最後にあるトンネルを引き立たせたいと考
えています。あまり、本物の竹林を濁らせるようなこと
をしたくないので、対比させるようなイメージで計画し
ました。

西田）建物が斜面に埋まっていて、地形と一体化してい
るのですが、光環境や風環境はどのように考えているの
ですか。建物を普通に建てる場合と比べて、考えなくて
はいけないことが増えるように思うのですが、いかがで
しょうか。

加藤）斜面のこちら側から風が吹くことを想定していて、
ここに開口部を設けて、内部に風を採り入れられるよう
になっています。光は上から取り入れるようになってい
ます。

西田）建築に入って、トンネルを抜けて、竹林まで行く
ところまではわかるのですが、戻ってくる時のランドス
ケープについてはどのように考えていますか。

加藤）杉が生えているところがあり、そこが公園であり、
参道のような空間であり、杉の中で休めるようにしてい
ます。

西田）木と自分との距離はどんな感じなのですか。竹林
を散策した後に出てくる自分の状態はどんな感じなので
すか。つまり、自然の中をどのように歩かせたいのでしょ
うか。

加藤）特にありません。

荻原）この建築を通じて、竹の生産量が減少している現
在の状況を転換するきっかけを作りたいと考えているの
だろうと思うのですが、提案書にある「新たな竹の可能
性と対峙する」とは、具体的にどのようなことですか。

加藤）ここは学習スペースになっていて、ここで竹の生
態について学習します。さらに、職人の人の手による工
芸美を学ぶことによって、竹の新たな可能性に対峙でき
るのではないかと考えています。

10. INDUST：RE　～Regeneration of a Industrial District～ 
     久保　良太
プレゼンテーション
　近代化の役目を終えた全国各地の工業地域では、産業
の空洞化に伴い工場は海外へ移転し、跡地は土壌汚染を
原因に多くは放置され、利活用が課題となっています。
産業の空洞化は、都市に文字通り「空洞」をもたらします。
近代化の役目を終えた工業地域を都市の「空洞」として
廃れさせて良いのでしょうか。
　本提案の目的は、外部の人々を閉ざし、都市に対して
も閉ざし、水際を覆う工業地域の土壌汚染や水質汚染等
の問題点を解決することで、臨海工業地域再生の契機と
することです。
　本提案は、現地でのリサーチに基づき、全国各地で起
こりうる産業の高度化と産業構造の転換に合わせたケー
ススタディです。多くの場合、大規模工場跡地の再開発は、
建物と街区のクリアランスによって一挙に行われます。 
　現在の工業地域は産業構造の過渡期にあたると考え、
歴史的な文脈を消し去るようなスクラップアンドビルド
ではない長期的スパンでの更新を行うことで、都市や人々
に対して閉ざした存在ではなく、住環境を許容する存在
になると考えます。
　敷地は、産業の空洞化に伴い生産高が減少している阪
神工業地帯の一角である尼崎工業地域をモデルケースと
して選択しました。
　プログラムです。産業の空洞化により、都市の「空洞」
と化した工業地帯を植物・微生物を利用したバイオレメ
ディエーション・ファイトレメディエーションによる浄
化を更新の時間単位として工業都市を再生します。公害
を引き起こした、クボタ尼崎工場跡地を対象として、土
壌浄化・水質浄化を行うリーディングファクトリーを建
設します。ここを拠点として時間をかけ、浄化に合わせ
た地区の段階的更新を行います。
　現況図です。尼崎は工業の町として栄えましたが、現
在では衰退が進んでおり、遊休地が虫食い状に広がって
います。今後も増え続けると予想され、都市は機能不全
を起こす恐れがあります。
　PHASE1 です。虫食い状に存在する廃工場は汚染を理
由に放置され、遊休地となっています。そこで、浄化を
行うために地域の工場を解体し、廃材を有効活用するた
めのリサイクルセンターを建設します。廃工場は月日が
進むにつれて増えていき、尼崎 21 世紀の森がある西側か
ら優先的に解体を進めていき、時間をかけて整備を進め
ていきます。
　PHASE2 です。生物・微生物を利用したバイオレメディ
エーション、植物を利用したファイトレメディエーショ
ンを活用し、長期計画のもとに段階的な浄化作業を行い
ます。浄化が完了した土地から、段階的に緑地としての
開放や農地転用を行います。増えていく遊休地に対して
汚染状況を調査し、それに合わせて浄化施設から植物を
運搬して浄化を行っていきます。
　PHASE3 です。工業地帯の利用を考え、サイクリング
ロード、護岸を整備することで、緑地や現存する企業を
めぐるフロムナードを計画します。工場により汚染され
た川は、植物・微生物の働きによって浄化します。工場
により汚染された川では、ボードウォークに付与したパ
イプラインから微生物を放流し、植物による浄化を行っ
ていきます。
　最後に PHASE4 です。産業構造の転換に伴い地区の工
場跡地に緑地・住宅を建設するだけでなく、田畑へと更
新し、農産物の生産により産業の高度化が進む中でも一
次産業への回帰を生み出します。浄化を終えた研究施設
は、それぞれ機能を変化させ、地区を管理していく役目
を担い、生産・消費・処理を「地産地消地処」で行うこ
とで、工業地帯と住環境との関係を更新します。浄化を
終えたところから緑地・農地として開放していき、住宅

や商業施設が建設され、残存する企業と住環境が循環し。
親和します。
　工業都市の再生社会を主軸に行い、徐々に循環社会と
しての基盤を築いていきます。

質疑応答
藤井）PHASE1 から PHASE4 までしっかり調査されて
いて、丁寧に提案、設計までされていて、素晴らしいプ
ロジェクトだなと思いました。質問は、PHASE1 から
PHASE 4 の段階で形ができていく設計コンセプトを詳し
く説明して下さい。
　また、建物の素材についても、それがリサイクルされ
るようなものなのかどうか、詳しく説明して下さい。

久保）基本的には PHASE1 から PHASE 3 までを浄化期
間として設計しています。この期間では、地域の工場が
解体されるので、廃材の利用や、浄化に利用した植物を
建材として利用することを考えています。PHASE4 では、
既存の工場を減築し、新しい建築物を付与する形になっ
ています。模型で黒くなっている部分は、既存の建築物
を減築して利用しています。既存のフレームもそのまま
利用しており、減築した建物を覆うように新築の展望台、
展示室がそれを囲んでいて、それはコンクリートででき
ています。

荻原）建築をもう少し詳しく説明して欲しいのですが。
何を作り、何をどのようにデザインして、どのようなプ
ログラムを作ったのか、もう少し詳しく教えて欲しい。

久保）まず PHASE1 では、工場にチューブ状のボリュー
ムを挿入し、1階で行われる中間処理や資材活用の様子を、
一つ高いレベルから見学できることを計画しています。
PHASE2 では、工場のフレームだけを残して、そこにビ
ニールを被せることによって温室を作り上げ、そこで浄
化に利用する植物を育て、地域の工場に運搬することを
考えています。PHASE3 では、浄化にヨシやアマモといっ
た水生植物を利用しており、その植物を工場のフレーム
だけを残した部分に吊るし、乾燥させ、利用することを、
ワークショップとして開催し、地域に開かれたものとし
ます。また、乾燥したものを、外装材である屋根や壁と
して利用し、空間を作っています。PHASE4 では、減築
して、フレームを残して展望台と展示室を設けました。

西田）古いものに対して新しいものを足していく時に、
どのようなところに気を配ったのですか。また、どのよ
うなところを残そうとしたのですか。

久保）古いもので使えるものは使っていくという考えで
す。既存の工場の構造体はまだ使える余地があると考え
ていて、外装材がかなり錆びている現状だったので、そ
こは取り去り、新しい空間として温室を作るなどするこ
とで、景観的にも変わっていくのではないかと考えてい
ます。

西田）PHASE4 の計画はどうですか。

久保）PHASE4 の計画は、残存する企業の商品の展示や
浄化施設での活動が既存の建物のなかで行われ、それを
囲うように新しい展望室を建設し、中央を見ると既存の
光景が広がり、外側には新しく変わっていく景色を見ら
れるような回遊性を計画しました。

10. INDUST：RE　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
    　　      久保　良太

07. 竹思黙考   　　　　加藤　航平

公開プレゼンテーションの様子（加藤）

公開プレゼンテーションの様子（久保）
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12. Urban Stent graft ∼ 脈打つ都市軸 ∼
     坂本　雄直

プレゼンテーション
　神戸の玄関口である三宮駅周辺地区は、電車 5 線と道
路・歩道・地下道が交錯し、都市構造上の問題が内在し
ています。そこで、公共交通の乗り換えを円滑にし、新
神戸から神戸港までのフラワーロードを立体的につなぐ
ことで、神戸・三宮の詰まった動脈の改善を試みます。
さらに、人と車の動きが活性化し、神戸の魅力がさらに
増すことを目指します。
　背景です。三宮には、JR・阪急・阪神・地下鉄・ニュー
トラムという 5 つの駅舎が集まり、北には新神戸駅、南
には神戸港・神戸空港というインフラが整っており、乗
り換えが多いです。それにもかかわらず、それぞれが孤
立的に発展したため、複雑化し、乗り換えが円滑に行わ
れていないという現状があります。また、片側 3 車線以
上ある車道が縦横に広がり、駅を中心にまちがよっつに
分断され、回遊性に乏しいです。さらに、歩行者のため
の遊歩道が少なく、現状は空間に余裕がありません。歩
いて楽しい環境とは言い難いです。
　敷地と構成です。地下道をリンクさせ、車道を地下に
通します。また、駅の乗り換え動線をつなぎ、まちとま
ちにスロープをかけます。さらに、新神戸駅からウォー
ターフロントまでのフラワーロードを大胆につなぐこと
で、歩いて楽しく、巡りたくなるまちにしていきます。
　そして、三宮の拠点ができることによって、神戸のま
ちを活性化させます。
　柱についてです。柱を二重の筒状とすることで、構造
的に強化します。建物の荷重は、3 次局面の柱を使って
支え、地下道路の壁に受け流します。柱と屋根が交わる
部分は、梁の役割となります。また、屋根で受けた雨水は、
柱の隙間に流し込み、地下のピットで排出します。
　光と風です。三宮において、北は六甲山、南は瀬戸内
海があり、海と人が身近なまちです。六甲山からは六甲
おろしが吹き、自然環境を促します。また、太陽光を柱
に取り入れ、地下空間を光で満たします。自然エネルギー
を有効に取り入れ、空間をよりよくします。
　屋上空間です。自然豊かな神戸において、三宮周辺は
特に緑が少ないです。そこで、緑を感じ、心地よい居場
所を作ります。それは、広場でもあり、駅でもあり、遊
歩道でもあり、そして、三宮の空間に似合う箱です。
　動線計画です。これは改札から改札の動線です。関西
では、梅田の次に乗り換えが多い三宮だからこそ、スムー
ズに乗り換えができるようにスロープをかけました。ま
た、JR の改札口を新しく設けることで、さらに乗り換え
や神戸のまちに出やすくなります。
　次に、改札から改札、または、改札から店舗です。外
部からの入り口は、1 階に 5 箇所、2 階に 2 箇所、地階
には 3 箇所あり、すべての場所から一目で目的地がわか
るようになっています。道幅もゆったりと広くなってお
り、朝夕の通勤時や帰宅ラッシュでも十分な広さになっ
ています。
　階段、エレベーター、エスカレーターの垂直動線も容
易にでき、さらに、人の動きを活発にします。また、JR
に直接接続させることにより、賑わいが増えます。
　図面です。地下は店舗やイベントスペース、カフェ、ギャ
ラリーなど、大規模な建築だからこそ、様々なことで収
益を回収します。また、イベントは夜バルや、ルミナリエ、
また災害のイベントである神戸コレクションをここで行
います。
　入り口のパースです。これは、スクリーンでの映画鑑
賞の様子です。フラワーロードがこのように画期的に進
行していくことを目指します。
　神戸の玄関口である三宮駅周辺は、都市構造などの問
題が内在している。そこで、公共交通の乗り換えを円滑

にし、新神戸から新神戸駅までのフラワーロードを立体
的に繋ぐことで、神戸・三宮の詰まった動脈の改善を試
みます。人と車の動きを活性化し、神戸の魅力がさらに
増すことを願っています。

質疑応答
内海）とても大胆で面白い計画だと思います。ただし、
同じ幅で線状に通されている空間が気になっていて、そ
こを歩いている人にとっては、もう少し空間の幅を変化
させた方が良かったのではないでしょうか。
　また、三宮の都市構造は詳しく知らないのですが、設
地点がもう少しアメーバ状になっていると良いのではな
いかと感じました。いかがでしょうか。

坂本）元々は真四角の空間だったのですが、そこから、もっ
とよっつのまちが繋がるように、4 本のラインで繋がる
ようにしました。作っていく過程で、接地点をもう少し

増やせれば良かったと思いました。

藤井）柱が特徴的で、魅力的だと思いますが、この柱も
すべて同じ寸法で作られているのでしょうか。柱の寸法
を変えながら、もっと変化のあるかたちが作れたのでは
ないでしょうか。
　また、柱の機能としても、雨水を流す以外にも、光の
取り入れ方なども工夫し、変化のあるかたちが作れたよ
うな気がするのですが。

坂本）元々は 1 種類の柱を考えていましたが、柱の機能
を考えるうちに、光が入る半割りの柱、風が通る柱、光
は入らないが風は通る柱など、様々な機能の柱があった
方が良いと考えるようになりました。

藤井）雨水は柱を通さないと排出できないのでしょうか。
また、雨水を温熱環境的に利用することは考えていない
のでしょうか。

坂本）大きな屋根をかけているので、すべての柱を通し
て排水した方が有効であると考えました。

荻原）神戸のまちは、フラワーロード沿いの南北の軸も
大切だと思いますが、東西の軸も大切だと思います。今
回の計画では、東西の軸については、何か改善点はあり
ますか。人の流れを変えるような、または結びつけるよ
うな提案はありますか。

坂本）この建築があることによって、東西の車道も 3 車
線から 2 車線になって狭くなるので、遊歩道が増えるこ
とになります。そうすると、東西の軸についても、神戸
のまちはもっと人が歩きやすい空間になると思います。

荻原）車道が 3 車線から 2 車線になって狭くなることに
よる交通量は、どこでカバーしているのですか。

坂本）神戸には大きな車道が 3 本あるのですが、その上
と下にメインの大きな車道を設けて交通量をカバーする
計画を考えています。その分、三宮駅周辺は歩道を増や
したいと考えています。

13. 藁と蜜柑    鹿山　勇太

プレゼンテーション
　解体と構築が必然的に生み出す、利用者にとって無価
値な過程。効率化されるその時間に、わらしべ長者的交
換を取り入れる。建築空間を作り上げるマテリアルが分
解され、主張しあい、共存する。そこで生まれるブリコラー
ジュ的空間を提案する。
　わらしべ長者の昔話にあるように、藁と蜜柑はそれぞ
れの価値が同一であるから交換されるわけではない。藁
が別の用途に変換され、価値を持つことで、その交換が
成り立っていると言える。ここから、キーワードとして「不
釣り合いな交換」「偶然の出会い」「機能の変換」を挙げる。
このシステムを、建築の解体、と構築のプロセスに置き
換えていく。藁にあたる物が解体・構築のプロセス、利
用者の要求が限定的な価値、蜜柑が利用者が生産するも
のとする。
　主なターゲットは、西中島南方に集まるベンチャー企
業であり、その中でも近年発足した「にしなかバレー」
というコミュニティとする。このエリアはかつて東京オ
リンピックが開催された頃、急激に開発された街であり、
歓楽街として賑わっていた。今では賃料の安いオフィス
ビルとして利用されているが、それでもテナント募集の
張り紙が増加している。建物自体も老朽化が進んでおり、
解体されるのも時間の問題だろう。

　ここであえて時間をかけて解体することの意義として、
「合成の誤謬」というものがある。これは証券用語であり、
ミクロな視点では合理的な行為とされるものが、マクロ
な視点で見た時はマイナスの影響を及ぼすというもので
ある。例えば個人の貯蓄がそれにあたる。すべての個人
が貯蓄に専念すると、個人の資産は高まるが、国として
の総所得は減衰し、最終的には個人の資産すらも減少す
るということである。急激な解体、構築を行う開発にも、
同様のことが言えるのではないだろうか。
　提案のプログラムは、フェーズ０から３の４つに分か
れている。０ではお見合い的「調停」というプログラム
を挿入する。これは、わらしべ長者のキーワードのうち
の「偶然の出会い」を担保するものである。
　次にフェーズ１として、調停によって決められた機能
に従った廃材や単管足場などを、どのように積む・並べる・
吊るすかという方法を、その都度提案して行く。言わば、
空間のダイヤグラムをつくる。機能に従った解体を繰り
返すことで建物を分解していく。
　このように、時間をかけた解体と構築が永遠に繰り返
されていくことで、このエリアが空間の実験場として再
構築されていく。

質疑応答
西田）解体をデザインすることは理解できたが、時間軸
上で、この建築に最終段階はあるのでしょうか？

鹿山）最後にこの形になる、というものはありません。

内海）解体したり構築したりという活動は、俯瞰的に見
れば、都市と同じ状況であると思います。それを、凝縮
した時間の中で行うだとすれば、この建築に不変の部分
は存在するのですか。

鹿山）ものとして残るということは想定していません。
素材として廃材が流通はしていくが、主に行為が残って
いくというイメージです

西田）解体するものと、しないもの。その選定にシステ
ムはあるのでしょうか。

鹿山）決まったシステムはありません。（模型を指して）
例えば、カプセルホテルですと、2 年限定という条件付
きで利用者が使えるように設計していますので。ある意
味実験的な状況が繰り返されていくものとして捉えてい
ます。

藤井）お金を払う人は誰ですか。そこに入る企業ですか。
そこに投資する人は、設計者にお金を払うのですか。

鹿山）企業がお金を出して、設計者がその場所の設計を
請負います。

荻原）ここにある材料のみで繰り返し再利用され続ける
のですか。

鹿山）解体したものを外に廃棄するということはありま
せん。ここに持ち込んでくるものはあります。それは、
解体によってできた穴にシャッターをはめ込むなど、解
体のスケールに合わせたものを外部から持ち込むことを
想定しています。

西田）元のオフィスと比べると、模型を見る限り空隙が
多いように見えますが、そのような容積率的な話と外部
空間が多いこととはどのように関係しているのですか。

鹿山）解体によって大きな材が生まれ、その材を保管す公開プレゼンテーションの様子（鹿山）　　

12. Urban Stent graft ∼ 脈打つ都市軸 ∼ 　坂本　雄直

13. 藁と蜜柑    　鹿山　勇太
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12. Urban Stent graft ∼ 脈打つ都市軸 ∼
     坂本　雄直

プレゼンテーション
　神戸の玄関口である三宮駅周辺地区は、電車 5 線と道
路・歩道・地下道が交錯し、都市構造上の問題が内在し
ています。そこで、公共交通の乗り換えを円滑にし、新
神戸から神戸港までのフラワーロードを立体的につなぐ
ことで、神戸・三宮の詰まった動脈の改善を試みます。
さらに、人と車の動きが活性化し、神戸の魅力がさらに
増すことを目指します。
　背景です。三宮には、JR・阪急・阪神・地下鉄・ニュー
トラムという 5 つの駅舎が集まり、北には新神戸駅、南
には神戸港・神戸空港というインフラが整っており、乗
り換えが多いです。それにもかかわらず、それぞれが孤
立的に発展したため、複雑化し、乗り換えが円滑に行わ
れていないという現状があります。また、片側 3 車線以
上ある車道が縦横に広がり、駅を中心にまちがよっつに
分断され、回遊性に乏しいです。さらに、歩行者のため
の遊歩道が少なく、現状は空間に余裕がありません。歩
いて楽しい環境とは言い難いです。
　敷地と構成です。地下道をリンクさせ、車道を地下に
通します。また、駅の乗り換え動線をつなぎ、まちとま
ちにスロープをかけます。さらに、新神戸駅からウォー
ターフロントまでのフラワーロードを大胆につなぐこと
で、歩いて楽しく、巡りたくなるまちにしていきます。
　そして、三宮の拠点ができることによって、神戸のま
ちを活性化させます。
　柱についてです。柱を二重の筒状とすることで、構造
的に強化します。建物の荷重は、3 次局面の柱を使って
支え、地下道路の壁に受け流します。柱と屋根が交わる
部分は、梁の役割となります。また、屋根で受けた雨水は、
柱の隙間に流し込み、地下のピットで排出します。
　光と風です。三宮において、北は六甲山、南は瀬戸内
海があり、海と人が身近なまちです。六甲山からは六甲
おろしが吹き、自然環境を促します。また、太陽光を柱
に取り入れ、地下空間を光で満たします。自然エネルギー
を有効に取り入れ、空間をよりよくします。
　屋上空間です。自然豊かな神戸において、三宮周辺は
特に緑が少ないです。そこで、緑を感じ、心地よい居場
所を作ります。それは、広場でもあり、駅でもあり、遊
歩道でもあり、そして、三宮の空間に似合う箱です。
　動線計画です。これは改札から改札の動線です。関西
では、梅田の次に乗り換えが多い三宮だからこそ、スムー
ズに乗り換えができるようにスロープをかけました。ま
た、JR の改札口を新しく設けることで、さらに乗り換え
や神戸のまちに出やすくなります。
　次に、改札から改札、または、改札から店舗です。外
部からの入り口は、1 階に 5 箇所、2 階に 2 箇所、地階
には 3 箇所あり、すべての場所から一目で目的地がわか
るようになっています。道幅もゆったりと広くなってお
り、朝夕の通勤時や帰宅ラッシュでも十分な広さになっ
ています。
　階段、エレベーター、エスカレーターの垂直動線も容
易にでき、さらに、人の動きを活発にします。また、JR
に直接接続させることにより、賑わいが増えます。
　図面です。地下は店舗やイベントスペース、カフェ、ギャ
ラリーなど、大規模な建築だからこそ、様々なことで収
益を回収します。また、イベントは夜バルや、ルミナリエ、
また災害のイベントである神戸コレクションをここで行
います。
　入り口のパースです。これは、スクリーンでの映画鑑
賞の様子です。フラワーロードがこのように画期的に進
行していくことを目指します。
　神戸の玄関口である三宮駅周辺は、都市構造などの問
題が内在している。そこで、公共交通の乗り換えを円滑

にし、新神戸から新神戸駅までのフラワーロードを立体
的に繋ぐことで、神戸・三宮の詰まった動脈の改善を試
みます。人と車の動きを活性化し、神戸の魅力がさらに
増すことを願っています。

質疑応答
内海）とても大胆で面白い計画だと思います。ただし、
同じ幅で線状に通されている空間が気になっていて、そ
こを歩いている人にとっては、もう少し空間の幅を変化
させた方が良かったのではないでしょうか。
　また、三宮の都市構造は詳しく知らないのですが、設
地点がもう少しアメーバ状になっていると良いのではな
いかと感じました。いかがでしょうか。

坂本）元々は真四角の空間だったのですが、そこから、もっ
とよっつのまちが繋がるように、4 本のラインで繋がる
ようにしました。作っていく過程で、接地点をもう少し

増やせれば良かったと思いました。

藤井）柱が特徴的で、魅力的だと思いますが、この柱も
すべて同じ寸法で作られているのでしょうか。柱の寸法
を変えながら、もっと変化のあるかたちが作れたのでは
ないでしょうか。
　また、柱の機能としても、雨水を流す以外にも、光の
取り入れ方なども工夫し、変化のあるかたちが作れたよ
うな気がするのですが。

坂本）元々は 1 種類の柱を考えていましたが、柱の機能
を考えるうちに、光が入る半割りの柱、風が通る柱、光
は入らないが風は通る柱など、様々な機能の柱があった
方が良いと考えるようになりました。

藤井）雨水は柱を通さないと排出できないのでしょうか。
また、雨水を温熱環境的に利用することは考えていない
のでしょうか。

坂本）大きな屋根をかけているので、すべての柱を通し
て排水した方が有効であると考えました。

荻原）神戸のまちは、フラワーロード沿いの南北の軸も
大切だと思いますが、東西の軸も大切だと思います。今
回の計画では、東西の軸については、何か改善点はあり
ますか。人の流れを変えるような、または結びつけるよ
うな提案はありますか。

坂本）この建築があることによって、東西の車道も 3 車
線から 2 車線になって狭くなるので、遊歩道が増えるこ
とになります。そうすると、東西の軸についても、神戸
のまちはもっと人が歩きやすい空間になると思います。

荻原）車道が 3 車線から 2 車線になって狭くなることに
よる交通量は、どこでカバーしているのですか。

坂本）神戸には大きな車道が 3 本あるのですが、その上
と下にメインの大きな車道を設けて交通量をカバーする
計画を考えています。その分、三宮駅周辺は歩道を増や
したいと考えています。

13. 藁と蜜柑    鹿山　勇太

プレゼンテーション
　解体と構築が必然的に生み出す、利用者にとって無価
値な過程。効率化されるその時間に、わらしべ長者的交
換を取り入れる。建築空間を作り上げるマテリアルが分
解され、主張しあい、共存する。そこで生まれるブリコラー
ジュ的空間を提案する。
　わらしべ長者の昔話にあるように、藁と蜜柑はそれぞ
れの価値が同一であるから交換されるわけではない。藁
が別の用途に変換され、価値を持つことで、その交換が
成り立っていると言える。ここから、キーワードとして「不
釣り合いな交換」「偶然の出会い」「機能の変換」を挙げる。
このシステムを、建築の解体、と構築のプロセスに置き
換えていく。藁にあたる物が解体・構築のプロセス、利
用者の要求が限定的な価値、蜜柑が利用者が生産するも
のとする。
　主なターゲットは、西中島南方に集まるベンチャー企
業であり、その中でも近年発足した「にしなかバレー」
というコミュニティとする。このエリアはかつて東京オ
リンピックが開催された頃、急激に開発された街であり、
歓楽街として賑わっていた。今では賃料の安いオフィス
ビルとして利用されているが、それでもテナント募集の
張り紙が増加している。建物自体も老朽化が進んでおり、
解体されるのも時間の問題だろう。

　ここであえて時間をかけて解体することの意義として、
「合成の誤謬」というものがある。これは証券用語であり、
ミクロな視点では合理的な行為とされるものが、マクロ
な視点で見た時はマイナスの影響を及ぼすというもので
ある。例えば個人の貯蓄がそれにあたる。すべての個人
が貯蓄に専念すると、個人の資産は高まるが、国として
の総所得は減衰し、最終的には個人の資産すらも減少す
るということである。急激な解体、構築を行う開発にも、
同様のことが言えるのではないだろうか。
　提案のプログラムは、フェーズ０から３の４つに分か
れている。０ではお見合い的「調停」というプログラム
を挿入する。これは、わらしべ長者のキーワードのうち
の「偶然の出会い」を担保するものである。
　次にフェーズ１として、調停によって決められた機能
に従った廃材や単管足場などを、どのように積む・並べる・
吊るすかという方法を、その都度提案して行く。言わば、
空間のダイヤグラムをつくる。機能に従った解体を繰り
返すことで建物を分解していく。
　このように、時間をかけた解体と構築が永遠に繰り返
されていくことで、このエリアが空間の実験場として再
構築されていく。

質疑応答
西田）解体をデザインすることは理解できたが、時間軸
上で、この建築に最終段階はあるのでしょうか？

鹿山）最後にこの形になる、というものはありません。

内海）解体したり構築したりという活動は、俯瞰的に見
れば、都市と同じ状況であると思います。それを、凝縮
した時間の中で行うだとすれば、この建築に不変の部分
は存在するのですか。

鹿山）ものとして残るということは想定していません。
素材として廃材が流通はしていくが、主に行為が残って
いくというイメージです

西田）解体するものと、しないもの。その選定にシステ
ムはあるのでしょうか。

鹿山）決まったシステムはありません。（模型を指して）
例えば、カプセルホテルですと、2 年限定という条件付
きで利用者が使えるように設計していますので。ある意
味実験的な状況が繰り返されていくものとして捉えてい
ます。

藤井）お金を払う人は誰ですか。そこに入る企業ですか。
そこに投資する人は、設計者にお金を払うのですか。

鹿山）企業がお金を出して、設計者がその場所の設計を
請負います。

荻原）ここにある材料のみで繰り返し再利用され続ける
のですか。

鹿山）解体したものを外に廃棄するということはありま
せん。ここに持ち込んでくるものはあります。それは、
解体によってできた穴にシャッターをはめ込むなど、解
体のスケールに合わせたものを外部から持ち込むことを
想定しています。

西田）元のオフィスと比べると、模型を見る限り空隙が
多いように見えますが、そのような容積率的な話と外部
空間が多いこととはどのように関係しているのですか。

鹿山）解体によって大きな材が生まれ、その材を保管す公開プレゼンテーションの様子（鹿山）　　
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るために外部空間を作り、それを並べて一時的に保管し
ます。そういった場所を、利用者なり、企業が調停し、
そこに保管だけでない利用価値を見出していく、といっ
たプログラムなので、外部空間が多くなっています。

14. crossing = 交雑、異種交配  住寄　龍水

プレゼンテーション
　本提案は、「少なさ」に価値を見出しだした案です。少
ないからこそ溢れ出す行為の連鎖が、より自由な暮らし
や、住民同士の濃い繋がりを創出すると考えています。
背景は、「過保護な建築」としました。「過保護な建築」とは、
その空間で何をするかが決まっていて、人々が受動的に
なってしまう建築物を指しています。私は、「過保護な建
築」によって、人々が受動的になっていることを問題視
しており、人々が建築に対してどのように積極的に関わっ
ていけるのかを提案します。
　コンセプトです。一言でまとめると、「寮という枠組み
を拡大することで人々の交流を促す」です。寮を地域や
学校に開放することで、地域住民やキャンパス内の学生
までも「寮生」とみなし、「寮生」が経験や出来事を共有
することで使い続けられる建築を目指します。
このようにして、私は学生寮に着目しました。学生寮の
ポテンシャルは二つあります。まず一つ目は、「学生寮の
循環性」です。「循環性」とは、世代を超えた持続可能な
関係を指します。大学の学生寮は、四年間という制限さ
れた期間で運営されます。四年という入学から卒業まで
のサイクルによって、確実に寮生が入れ替わっていき、
それによって、様々な経験やモノが引き継がれていきます。
　二つ目は、「知の集積」です。先ほど言ったように、循
環していくからこそ経験やモノ、人が寮内に溜まってい
き、専門性を有する学生達によって知の化学反応が起こ
ります。
　選定敷地は、京大北部キャンパスとしています。「農学
× 学生寮」の活動（例 1：キャンパス内で収穫された農作
物を近隣住民が利用することで、その場所が地域食堂と
なっていく。）（例 2：学生が近隣の子ども達に勉強を教
えることにより、その場所が地域学童保育所になる。）が
起こることを期待します。
　京大北部キャンパス近隣には、スーパーマーケットな
どがあり、学生にとって生活がしやすい環境になってい
ます。また、主に農学部生がこのキャンパスを利用し、
先ほど言った「農学 × 学生寮」に活用できると考えてい
ます。
　このようなコンセプトや、寮のポテンシャルを活かす
ため、「寮の最小化による行動の最大化」という空間提案
をしました。提案する寮部分は、2 メートル ×15 メート
ルの三人一組の部屋になっており、極端に細長い空間で
す。小さいからこそ、そこでは行動は制限され、外部へ
と飛び出します。そうやって飛び出した行為はコモン空
間で交わります。また、その逆に、小さいからこそ部屋
内の三人はより密着し合い、交流を深めていきます。
　細長い部分は学生寮にしています。その他をコモンス
ペース（行為が溢れ出していく場所）にしています。不
要となった本でコモンライブラリーが形成されたり、部
屋内に置くことのできないスクリーンやソファによって
コモンリビングが形成されます。寮の部分は、ライトシェ
ルフとダブルスキンを考えています。

質疑応答
西田）荻原さんに確認したいのですが、細い壁のような
生活の場は、環境的に大丈夫なのですか。

荻原）寮の部屋は全てガラス張りですか。

住寄）はい。

荻原）寮の内部のプライベートな部分まで、透過性の高
いガラスで連続させた理由を教えて下さい。

住寄）私の案は猥雑さを求めており、寮内部の行為が外
部に飛び出していき、そこで様々な要素と交わっていく
ことを理想としています。そう考えると、寮の部分だけ
隠されている状態は望ましくないと感じました。また、
プライバシーに関しては、カーテンなどで自由に調節で
きると考えました。

荻原）カーテンで仕切られていてもよいのですね。温熱
環境や光環境を考えると、ダブルスキンという一言で片
付けるのは無理がありますが、ひとが過ごせる空間には
なるとは思いますが、そこまでやらなくてもよい気がし
ます。寮の行為を最小化するということだけでも強いイ
ンパクトを持っているだけに、さらに寮を透過させてい
く必要があるのか、少し疑問に感じます。

西田）全体平面計画の色々なところを寮が通過していま
すが、寮とコモンスペースがぶつかるところ、つまり異
質なものどうしがぶつかるところは、どのように空間的
に解いているのですか。

住寄）コモンの真横に寮があります。

西田）異質なものどうしがせめぎあっているのですね。

住寄）そうです。

荻原）既存の校舎に対して、骨々しいフィーレンディー
ルトラスがたくさんあるのですが、その空間表現やデザ
インの意図を教えてください。

住寄）様々なモノが混ざり合った状態が良いと考えてい
るので、途中に柱が何本も落ちてしまうより、トラスを
用いることで、行為が阻害されないシームレスな空間を
作りました。また、中庭部分は半屋外空間にしたかった
ので、トラス上部にガラスを付けることで、雨風をしの
げるようにしました。

藤井）少ない建築を目指している割には、トラスや構造
部分が少ないというよりも、逆に大きく目立ってしまっ
ていますが、それはどのように感じていますか。

住寄）少ないというのは、学生寮部分における少なさで
あって、全体としての少なさではありません。

15. 再起する景    髙永　賢也

プレゼンテーション
　かつての暮らしは、生活者どおしの相互扶助的な関係
によって成り立っています。また、風景はその場やその
人固有の複合的価値を有していました。しかし、現代の
暮らしは受動的立場に固定化されることが多く、そのこ
とに伴い、風景が持つ価値は形骸化されてきました。
　敷地は、京都市東山区霊山町です。近年では、人口の
3 倍以上の外国人観光客が訪れ、賑わっていますが、一
方で、その賑わいによる公害、京都市内で最も高い空き
家率、人口減少の問題があり、観光面での飽和的状態と
生活面での空洞的状態を抱えています。
　また、京都の遠景を造り出している東山三十六峰を有
しています。東山三十六峰は社寺林でありながら、住民
が共同で維持管理し、その代わりに肥料や燃料を得ると
いう里山的利用が為されていました。住民にとって、単
なる風景ではなく、生活に欠かせないものとして存在し

ていました。
　対象敷地である霊山町は二年坂の後方に位置し、現状
は住宅街ですが、空き家化が進み、また、宿泊施設の建
設が予定されていることから、住人にとっての公害が心
配されます。
　そのような場所に対して、観光による集客性と空洞化
をポジティブに捉えることで、かつての風景がもつ価値
を再起させ、観光と生活の良好な関係を築くことを考え
ました。観光と生活が融解して成り立つ「新たな生活の場」
を提案します。
　生活者は、観光の中心地が持つ集客性の恩恵を受けつ
つ、その集客力による補完的役割をも担うことで、観光
の中心地と周辺部、そして観光と生活の良好な関係を築
きます。
　具体的には、生活者は、提供する側、される側の外部
に立つ傍観者として暮らすのでなく、観光の中心地に近
接していることによって少なからずの役割を担うことで、
能動と受動の関係を連鎖させ、両者の良好な関係を築き
ます。

質疑応答
西田）模型を使って、その場所での機能を説明してくだ
さい。

髙永）例えば、里山エリアの模型ですと、冬の干ばつによっ
て可動式の床とフレームが増築され、そのようにして生
まれた空間に、現在は飽和状態にある就学旅行生徒を新
住民として受け入れる宿泊所を作ったり、それらの住民
らが制作を行う製材所を設けたりして、それらの機能に
よって里山的環境が構築されていきます。

西田）可動という説明がありましたが、可動式のものが
フレームに新たに追加されていくということですか。

髙永）フレームに追加されていったり、フレーム自体も
新たに増築されたりして、夏には減築して樹木が増えた
り、季節によっても生まれてくる風景が変わっていきま
す。

西田）模型を見ると、斜面にそのまま床が乗っていて、
動線がわかりづらいのですが、あえてそのような計画に
しているのですか。

髙永）動線を明確にせず、山という自然のものに対して、
人工物である床が食い込むように配置されています。そ
のことで、人工と自然の中間としての里山に近づけるの
ではないかと思い、あえてそのような計画にしました。

藤井）観光客はここまで上がってくるのですか。

髙永）観光客は、ここまではほとんど上がってこない想
定です。観光の中心地から離れるにつれ、機能的には生
活の濃度が上がるように計画することで、他の観光地と
の差別化を図っています。

20. 5W2H    中本　昂佑

プレゼンテーション
　都市には、多様な目的を持った人が集まりますが、一
方で、建築は専門分化してきました。「機能的建築」では
なく、一見無意味と思えるような複数の機能を持つこと
によって、連続的でシームレスな「生活」を可能にする
オフィス住宅を提案します。
　都市には、様々な異なる目的を持った人が集まります。
そして、限定的な機能に対応することを目指し、近代以
降、より機能的な建築が求められるようになってきまし

14. crossing = 交雑、異種交配 　　　　住寄　龍水

公開プレゼンテーションの様子（住寄）

15. 再起する景   　　　　髙永　賢也

公開プレゼンテーションの様子（髙永）
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るために外部空間を作り、それを並べて一時的に保管し
ます。そういった場所を、利用者なり、企業が調停し、
そこに保管だけでない利用価値を見出していく、といっ
たプログラムなので、外部空間が多くなっています。

14. crossing = 交雑、異種交配  住寄　龍水

プレゼンテーション
　本提案は、「少なさ」に価値を見出しだした案です。少
ないからこそ溢れ出す行為の連鎖が、より自由な暮らし
や、住民同士の濃い繋がりを創出すると考えています。
背景は、「過保護な建築」としました。「過保護な建築」とは、
その空間で何をするかが決まっていて、人々が受動的に
なってしまう建築物を指しています。私は、「過保護な建
築」によって、人々が受動的になっていることを問題視
しており、人々が建築に対してどのように積極的に関わっ
ていけるのかを提案します。
　コンセプトです。一言でまとめると、「寮という枠組み
を拡大することで人々の交流を促す」です。寮を地域や
学校に開放することで、地域住民やキャンパス内の学生
までも「寮生」とみなし、「寮生」が経験や出来事を共有
することで使い続けられる建築を目指します。
このようにして、私は学生寮に着目しました。学生寮の
ポテンシャルは二つあります。まず一つ目は、「学生寮の
循環性」です。「循環性」とは、世代を超えた持続可能な
関係を指します。大学の学生寮は、四年間という制限さ
れた期間で運営されます。四年という入学から卒業まで
のサイクルによって、確実に寮生が入れ替わっていき、
それによって、様々な経験やモノが引き継がれていきます。
　二つ目は、「知の集積」です。先ほど言ったように、循
環していくからこそ経験やモノ、人が寮内に溜まってい
き、専門性を有する学生達によって知の化学反応が起こ
ります。
　選定敷地は、京大北部キャンパスとしています。「農学
× 学生寮」の活動（例 1：キャンパス内で収穫された農作
物を近隣住民が利用することで、その場所が地域食堂と
なっていく。）（例 2：学生が近隣の子ども達に勉強を教
えることにより、その場所が地域学童保育所になる。）が
起こることを期待します。
　京大北部キャンパス近隣には、スーパーマーケットな
どがあり、学生にとって生活がしやすい環境になってい
ます。また、主に農学部生がこのキャンパスを利用し、
先ほど言った「農学 × 学生寮」に活用できると考えてい
ます。
　このようなコンセプトや、寮のポテンシャルを活かす
ため、「寮の最小化による行動の最大化」という空間提案
をしました。提案する寮部分は、2 メートル ×15 メート
ルの三人一組の部屋になっており、極端に細長い空間で
す。小さいからこそ、そこでは行動は制限され、外部へ
と飛び出します。そうやって飛び出した行為はコモン空
間で交わります。また、その逆に、小さいからこそ部屋
内の三人はより密着し合い、交流を深めていきます。
　細長い部分は学生寮にしています。その他をコモンス
ペース（行為が溢れ出していく場所）にしています。不
要となった本でコモンライブラリーが形成されたり、部
屋内に置くことのできないスクリーンやソファによって
コモンリビングが形成されます。寮の部分は、ライトシェ
ルフとダブルスキンを考えています。

質疑応答
西田）荻原さんに確認したいのですが、細い壁のような
生活の場は、環境的に大丈夫なのですか。

荻原）寮の部屋は全てガラス張りですか。

住寄）はい。

荻原）寮の内部のプライベートな部分まで、透過性の高
いガラスで連続させた理由を教えて下さい。

住寄）私の案は猥雑さを求めており、寮内部の行為が外
部に飛び出していき、そこで様々な要素と交わっていく
ことを理想としています。そう考えると、寮の部分だけ
隠されている状態は望ましくないと感じました。また、
プライバシーに関しては、カーテンなどで自由に調節で
きると考えました。

荻原）カーテンで仕切られていてもよいのですね。温熱
環境や光環境を考えると、ダブルスキンという一言で片
付けるのは無理がありますが、ひとが過ごせる空間には
なるとは思いますが、そこまでやらなくてもよい気がし
ます。寮の行為を最小化するということだけでも強いイ
ンパクトを持っているだけに、さらに寮を透過させてい
く必要があるのか、少し疑問に感じます。

西田）全体平面計画の色々なところを寮が通過していま
すが、寮とコモンスペースがぶつかるところ、つまり異
質なものどうしがぶつかるところは、どのように空間的
に解いているのですか。

住寄）コモンの真横に寮があります。

西田）異質なものどうしがせめぎあっているのですね。

住寄）そうです。

荻原）既存の校舎に対して、骨々しいフィーレンディー
ルトラスがたくさんあるのですが、その空間表現やデザ
インの意図を教えてください。

住寄）様々なモノが混ざり合った状態が良いと考えてい
るので、途中に柱が何本も落ちてしまうより、トラスを
用いることで、行為が阻害されないシームレスな空間を
作りました。また、中庭部分は半屋外空間にしたかった
ので、トラス上部にガラスを付けることで、雨風をしの
げるようにしました。

藤井）少ない建築を目指している割には、トラスや構造
部分が少ないというよりも、逆に大きく目立ってしまっ
ていますが、それはどのように感じていますか。

住寄）少ないというのは、学生寮部分における少なさで
あって、全体としての少なさではありません。

15. 再起する景    髙永　賢也

プレゼンテーション
　かつての暮らしは、生活者どおしの相互扶助的な関係
によって成り立っています。また、風景はその場やその
人固有の複合的価値を有していました。しかし、現代の
暮らしは受動的立場に固定化されることが多く、そのこ
とに伴い、風景が持つ価値は形骸化されてきました。
　敷地は、京都市東山区霊山町です。近年では、人口の
3 倍以上の外国人観光客が訪れ、賑わっていますが、一
方で、その賑わいによる公害、京都市内で最も高い空き
家率、人口減少の問題があり、観光面での飽和的状態と
生活面での空洞的状態を抱えています。
　また、京都の遠景を造り出している東山三十六峰を有
しています。東山三十六峰は社寺林でありながら、住民
が共同で維持管理し、その代わりに肥料や燃料を得ると
いう里山的利用が為されていました。住民にとって、単
なる風景ではなく、生活に欠かせないものとして存在し

ていました。
　対象敷地である霊山町は二年坂の後方に位置し、現状
は住宅街ですが、空き家化が進み、また、宿泊施設の建
設が予定されていることから、住人にとっての公害が心
配されます。
　そのような場所に対して、観光による集客性と空洞化
をポジティブに捉えることで、かつての風景がもつ価値
を再起させ、観光と生活の良好な関係を築くことを考え
ました。観光と生活が融解して成り立つ「新たな生活の場」
を提案します。
　生活者は、観光の中心地が持つ集客性の恩恵を受けつ
つ、その集客力による補完的役割をも担うことで、観光
の中心地と周辺部、そして観光と生活の良好な関係を築
きます。
　具体的には、生活者は、提供する側、される側の外部
に立つ傍観者として暮らすのでなく、観光の中心地に近
接していることによって少なからずの役割を担うことで、
能動と受動の関係を連鎖させ、両者の良好な関係を築き
ます。

質疑応答
西田）模型を使って、その場所での機能を説明してくだ
さい。

髙永）例えば、里山エリアの模型ですと、冬の干ばつによっ
て可動式の床とフレームが増築され、そのようにして生
まれた空間に、現在は飽和状態にある就学旅行生徒を新
住民として受け入れる宿泊所を作ったり、それらの住民
らが制作を行う製材所を設けたりして、それらの機能に
よって里山的環境が構築されていきます。

西田）可動という説明がありましたが、可動式のものが
フレームに新たに追加されていくということですか。

髙永）フレームに追加されていったり、フレーム自体も
新たに増築されたりして、夏には減築して樹木が増えた
り、季節によっても生まれてくる風景が変わっていきま
す。

西田）模型を見ると、斜面にそのまま床が乗っていて、
動線がわかりづらいのですが、あえてそのような計画に
しているのですか。

髙永）動線を明確にせず、山という自然のものに対して、
人工物である床が食い込むように配置されています。そ
のことで、人工と自然の中間としての里山に近づけるの
ではないかと思い、あえてそのような計画にしました。

藤井）観光客はここまで上がってくるのですか。

髙永）観光客は、ここまではほとんど上がってこない想
定です。観光の中心地から離れるにつれ、機能的には生
活の濃度が上がるように計画することで、他の観光地と
の差別化を図っています。

20. 5W2H    中本　昂佑

プレゼンテーション
　都市には、多様な目的を持った人が集まりますが、一
方で、建築は専門分化してきました。「機能的建築」では
なく、一見無意味と思えるような複数の機能を持つこと
によって、連続的でシームレスな「生活」を可能にする
オフィス住宅を提案します。
　都市には、様々な異なる目的を持った人が集まります。
そして、限定的な機能に対応することを目指し、近代以
降、より機能的な建築が求められるようになってきまし

14. crossing = 交雑、異種交配 　　　　住寄　龍水

公開プレゼンテーションの様子（住寄）

15. 再起する景   　　　　髙永　賢也

公開プレゼンテーションの様子（髙永）
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た。また、3.11 以降、共同体の必要が叫ばれるようになっ
てきましたが、地縁や血縁に基づく共同体は、都市にお
いて存在すべくもなく、新たな形の共同体が求められて
います。
　単一な機能に基づき建設された建築は、使う時間と使
わない時間が存在してしまいます。特にオフィスではそ
れが顕著で、夜中には大量の空間が「空っぽ」の状態になっ
てしまいます。また現在、働き方改革などで多様な働き
方が進み、オフィスは必ずしも必要とされなくなってき
ています。今後、オフィスをどのようにしていけばよい
のでしょうか。
　かつては「暮らす」と「働く」が有機的に結びついて
いたように、「より作業を快適に進められる空間」を「暮
らしやすい空間」と置き換えるビジョンを考えました。「暮
らす」と「働く」が新たな結びつきを持つことによって、
働きやすい環境と、都市における新たな「共同体」を構
築していきます。
　コンセプトは、「都市に生まれる共異体〜ビルディング
タイプの融合と解体〜」です。
　まず、共同体と共異体の違いを説明します。共同体は、
土地の縁などから暮らすことや働くことに関わり、支え
合っていく関係性と定義します。それに対して、共異体は、
ある目的においてだけ集まり、目的が終われば解散して
いく不確定な関係性で、そこで関わる人は、あくまで「個
人」を前提とします。
　かつては、「暮らす」と「働く」が同じ主人公であり、
同じ場所で起こることでしたが、本提案では、人も場所
も一致するのではなく、現状と同じ「暮らす」と「働く」
は分離した状態のままです。
　しかし、建築が「暮らす」も「働く」も可能にすることで、
そこでは違う人たちの行為が発生し、「不確定なつながり」
が形成されます。「不確定なつながり」とは、一つの建築を、
昼はオフィス、夜は住宅にすることであり、朝や夕方に「重
なりしろ」を生み出します。また、同じ空間を、昼と夜
で違う人が使うことで見えないつながりを形成します。
敷地は、大阪市中央区備後町の「本町オフィスエリア」
です。このエリアは、建物の老朽化が進み、様々な企業
が別のエリアへと移転しています。
　プログラムは「なんでもありの共異体建築」です。一
見無意味とも思えるような複数の機能が連続的に関係を
結び、本来的に連続的でシームレスな生活を可能にする
建築を意味しています。昼と夜の主要な機能として、昼
はオフィスとして、夜は住宅として利用できるようにし、
その関係性は暮らすことができるようにすることでより
働きやすくなる、また働きやすいからこそ暮らしやすく
もなるという機能を加えていきます。その主要な複合さ
れるプログラムは、娯楽プログラム、食プログラム、文
化プログラム、運動プログラム、習慣プログラムの５つ
であり、それらの連続的なつながりを形成します。

質疑応答
西田）普通のオフィスが夜に住宅になるのであれば、い
わゆる雑居ビルやオフィスビルのように、基準階フロア
が連続するような建物でもよいと思うのですが、オフィ
スビルとしては特異な形状をしていると感じます。この
空間をオフィスとして見たとき、どこがどう良いのか説
明してください。

中本）現代のオフィスは、島型の机が並べられているオ
フィスではなく、リビングのようなゆったりできる空間
で働けるようにするべきであり、吹き抜けなどを設け、
視線の抜けによって、休んでいる風景が見えたりする空
間にしています。会議室も、閉じこもった状態ではなく、
明るくゆったりできるような、今求められているオフィ
スのかたちを取り込んでいます。それが、暮らしやすい
空間に置き換えて考えられると思い、夜は住む場所とし

て、昼は仮眠室として使われたりします。下の階にカフェ
があるのですが、オフィスにあるような小さな給湯室で
はなく、大きくすることで夜は共有キッチンとして利用
できることを考えました。

藤井）床がずれてスキップフロアになっていたり、床が
抜けていて大きなボイドがあったり、かなり魅力的な空
間になっていると思いますが、本町という都会のなかで、
床面積がかなり減る提案になっています。それは受け入
れられると思いますか。それとも、何らかの調査に基づ
いて提案されているのでしょうか。

中本）現状では建物が老朽化していて、オフィスの撤退
が多いということと、これまでのオフィスビルの場合、
昼だけしか使わない床面積で計算されていると思うので
すが、この建築は昼と夜の両方の時間で使うので、床面
積の利用率はこれまでよりも高まると考えています。

荻原）熱や光、明るさなどの温熱環境は、住宅に求めら
れる環境とオフィスに求められる環境が違うと思います。
例えば、明るさは、住宅はそれほど明るい環境である必
要はありませんが、オフィスでは自分の脳を覚醒させ、
仕事に集中するために、高い照度が必要です。また、温
熱環境においても、住宅では自然に近い揺らぎがとても
居心地良いこともあるのですが、オフィスはわりと均質
で安定した環境が必要だと思います。
　求められる環境の質がかなり違う２つのプログラムを
オーバーラップさせていますが、両者に求められる環境
の質はかなり近いと捉えていて、ひとつの空間を共有す
るという考え方だと僕には聞こえました。そうではなく、
違う質の環境を可変装置などを使って変化させるような
考え方は、空間の中にしくみとしてあるのですか。

中本）あります。昼は執務室として使い、夜は住戸とし
て使われるこの空間は、斜めに配置している壁に可変の
壁を設置することによって、昼間は広がっていて広いリ
ビングのような空間なので、仕事をしたり、会議をした
りできます。夜になると閉まって、個室化するので、住
宅として利用できます。このスライドが昼の模型写真で、
この模型が夜の状態です。

内海）根本的な質問ですが、夜にここで住み、寝ている
人と、昼に働いている人は同じ人ですか。

中本）いえ、別の人です。

内海）夜にここに住んでいる人は、この建物内のどこか
で働いていて、毎日ここから通ってくるのですか。

中本）住戸の住まい手は、周辺で働いていたり、学生であっ
たり、単身者であったりということを想定しています。

内海）毎日同じ人がここに帰ってくるのですね。

中本）そうです。

22. 闇市とキャバレー   原　雪之

プレゼンテーション
　かつての京橋には、闇市とキャバレーを原点とした猥
雑な賑わいがありました。本提案は、私が 20 年間住んで
いる京橋を敷地としています。
　背景です。大阪・京橋は JR・京阪電鉄・地下鉄が乗り
入れ、1 日 50 万人の乗降者数を誇る大きなターミナルで
す。また、近くには大阪ビジネスパークがあり、サラリー

マンも多く滞在するため、下町的情緒も兼ね備えていま
す。そのような中、東京オリンピックや大阪万博が差し
迫ることで、京橋にも開発の波が押し寄せてきました。
このままでは、開発の波に飲まれて、京橋の独特な雰囲
気が消失し、平均化した街になるのもそう遠くはないで
しょう。
　ここで、疑問です。猥雑な下町的雰囲気を醸し出しな
がらも、多くの乗降者で賑わう繁華街であるという、あ
る種対照的な立場に在り続けた京橋の特色を活かすこと
で、京橋は、梅田や心斎橋といった「矯正された街」と
は異なる新しい観光地になることができるのではないで
しょうか。
　コンセプトです。猥雑な街。闇市とキャバレーを現代に。
京橋の原点でもある闇市とキャバレーを現代的に置換し、
活かします。
　プログラムです。開発によって流入してくるであろう
多くの観光客をメインターゲットとして、酔っ払いのお
じさんとサラリーマン、これまで京橋を利用してきた地
元民をターゲットとします。
　次に、闇市とキャバレーを空間的に落とし込むために、
それぞれを捉え直します。闇市は「雑多性」「不定期性」「仮
設性」「曖昧な境界」「自由度」とし、キャバレーは「エンター
テイメント」、さらに「職＋遊」「食＋観」などのふたつ
以上のカテゴリーが混在していることと捉えました。
　京橋には日常と非日常、ケとハレが存在します。日常
としての京橋は、アーチ橋の厚みによって空間が仕切ら
れます。狭い通路空間を作り出すことで、より多くの利
用者に対応すること、多くの用途に応じやすくすること
を想定しています。非日常の祝祭としての京橋では、京
橋全体を巻き込み、盛り上がりを助けるために、重なっ
た通路を一体として捉え、大きな空間を作り出すことを
可能としています。それによって多くの観光客を見込む
ことができると想定しています。

質疑応答
内海 )16 枚目のシートを見せてください。周辺のコンテ
クストをもう少し説明してください。敷地周辺環境がど
うなっているのか知りたいと思います。例えば向かい側
はどうなっているのですか。

原 ) 向かい側には、テナントビルが密集して建っています。
そこへ、部分的にアーチ橋を差し込むことで、これまで
ビルに閉じこもっていたものを溢れ出させ、境界を曖昧
にしています。この図面は、一部分の図面ですが、この
部分は既存の建物で、ここにアーチ橋が差し込まれてま
す。

内海 ) 既存のビルを解体しているのですか。

原 ) そうですね。解体して、部分的に残すべきところは
残しています。

荻原 ) 建物と櫓の関係性を説明してください。

原 ) 櫓は、京橋をより観光地化するためのシンボルタワー
的な存在として作りました。橋の下でごちゃごちゃして
いるので、橋の下だけで固まらずに、上にも展開させて
いくために、櫓と繋がる関係性にしています。

荻原 ) ある方向に合わせてアーチを連続させている橋は、
周辺の建物の高さと比較して、高いのでしょうか、低い
のでしょうか。また、橋の上はどのように使うのでしょ
うか。

原 ) 周辺の建物の多くは 3 〜 5 階建てであり、この橋の
高さは周辺に合わせています。したがって、建物の途中

20. 5W2H   　 中本　昂佑

公開プレゼンテーションの様子（中本）

22. 闇市とキャバレー  　　 原　雪之

公開プレゼンテーションの様子（原）
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た。また、3.11 以降、共同体の必要が叫ばれるようになっ
てきましたが、地縁や血縁に基づく共同体は、都市にお
いて存在すべくもなく、新たな形の共同体が求められて
います。
　単一な機能に基づき建設された建築は、使う時間と使
わない時間が存在してしまいます。特にオフィスではそ
れが顕著で、夜中には大量の空間が「空っぽ」の状態になっ
てしまいます。また現在、働き方改革などで多様な働き
方が進み、オフィスは必ずしも必要とされなくなってき
ています。今後、オフィスをどのようにしていけばよい
のでしょうか。
　かつては「暮らす」と「働く」が有機的に結びついて
いたように、「より作業を快適に進められる空間」を「暮
らしやすい空間」と置き換えるビジョンを考えました。「暮
らす」と「働く」が新たな結びつきを持つことによって、
働きやすい環境と、都市における新たな「共同体」を構
築していきます。
　コンセプトは、「都市に生まれる共異体〜ビルディング
タイプの融合と解体〜」です。
　まず、共同体と共異体の違いを説明します。共同体は、
土地の縁などから暮らすことや働くことに関わり、支え
合っていく関係性と定義します。それに対して、共異体は、
ある目的においてだけ集まり、目的が終われば解散して
いく不確定な関係性で、そこで関わる人は、あくまで「個
人」を前提とします。
　かつては、「暮らす」と「働く」が同じ主人公であり、
同じ場所で起こることでしたが、本提案では、人も場所
も一致するのではなく、現状と同じ「暮らす」と「働く」
は分離した状態のままです。
　しかし、建築が「暮らす」も「働く」も可能にすることで、
そこでは違う人たちの行為が発生し、「不確定なつながり」
が形成されます。「不確定なつながり」とは、一つの建築を、
昼はオフィス、夜は住宅にすることであり、朝や夕方に「重
なりしろ」を生み出します。また、同じ空間を、昼と夜
で違う人が使うことで見えないつながりを形成します。
敷地は、大阪市中央区備後町の「本町オフィスエリア」
です。このエリアは、建物の老朽化が進み、様々な企業
が別のエリアへと移転しています。
　プログラムは「なんでもありの共異体建築」です。一
見無意味とも思えるような複数の機能が連続的に関係を
結び、本来的に連続的でシームレスな生活を可能にする
建築を意味しています。昼と夜の主要な機能として、昼
はオフィスとして、夜は住宅として利用できるようにし、
その関係性は暮らすことができるようにすることでより
働きやすくなる、また働きやすいからこそ暮らしやすく
もなるという機能を加えていきます。その主要な複合さ
れるプログラムは、娯楽プログラム、食プログラム、文
化プログラム、運動プログラム、習慣プログラムの５つ
であり、それらの連続的なつながりを形成します。

質疑応答
西田）普通のオフィスが夜に住宅になるのであれば、い
わゆる雑居ビルやオフィスビルのように、基準階フロア
が連続するような建物でもよいと思うのですが、オフィ
スビルとしては特異な形状をしていると感じます。この
空間をオフィスとして見たとき、どこがどう良いのか説
明してください。

中本）現代のオフィスは、島型の机が並べられているオ
フィスではなく、リビングのようなゆったりできる空間
で働けるようにするべきであり、吹き抜けなどを設け、
視線の抜けによって、休んでいる風景が見えたりする空
間にしています。会議室も、閉じこもった状態ではなく、
明るくゆったりできるような、今求められているオフィ
スのかたちを取り込んでいます。それが、暮らしやすい
空間に置き換えて考えられると思い、夜は住む場所とし

て、昼は仮眠室として使われたりします。下の階にカフェ
があるのですが、オフィスにあるような小さな給湯室で
はなく、大きくすることで夜は共有キッチンとして利用
できることを考えました。

藤井）床がずれてスキップフロアになっていたり、床が
抜けていて大きなボイドがあったり、かなり魅力的な空
間になっていると思いますが、本町という都会のなかで、
床面積がかなり減る提案になっています。それは受け入
れられると思いますか。それとも、何らかの調査に基づ
いて提案されているのでしょうか。

中本）現状では建物が老朽化していて、オフィスの撤退
が多いということと、これまでのオフィスビルの場合、
昼だけしか使わない床面積で計算されていると思うので
すが、この建築は昼と夜の両方の時間で使うので、床面
積の利用率はこれまでよりも高まると考えています。

荻原）熱や光、明るさなどの温熱環境は、住宅に求めら
れる環境とオフィスに求められる環境が違うと思います。
例えば、明るさは、住宅はそれほど明るい環境である必
要はありませんが、オフィスでは自分の脳を覚醒させ、
仕事に集中するために、高い照度が必要です。また、温
熱環境においても、住宅では自然に近い揺らぎがとても
居心地良いこともあるのですが、オフィスはわりと均質
で安定した環境が必要だと思います。
　求められる環境の質がかなり違う２つのプログラムを
オーバーラップさせていますが、両者に求められる環境
の質はかなり近いと捉えていて、ひとつの空間を共有す
るという考え方だと僕には聞こえました。そうではなく、
違う質の環境を可変装置などを使って変化させるような
考え方は、空間の中にしくみとしてあるのですか。

中本）あります。昼は執務室として使い、夜は住戸とし
て使われるこの空間は、斜めに配置している壁に可変の
壁を設置することによって、昼間は広がっていて広いリ
ビングのような空間なので、仕事をしたり、会議をした
りできます。夜になると閉まって、個室化するので、住
宅として利用できます。このスライドが昼の模型写真で、
この模型が夜の状態です。

内海）根本的な質問ですが、夜にここで住み、寝ている
人と、昼に働いている人は同じ人ですか。

中本）いえ、別の人です。

内海）夜にここに住んでいる人は、この建物内のどこか
で働いていて、毎日ここから通ってくるのですか。

中本）住戸の住まい手は、周辺で働いていたり、学生であっ
たり、単身者であったりということを想定しています。

内海）毎日同じ人がここに帰ってくるのですね。

中本）そうです。

22. 闇市とキャバレー   原　雪之

プレゼンテーション
　かつての京橋には、闇市とキャバレーを原点とした猥
雑な賑わいがありました。本提案は、私が 20 年間住んで
いる京橋を敷地としています。
　背景です。大阪・京橋は JR・京阪電鉄・地下鉄が乗り
入れ、1 日 50 万人の乗降者数を誇る大きなターミナルで
す。また、近くには大阪ビジネスパークがあり、サラリー

マンも多く滞在するため、下町的情緒も兼ね備えていま
す。そのような中、東京オリンピックや大阪万博が差し
迫ることで、京橋にも開発の波が押し寄せてきました。
このままでは、開発の波に飲まれて、京橋の独特な雰囲
気が消失し、平均化した街になるのもそう遠くはないで
しょう。
　ここで、疑問です。猥雑な下町的雰囲気を醸し出しな
がらも、多くの乗降者で賑わう繁華街であるという、あ
る種対照的な立場に在り続けた京橋の特色を活かすこと
で、京橋は、梅田や心斎橋といった「矯正された街」と
は異なる新しい観光地になることができるのではないで
しょうか。
　コンセプトです。猥雑な街。闇市とキャバレーを現代に。
京橋の原点でもある闇市とキャバレーを現代的に置換し、
活かします。
　プログラムです。開発によって流入してくるであろう
多くの観光客をメインターゲットとして、酔っ払いのお
じさんとサラリーマン、これまで京橋を利用してきた地
元民をターゲットとします。
　次に、闇市とキャバレーを空間的に落とし込むために、
それぞれを捉え直します。闇市は「雑多性」「不定期性」「仮
設性」「曖昧な境界」「自由度」とし、キャバレーは「エンター
テイメント」、さらに「職＋遊」「食＋観」などのふたつ
以上のカテゴリーが混在していることと捉えました。
　京橋には日常と非日常、ケとハレが存在します。日常
としての京橋は、アーチ橋の厚みによって空間が仕切ら
れます。狭い通路空間を作り出すことで、より多くの利
用者に対応すること、多くの用途に応じやすくすること
を想定しています。非日常の祝祭としての京橋では、京
橋全体を巻き込み、盛り上がりを助けるために、重なっ
た通路を一体として捉え、大きな空間を作り出すことを
可能としています。それによって多くの観光客を見込む
ことができると想定しています。

質疑応答
内海 )16 枚目のシートを見せてください。周辺のコンテ
クストをもう少し説明してください。敷地周辺環境がど
うなっているのか知りたいと思います。例えば向かい側
はどうなっているのですか。

原 ) 向かい側には、テナントビルが密集して建っています。
そこへ、部分的にアーチ橋を差し込むことで、これまで
ビルに閉じこもっていたものを溢れ出させ、境界を曖昧
にしています。この図面は、一部分の図面ですが、この
部分は既存の建物で、ここにアーチ橋が差し込まれてま
す。

内海 ) 既存のビルを解体しているのですか。

原 ) そうですね。解体して、部分的に残すべきところは
残しています。

荻原 ) 建物と櫓の関係性を説明してください。

原 ) 櫓は、京橋をより観光地化するためのシンボルタワー
的な存在として作りました。橋の下でごちゃごちゃして
いるので、橋の下だけで固まらずに、上にも展開させて
いくために、櫓と繋がる関係性にしています。

荻原 ) ある方向に合わせてアーチを連続させている橋は、
周辺の建物の高さと比較して、高いのでしょうか、低い
のでしょうか。また、橋の上はどのように使うのでしょ
うか。

原 ) 周辺の建物の多くは 3 〜 5 階建てであり、この橋の
高さは周辺に合わせています。したがって、建物の途中

20. 5W2H   　 中本　昂佑

公開プレゼンテーションの様子（中本）

22. 闇市とキャバレー  　　 原　雪之

公開プレゼンテーションの様子（原）
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から橋の上に抜けて、ショートカットできます。他の建物
に入れるというイメージで橋の上を使っています。

荻原 ) 登るということですね。

原 ) そうです。

西田 ) 櫓はみんなが気になっていたのですが、下のグレー
の部分も建築ですか。

原 ) グレーの部分は既存の建物と繋がっています。

西田 ) グレーの部分の上に櫓が建っているのですね。その
上にはどうやってあがるのですか？

原 ) 周辺の建物から上がったり、櫓から繋がって上がった
りします。また、アーチ橋のなかで登り、上に出てくるこ
ともできます。

藤井 ) これは京橋の北側ですか。南側ですか。

原 ) 北側です。

藤井 ) これは、コムズガーデンですか。

原 ) いいえ、グランシャトーです。

一同 ) 名称がローカルすぎてわからないですね（笑）。

西田 ) この橋のアーチ形状は、京橋の記憶の中にあるモ
チーフですか。

原 ) アーチの形状は、京橋にあまり関係がないのですが、
アーチ形状が最もやりすくて、大きさも操作しやすいと考
えて採用しました。

25. 音楽で繋がる最後の場所  松枝　佳那

プレゼンテーション
　私は音楽が大好きです。音楽が人々を繋ぐ架け橋になる
ような建築を提案します。
　私はこの提案の中で、癌患者に注目しました。癌患者
には 4 つの痛みがあります。まず、身体的な苦痛があり、
それは現在病院で治療されています。それ以外の精神的な
痛みは、マギーズセンターや癌サロンなどで緩和されてい
ます。現在の病院では、精神的な死と社会的な死の苦痛に
は対応できておらず、また、マギーズセンターや癌サロン
などは、家のように閉鎖的な空間です。私は、音楽を中心
において、健常者と共に繋がるような空間をにします。
　私は中学校の頃から吹奏楽部に所属し、音楽を通して、
老若男女、国籍を問わず、色々な人、沢山の人を笑顔に
してきました。その時、「音楽には力がある」と感じます。
また、「音楽医療」の効果も証明されており、この考え方
を使って建物を提案します。
　音楽を建物の中心に置き、緩やかなスロープで繋ぎ、無
理なく上がれる開放的な空間を提案します。
　敷地は中之島です。西には住友病院と大阪の癌の治療拠
点となる場所があり、東北には新しく医療機関などが建つ
予定です。また、中之島全体がアートの街になっているの
で、アートと医療を結んだ建物を提案します。
　建築構成は、人を巻き込む、裏のないかたち、すなわち
円を取り込みました。しかし、円は全てが表に見えると同
時に、全てが裏のように塞いだ空間にも見えます。
　そこで、円を少しずつずらして積層空間とし、勾配
1/20 の緩やかなスロープで繋ぎ、人々が登りやすい空間
にしました。日常的な食事やショッピングもできる空間と

し、癌患者が癌サロンなどで話せる空間もつくりました。
ここでは、どこにいても音楽が聴こえます。中心に音楽
がある中で、日常の様々な行動が起こります。
　これが 2 階の平面図です。音楽ホールがあり、その周
りにレストランなどがあります。
　これが 5 階です。どの階にも吹き抜けがあり、その周
りに癌患者が話し合える空間やホテルなどを設けました。
これが断面図です。ここが音楽の空間になっており、そ
のほかのところにレストランやショッピングモール、サ
ロンなどがあります。
　また、ここの角度は 70 度にして、夏は直射日光を遮る
ことができ、冬には直射日光を取り込むことができます。
さらに、空間としては、ひとつの吹き抜けになっている
ので、風もよく通ります。
　これが 5 階から見た舞台のパースです。

質疑応答
藤井）癌患者のホスピス的な建物を作る上で、車椅子で
行けるように、スロープを少しづつずらす作り方がすご
くうまいなと思いました。ただし、建物外部の敷地の使
い方が気になります。音楽がテーマなので、外部空間に
も音楽を取り入れるということが考えられますが、外部
のデザインで気をつけたことはありますか。

松枝）模型ではガラスを入れていないのでわかりにくい
のですが、ここは外部空間になっています。また、ここ
は大きなステージになっていて、外部でも音楽の演奏や
鑑賞ができます。この建物から外部の医療機関と繋がる
通路も設けています。あまり体を動かしていない外部の
医療機関の患者もここに来て体を動かせるように、広い
敷地にしています。

内海）模型では屋根がついていませんが、この建物の屋
根はガラス屋根ですか。

松枝）そうです。屋根自体はガラスなのですが、音楽ホー
ルの反響板があり、直射日光が全て降り注ぐわけではあ
りません。

内海）中央のオーケストラが演奏する空間は、完全な内
部空間ですか。それとも、外から風が入ってくるのですか。

松枝）窓は開閉式ですので、普段は閉まっていて、完全
な内部空間となります。

内海）螺旋状に上がっていった最後の空間は、そこで行
き止まりなのですか。別の経路での降り方は考えられて
いるのですか。

松枝）そこは、ホテルの最上階のような空間になってい
ます。

荻原）癌患者のメンタリティを想像すると、このような
開放的で音楽に包まれた空間は、そこに居たい時もある
だろうと思いますが、一方で、少し滅入っている時や「個」
になりたい時などは、音楽から離れたい時もあるのでは
ないでしょうか。
　癌患者のなかには、不安定な状態で過ごしている方も
いるだろうし、色々な方がいらっしゃることは想像でき
ますので、そのような個々の多様性に対する空間的な工
夫はありますか。

松枝）5 階が特に癌患者のための空間です。そこでは、
開放的な癌患者のトークスペースや個室のトークルーム
などを設けています。また、各階のトイレには 1 人にな
れるブースを、トイレとは別に設けています。そこを出
ると、すぐに仲間と繋がれるよう配慮しています。

西田）1 階はどうなっているのですか。

松枝）1 階には、音楽の練習会場があり、プロの人も入って
いただくつもりです。さらに、私たちのような大学生や高校生、
中学生などが気軽に演奏し、聴いてもらうこともできます。
　私自身、音楽の演奏をしていて、本番でしっかり聴い
てもらうことも嬉しいのですが、普段の練習も大勢の方
に聴いてもらえれば嬉しいです。したがって、１階は練
習会場、2 階は演奏の場にしています。

内海）最上階までのパス（経路）はないのですか。

松枝）エレベータを 2 箇所に設けていますので、それで
そのまま上がることができます。

32. 袖の舞台    宮本　菜々子

プレゼンテーション
　背景です。地方において共同体は、生業を成り立たせ
る上での前提であり、その基盤となってきました。高齢
化や人口流出、さらには産業構造の変化によって、共同
体は衰退の一途を辿っています。そして、その影響は生
業に留まらず、共同体が担い手となって育んできた伝統
芸能や祭りなどの地域固有の文化が消失する危機を招い
ています。
　問題提起です。共同体は、その地域に暮らし続けると
いうこと、つまり「地縁」に基づいて形成されてきまし
たが、都市への人口流出は、従来の「地縁」による共同
体の形成と維持を困難なものにしています。そして、ふ
たつの動きに注目しました。ひとつ目は関係人口です。
関係人口は新たな地域づくりの担い手になると期待され
ています。ふたつ目は FDA（FUJI　DREAM　AIRLINE）
です。地方どうしを直接結びつけることが地方活性化の
鍵となると言われています。従来の「地縁」を活かしつ
つも、積極的に「新たな地縁」を結ぶことで、「新たな共
同体」を再編することが可能なのではないだろうかと考
えました。
　敷地は兵庫県多可町です。酒米の山田錦と織物の播州
織、和紙の杉原紙が有名です。また、農村歌舞伎の播州
歌舞伎も有名です。しかし、産業の担い手は減り、文化
の後継者は不足しています。しかし、地方の中でも水と
田畑に恵まれているるというポテンシャルもあります。
コンセプトです。自然という舞台で紡ぐ。自然を活かし
た行事や学び、娯楽により人を呼び込み、繰り返し来て
もらうことで、担い手・後継者を育んでいきます。何ら
かのかたちで関わることで、産業・文化の担い手が自然
に育成され、少しずつ多可町に担い手が補完されていき
ます。
　プログラムです。まず、新たな関係人口として、出稼
ぎ農家に着目します。地方間で仕事付きの二拠点居住世
帯を生み出し、農閑期に多可町の繁忙期を支える関係人
口として位置付けます。多可町のコメ農家の繁忙期であ
る秋ごろにやって来て、その代わりに閑散期には手伝い
に行きます。拠点では、別荘のように余暇的に過ごして
もらいます。
　次に、自然を活かしたイベントを行います。湖、山、
田園の中の住宅街というみっつの敷地に舞台をつくり、
ハレの時には舞台となり、普段（ケ）は自然を活かした
プログラムが繰り広げられ、出稼ぎ農家の活動拠点とな
ります。
　計画です。湖の舞台は普段、出稼ぎ農家の宿泊施設と
レストランですが、ハレの時は舞台と観客席になります。
演目によっては山側が舞台になります。春にはワーク
ショップ（以下：WS）で制作された播州織の衣裳でファッ
ションショーが行われます。
　夏には湖の家が開かれ、秋には収穫祭があり、収穫祭
の後は、出稼ぎ農家はジャグジーで日本酒を楽しむこと
ができます。コテージをつなげることで出稼ぎ農家どう
しが交流できます。
　山の舞台は、普段は WS を行う教室や銭湯ですが、ハ
レの時は、西側が舞台、東側が観客席になります。秋に
は収穫祭が行われ、WS で作られたテントが並びます。
冬には、雪景色を背景に農村歌舞伎祭が開催され、WS
で作られた衣裳を纏い、子供たちが舞います。WS に参
加した人々が舞台づくりに関わることで、足を運んでく
れます。多可町にはこの舞台を通して人が集い、新しい
共同体によって、このまちは存続していくことでしょう。

質疑応答
西田）一見して、すべて外部空間に見えるのですが、内
部と外部の境界はどこですか。25. 音楽で繋がる最後の場所 　　 松枝　佳那

32. 袖の舞台   　 宮本　菜々子

公開プレゼンテーションの様子（宮本）
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から橋の上に抜けて、ショートカットできます。他の建物
に入れるというイメージで橋の上を使っています。

荻原 ) 登るということですね。

原 ) そうです。

西田 ) 櫓はみんなが気になっていたのですが、下のグレー
の部分も建築ですか。

原 ) グレーの部分は既存の建物と繋がっています。

西田 ) グレーの部分の上に櫓が建っているのですね。その
上にはどうやってあがるのですか？

原 ) 周辺の建物から上がったり、櫓から繋がって上がった
りします。また、アーチ橋のなかで登り、上に出てくるこ
ともできます。

藤井 ) これは京橋の北側ですか。南側ですか。

原 ) 北側です。

藤井 ) これは、コムズガーデンですか。

原 ) いいえ、グランシャトーです。

一同 ) 名称がローカルすぎてわからないですね（笑）。

西田 ) この橋のアーチ形状は、京橋の記憶の中にあるモ
チーフですか。

原 ) アーチの形状は、京橋にあまり関係がないのですが、
アーチ形状が最もやりすくて、大きさも操作しやすいと考
えて採用しました。

25. 音楽で繋がる最後の場所  松枝　佳那

プレゼンテーション
　私は音楽が大好きです。音楽が人々を繋ぐ架け橋になる
ような建築を提案します。
　私はこの提案の中で、癌患者に注目しました。癌患者
には 4 つの痛みがあります。まず、身体的な苦痛があり、
それは現在病院で治療されています。それ以外の精神的な
痛みは、マギーズセンターや癌サロンなどで緩和されてい
ます。現在の病院では、精神的な死と社会的な死の苦痛に
は対応できておらず、また、マギーズセンターや癌サロン
などは、家のように閉鎖的な空間です。私は、音楽を中心
において、健常者と共に繋がるような空間をにします。
　私は中学校の頃から吹奏楽部に所属し、音楽を通して、
老若男女、国籍を問わず、色々な人、沢山の人を笑顔に
してきました。その時、「音楽には力がある」と感じます。
また、「音楽医療」の効果も証明されており、この考え方
を使って建物を提案します。
　音楽を建物の中心に置き、緩やかなスロープで繋ぎ、無
理なく上がれる開放的な空間を提案します。
　敷地は中之島です。西には住友病院と大阪の癌の治療拠
点となる場所があり、東北には新しく医療機関などが建つ
予定です。また、中之島全体がアートの街になっているの
で、アートと医療を結んだ建物を提案します。
　建築構成は、人を巻き込む、裏のないかたち、すなわち
円を取り込みました。しかし、円は全てが表に見えると同
時に、全てが裏のように塞いだ空間にも見えます。
　そこで、円を少しずつずらして積層空間とし、勾配
1/20 の緩やかなスロープで繋ぎ、人々が登りやすい空間
にしました。日常的な食事やショッピングもできる空間と

し、癌患者が癌サロンなどで話せる空間もつくりました。
ここでは、どこにいても音楽が聴こえます。中心に音楽
がある中で、日常の様々な行動が起こります。
　これが 2 階の平面図です。音楽ホールがあり、その周
りにレストランなどがあります。
　これが 5 階です。どの階にも吹き抜けがあり、その周
りに癌患者が話し合える空間やホテルなどを設けました。
これが断面図です。ここが音楽の空間になっており、そ
のほかのところにレストランやショッピングモール、サ
ロンなどがあります。
　また、ここの角度は 70 度にして、夏は直射日光を遮る
ことができ、冬には直射日光を取り込むことができます。
さらに、空間としては、ひとつの吹き抜けになっている
ので、風もよく通ります。
　これが 5 階から見た舞台のパースです。

質疑応答
藤井）癌患者のホスピス的な建物を作る上で、車椅子で
行けるように、スロープを少しづつずらす作り方がすご
くうまいなと思いました。ただし、建物外部の敷地の使
い方が気になります。音楽がテーマなので、外部空間に
も音楽を取り入れるということが考えられますが、外部
のデザインで気をつけたことはありますか。

松枝）模型ではガラスを入れていないのでわかりにくい
のですが、ここは外部空間になっています。また、ここ
は大きなステージになっていて、外部でも音楽の演奏や
鑑賞ができます。この建物から外部の医療機関と繋がる
通路も設けています。あまり体を動かしていない外部の
医療機関の患者もここに来て体を動かせるように、広い
敷地にしています。

内海）模型では屋根がついていませんが、この建物の屋
根はガラス屋根ですか。

松枝）そうです。屋根自体はガラスなのですが、音楽ホー
ルの反響板があり、直射日光が全て降り注ぐわけではあ
りません。

内海）中央のオーケストラが演奏する空間は、完全な内
部空間ですか。それとも、外から風が入ってくるのですか。

松枝）窓は開閉式ですので、普段は閉まっていて、完全
な内部空間となります。

内海）螺旋状に上がっていった最後の空間は、そこで行
き止まりなのですか。別の経路での降り方は考えられて
いるのですか。

松枝）そこは、ホテルの最上階のような空間になってい
ます。

荻原）癌患者のメンタリティを想像すると、このような
開放的で音楽に包まれた空間は、そこに居たい時もある
だろうと思いますが、一方で、少し滅入っている時や「個」
になりたい時などは、音楽から離れたい時もあるのでは
ないでしょうか。
　癌患者のなかには、不安定な状態で過ごしている方も
いるだろうし、色々な方がいらっしゃることは想像でき
ますので、そのような個々の多様性に対する空間的な工
夫はありますか。

松枝）5 階が特に癌患者のための空間です。そこでは、
開放的な癌患者のトークスペースや個室のトークルーム
などを設けています。また、各階のトイレには 1 人にな
れるブースを、トイレとは別に設けています。そこを出
ると、すぐに仲間と繋がれるよう配慮しています。

西田）1 階はどうなっているのですか。

松枝）1 階には、音楽の練習会場があり、プロの人も入って
いただくつもりです。さらに、私たちのような大学生や高校生、
中学生などが気軽に演奏し、聴いてもらうこともできます。
　私自身、音楽の演奏をしていて、本番でしっかり聴い
てもらうことも嬉しいのですが、普段の練習も大勢の方
に聴いてもらえれば嬉しいです。したがって、１階は練
習会場、2 階は演奏の場にしています。

内海）最上階までのパス（経路）はないのですか。

松枝）エレベータを 2 箇所に設けていますので、それで
そのまま上がることができます。

32. 袖の舞台    宮本　菜々子

プレゼンテーション
　背景です。地方において共同体は、生業を成り立たせ
る上での前提であり、その基盤となってきました。高齢
化や人口流出、さらには産業構造の変化によって、共同
体は衰退の一途を辿っています。そして、その影響は生
業に留まらず、共同体が担い手となって育んできた伝統
芸能や祭りなどの地域固有の文化が消失する危機を招い
ています。
　問題提起です。共同体は、その地域に暮らし続けると
いうこと、つまり「地縁」に基づいて形成されてきまし
たが、都市への人口流出は、従来の「地縁」による共同
体の形成と維持を困難なものにしています。そして、ふ
たつの動きに注目しました。ひとつ目は関係人口です。
関係人口は新たな地域づくりの担い手になると期待され
ています。ふたつ目は FDA（FUJI　DREAM　AIRLINE）
です。地方どうしを直接結びつけることが地方活性化の
鍵となると言われています。従来の「地縁」を活かしつ
つも、積極的に「新たな地縁」を結ぶことで、「新たな共
同体」を再編することが可能なのではないだろうかと考
えました。
　敷地は兵庫県多可町です。酒米の山田錦と織物の播州
織、和紙の杉原紙が有名です。また、農村歌舞伎の播州
歌舞伎も有名です。しかし、産業の担い手は減り、文化
の後継者は不足しています。しかし、地方の中でも水と
田畑に恵まれているるというポテンシャルもあります。
コンセプトです。自然という舞台で紡ぐ。自然を活かし
た行事や学び、娯楽により人を呼び込み、繰り返し来て
もらうことで、担い手・後継者を育んでいきます。何ら
かのかたちで関わることで、産業・文化の担い手が自然
に育成され、少しずつ多可町に担い手が補完されていき
ます。
　プログラムです。まず、新たな関係人口として、出稼
ぎ農家に着目します。地方間で仕事付きの二拠点居住世
帯を生み出し、農閑期に多可町の繁忙期を支える関係人
口として位置付けます。多可町のコメ農家の繁忙期であ
る秋ごろにやって来て、その代わりに閑散期には手伝い
に行きます。拠点では、別荘のように余暇的に過ごして
もらいます。
　次に、自然を活かしたイベントを行います。湖、山、
田園の中の住宅街というみっつの敷地に舞台をつくり、
ハレの時には舞台となり、普段（ケ）は自然を活かした
プログラムが繰り広げられ、出稼ぎ農家の活動拠点とな
ります。
　計画です。湖の舞台は普段、出稼ぎ農家の宿泊施設と
レストランですが、ハレの時は舞台と観客席になります。
演目によっては山側が舞台になります。春にはワーク
ショップ（以下：WS）で制作された播州織の衣裳でファッ
ションショーが行われます。
　夏には湖の家が開かれ、秋には収穫祭があり、収穫祭
の後は、出稼ぎ農家はジャグジーで日本酒を楽しむこと
ができます。コテージをつなげることで出稼ぎ農家どう
しが交流できます。
　山の舞台は、普段は WS を行う教室や銭湯ですが、ハ
レの時は、西側が舞台、東側が観客席になります。秋に
は収穫祭が行われ、WS で作られたテントが並びます。
冬には、雪景色を背景に農村歌舞伎祭が開催され、WS
で作られた衣裳を纏い、子供たちが舞います。WS に参
加した人々が舞台づくりに関わることで、足を運んでく
れます。多可町にはこの舞台を通して人が集い、新しい
共同体によって、このまちは存続していくことでしょう。

質疑応答
西田）一見して、すべて外部空間に見えるのですが、内
部と外部の境界はどこですか。25. 音楽で繋がる最後の場所 　　 松枝　佳那

32. 袖の舞台   　 宮本　菜々子

公開プレゼンテーションの様子（宮本）
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宮本）湖・山ともに、模型にはガラスや壁をつけていな
いのですが、実際には屋根と骨組みがある部分には壁や
ガラスがあるので、こちらが内部で、こちらが外部にな
ります。内部と外部は、窓を開け放つことにより、曖昧
にもなります。

荻原）屋根のジオメトリー（形状）について、説明して
いただけますか。

宮本）この地域が織物と和紙を特産物としているので、
折（織）を用いました。主観ではありますが、湖では、
湖に浮かぶ鳥のような折をイメージしました。山では、
土地に新しい共同体が根ざすようなイメージから、地に
絡みつくような折を用いました。

西田）構造はどのように考えていますか。

宮本 ) 鉄骨でトラスを組み、仕上げは木材にすることを
考えています。

藤井）折をイメージした屋根形状には、機能的な関係性
はないのですか。人が座っている様子が感じられるので
すが。

宮本）湖では、コテージが観客席にもなるので、屋根の
上が一部座れるようになっています。山の舞台でも、部
分的には腰かけられるようになっています。

西田）このコテージは、回転や移動できるのですね。

宮本）はい。

内海）仕上げはどのような素材にするかというイメージ
はありますか。

宮本）細かい仕上げまでは考えていませんが、仕上げは
木材で、自然に馴染む色合いを持たせようと考えていま
す。

35. 幻想の囲い　～ヘンリー・ダーガーと対話する楽園～
　     山国　咲

プレゼンテーション
　人は日常の中で非日常であるアートを生み出します。
しかし、ダーガーにとっては空想が日常であり、楽園で
した。そんなダーガーは、部屋に居ながら非現実を生き
ていました。特異な人生に特異なアート。すべて 20m2

の小さな箱の中から始まりました。
　最初に、私が題材とするヘンリー・ダーガーについて
説明させていただきます。彼は作家であり、芸術家です。
しかし、ただの掃除夫でもあります。彼はたった一人で、
誰にも知られることなく、「非現実の王国で」という作品
を創りあげました。この作品は世界で一番長い小説とし
ても知られていて、読み切った人はいません。アウトサ
イダーアートの代表的な人物として知られています。
　これが「非現実の王国で」です。この絵は小説の挿絵
になります。ヴィヴィアンガールズと呼ばれる７人の少
女が、子供を奴隷とする大人に対して勇猛果敢に戦って
いくお話になっています。
　次に敷地です。ヘンリー・ダーガーが亡くなるまでの
40 年間住んでいた場所を敷地とします。現在は、ダーガー
が住んでいた部屋は残っていません。ダーガーの部屋を
もう一度蘇らせ、周辺の敷地と合わせた美術館のような
場所を設計します。
　コンセプトとしては、彼が生きた世界観を感じること
ができる彼の小説や挿絵を飾り、体感する場所を提案し

ます。誰かに読まれるためではなく、自分の楽園を創る
ために作品を創ったダーガーと合わせ、彼が生きた世界
観を体感できる場所を創ります。孤独を生き、自らの楽
園を生きたダーガーの作品を通じ、自分一人の場所や孤
独をマイナスではなく、プラスに捉えられる場所を提案
していきます。
　プログラムとしましては、彼の人生や作品の特徴に基
づき、建築を構築していきます。ひとつ目としては、先
程も説明しましたが、人に知られるためではないという
ことが一番の特徴です。従来はひとつの箱の中で様々な
展示が行われていると思います。そうではなく、入れ子
状のギャラリーにして、彼の世界観が漏れていくのを防
ぐような、囲むような建築を目指します。
　ふたつ目はゴミ箱あさりです。彼は貧しく、自分の作
品のイメージを自分で買うことはできませんでした。そ
のため、捨てられている雑誌や絵本、新聞などから情報
を収集しました。ここは、捨てるもの、つまり消したい
思い出や写真などを持ち寄る人と、拾うひとで構成され
ています。拾う人は、自分にないものをそこで見つける
ことができ、創作意欲を掻き立てられます。
　みっつ目はトレースです。彼は絵が下手な方で、自分
では作品を創ることができませんでした。そのため、ト
レースを用いて作品を創っていました。本計画では、す
りガラスを使用して、見ている人もすりガラスに貼り付
けられてトレースされているような一体感が出るように
しています。
　よっつ目は天気です。彼は、毎日天気の観察日記をつ
けるような方でした。そのため、毎日同じ展示が繰り返
されるのではなくて、夕方ならば、夕焼けに染まった中
で展示を見て、曇りならば、薄暗い中で展示を見るよう
な場所を提案します。
　いつつ目はパターン化です。同じモチーフを何度も使
用したダーガーのように、彼の部屋を四角いモジュール
として複製していきます。

質疑応答
西田）模型では、展示のエリア以外にいくつかの場所が
あるように見えます。展示エリア以外に、どんな場所が
あるのか教えてください。また、とても気になった「捨
てる」「拾う」という言葉です。すでに機能としてあるの
であれば、教えてください。

山国）箱としては、一人の孤独の空間を創っていて、な
かには何もないのですが、そこに病んでいるような憂鬱
な方が来て、自分と対話するような空間を創っています。

「捨てる」に関しては、上から物を落として、下に物が集
まってくるような場所があります。そこでは、拾う人は、

ゴミが集まっているようなところから、自分で宝物を見
つけるという状況を考えています。

西田）美術館に自分でゴミを持って行くということです
か。

山国）そうですね。自分に嫌なことが起こった人がこの
美術館に来るということを想定しています。

藤井）ゴミは、何階から何階に落ちるのですか。

山国）3 階から 1 階へ落ちます。

藤井）2 階はすべて床ですよね。

山国）いえ、この内側の四角形の部分だけが床になって
いて、床がない部分があり、そこをゴミが落ちていきます。

荻原）天気との繋がりや、時間や季節の移ろいを感じら
れるとのことですが、例えば、夕方には赤い光が入って
くる、季節によって光が入ってくる角度が違うなどの視
覚的効果以外に、五感で感じられるような仕組みはあり
ますか。

山国）そうですね。この部分はすべて屋内ではなく、屋
外の空間があるのですが、建物に入って行くときに一度
屋外の空間を通るので、外部の寒さや温かさを感じられ
るようにしています。

西田）この建物はヘンリー・ダーガーが住んでいた建物
ですが、周囲の建物はどのような建物ですか。

山国）ほとんどアパートや住宅です。

内海）高さもそのくらいですか。

山国）ここはこれぐらいの高さの建物ですが、周囲はこ
の計画建物くらいの高さです。

36. 日本的広場建築   山口　天誠

プレゼンテーション
　日本の都市における広場的空間の在り方について、大
阪御堂筋に「人のための道」として「広場化計画」を提
案します。日本における広場は道とされてきましたが、
現代の道はその機能を満たせていません。昔の「広場的
な道」はモータリゼーションにより失われ、車のための

道となっています。私は、「日本の道」の再建を提案します。
　背景です。西洋では常設的に広場が形成され、都市構
造の中に広場が存在しますが、日本では仮設的に広場を
形成してきました。決まった場所や空間の形態を待たず、
ニーズに合わせ、その都度「広場化」してきました。 都
市を構成する道路は、通過とコミュニケーション行為の
ふたつの要素が存在します。しかし、近年では通過の要
素ばかりが発展し、コミュニケーション行為の要素が希
薄となっています。このふたつの要素を両方とも受け入
れ、互いに融合し、成立して、初めて、歩いて楽しい空
間が実現できます。これを実現することで「広場的」と
言えると考えました。
　敷地は御堂筋です。大阪の中心部を南北に横断する道
路です。コミュニケーション空間であり、広場的な場所
ではなく、通過だけの行為が重視され、コミュニケーショ
ン行為の要素が足りていないのではないかと感じていま
す。
　問題提起です。現代の道、路地の使われ方のチープさ
について、もっと使われるべきではないかと考えました。
かつて、道では人々の行為や賑わいがいたるとところで
見られ、多くの情報で溢れていました。このように道は、
人々が行き交うことで、交流や出会いが生まれ広場的な
ものでしたが、現代ではその実例が少ないと考えました。
現代の道は、単なる「つなぎ空間」になっていて、ただ
歩くという交通の機能しかなく、人々が自由な活動を楽
しむ場所ではありません。
　コンセプトです。仮設的とも言える日本人の「広場化」
の特徴を、建築と都市構造にあてはめていきます。日常
的な使われ方として大学を挿入し、ハレの舞台では、御
堂筋全体を広場とします。都市に対しては、都市計画的
に御堂筋に広場の提案をします。建築の提案としては、
日本の「広場化」の特徴を建物に落とし込んでいきます。
プログラムは、Phase1 では大学の工学部キャンパスと
側道部分の歩道化に対する提案を行います。御堂筋を「広
場化」させる手法として、大学を挿入しているのですが、
大学が入ることで地域が活性化するだけではなく、工学
部キャンパスが入ることで、「広場化」の行為が促進され
ます。
　Phase2 では、Phase1 でつくったカルチャーを御堂筋
や他の通りにも派生させていくことで、御堂筋全体と大
阪が変わっていきます。この場所をきっかけにして、各
所に「広場化」が起こる空間ができ、大小問わずそれを

「広場」と定義します。それは道であったり、空き地であっ
たり、公園であったりします。このように、形態、場所
を問わず「広場化」する。それこそが日本的広場ではな
いだろうかと考えました。
　設計手法としては、広場と通路のどちらの機能にも変
わりうる道の提案をします。広場か道か。それは人の行
動で変化します。建築が道に溢れだし、道を「広場化」
します。
　一階平面図です。４階から下の低層部は商業施設など
を設定しており、一般の人と学生が交じり合い、様々な

「広場化」を魅せる場所になっています。建物の中にも、
随所に通路や道に行為が溢れ出す仕掛けを設けています。
例えば、ラボ＋ギャラリー広場であったり、学生だけが
集まる広場も設けています。都市としての広場と、大学
としての広場が融合した場所を提案しました。

質疑応答
西田）模型の中で、どこまでが一般の人が入ることができ、
どこからが大学なのかを教えてください。

山口）4 階から下には一般の人も入れる商業施設などを
入れています。それより上の階は、学生だけの場所も一
般の人が入れる場所もあります。4 階の研究室が集まっ
た広場は外部空間で、色々な人が入れて、学生のメイン35. 幻想の囲い　〜ヘンリー・ダーガーと対話する楽園〜 
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宮本）湖・山ともに、模型にはガラスや壁をつけていな
いのですが、実際には屋根と骨組みがある部分には壁や
ガラスがあるので、こちらが内部で、こちらが外部にな
ります。内部と外部は、窓を開け放つことにより、曖昧
にもなります。

荻原）屋根のジオメトリー（形状）について、説明して
いただけますか。

宮本）この地域が織物と和紙を特産物としているので、
折（織）を用いました。主観ではありますが、湖では、
湖に浮かぶ鳥のような折をイメージしました。山では、
土地に新しい共同体が根ざすようなイメージから、地に
絡みつくような折を用いました。

西田）構造はどのように考えていますか。

宮本 ) 鉄骨でトラスを組み、仕上げは木材にすることを
考えています。

藤井）折をイメージした屋根形状には、機能的な関係性
はないのですか。人が座っている様子が感じられるので
すが。

宮本）湖では、コテージが観客席にもなるので、屋根の
上が一部座れるようになっています。山の舞台でも、部
分的には腰かけられるようになっています。

西田）このコテージは、回転や移動できるのですね。

宮本）はい。

内海）仕上げはどのような素材にするかというイメージ
はありますか。

宮本）細かい仕上げまでは考えていませんが、仕上げは
木材で、自然に馴染む色合いを持たせようと考えていま
す。

35. 幻想の囲い　～ヘンリー・ダーガーと対話する楽園～
　     山国　咲

プレゼンテーション
　人は日常の中で非日常であるアートを生み出します。
しかし、ダーガーにとっては空想が日常であり、楽園で
した。そんなダーガーは、部屋に居ながら非現実を生き
ていました。特異な人生に特異なアート。すべて 20m2

の小さな箱の中から始まりました。
　最初に、私が題材とするヘンリー・ダーガーについて
説明させていただきます。彼は作家であり、芸術家です。
しかし、ただの掃除夫でもあります。彼はたった一人で、
誰にも知られることなく、「非現実の王国で」という作品
を創りあげました。この作品は世界で一番長い小説とし
ても知られていて、読み切った人はいません。アウトサ
イダーアートの代表的な人物として知られています。
　これが「非現実の王国で」です。この絵は小説の挿絵
になります。ヴィヴィアンガールズと呼ばれる７人の少
女が、子供を奴隷とする大人に対して勇猛果敢に戦って
いくお話になっています。
　次に敷地です。ヘンリー・ダーガーが亡くなるまでの
40 年間住んでいた場所を敷地とします。現在は、ダーガー
が住んでいた部屋は残っていません。ダーガーの部屋を
もう一度蘇らせ、周辺の敷地と合わせた美術館のような
場所を設計します。
　コンセプトとしては、彼が生きた世界観を感じること
ができる彼の小説や挿絵を飾り、体感する場所を提案し

ます。誰かに読まれるためではなく、自分の楽園を創る
ために作品を創ったダーガーと合わせ、彼が生きた世界
観を体感できる場所を創ります。孤独を生き、自らの楽
園を生きたダーガーの作品を通じ、自分一人の場所や孤
独をマイナスではなく、プラスに捉えられる場所を提案
していきます。
　プログラムとしましては、彼の人生や作品の特徴に基
づき、建築を構築していきます。ひとつ目としては、先
程も説明しましたが、人に知られるためではないという
ことが一番の特徴です。従来はひとつの箱の中で様々な
展示が行われていると思います。そうではなく、入れ子
状のギャラリーにして、彼の世界観が漏れていくのを防
ぐような、囲むような建築を目指します。
　ふたつ目はゴミ箱あさりです。彼は貧しく、自分の作
品のイメージを自分で買うことはできませんでした。そ
のため、捨てられている雑誌や絵本、新聞などから情報
を収集しました。ここは、捨てるもの、つまり消したい
思い出や写真などを持ち寄る人と、拾うひとで構成され
ています。拾う人は、自分にないものをそこで見つける
ことができ、創作意欲を掻き立てられます。
　みっつ目はトレースです。彼は絵が下手な方で、自分
では作品を創ることができませんでした。そのため、ト
レースを用いて作品を創っていました。本計画では、す
りガラスを使用して、見ている人もすりガラスに貼り付
けられてトレースされているような一体感が出るように
しています。
　よっつ目は天気です。彼は、毎日天気の観察日記をつ
けるような方でした。そのため、毎日同じ展示が繰り返
されるのではなくて、夕方ならば、夕焼けに染まった中
で展示を見て、曇りならば、薄暗い中で展示を見るよう
な場所を提案します。
　いつつ目はパターン化です。同じモチーフを何度も使
用したダーガーのように、彼の部屋を四角いモジュール
として複製していきます。

質疑応答
西田）模型では、展示のエリア以外にいくつかの場所が
あるように見えます。展示エリア以外に、どんな場所が
あるのか教えてください。また、とても気になった「捨
てる」「拾う」という言葉です。すでに機能としてあるの
であれば、教えてください。

山国）箱としては、一人の孤独の空間を創っていて、な
かには何もないのですが、そこに病んでいるような憂鬱
な方が来て、自分と対話するような空間を創っています。

「捨てる」に関しては、上から物を落として、下に物が集
まってくるような場所があります。そこでは、拾う人は、

ゴミが集まっているようなところから、自分で宝物を見
つけるという状況を考えています。

西田）美術館に自分でゴミを持って行くということです
か。

山国）そうですね。自分に嫌なことが起こった人がこの
美術館に来るということを想定しています。

藤井）ゴミは、何階から何階に落ちるのですか。

山国）3 階から 1 階へ落ちます。

藤井）2 階はすべて床ですよね。

山国）いえ、この内側の四角形の部分だけが床になって
いて、床がない部分があり、そこをゴミが落ちていきます。

荻原）天気との繋がりや、時間や季節の移ろいを感じら
れるとのことですが、例えば、夕方には赤い光が入って
くる、季節によって光が入ってくる角度が違うなどの視
覚的効果以外に、五感で感じられるような仕組みはあり
ますか。

山国）そうですね。この部分はすべて屋内ではなく、屋
外の空間があるのですが、建物に入って行くときに一度
屋外の空間を通るので、外部の寒さや温かさを感じられ
るようにしています。

西田）この建物はヘンリー・ダーガーが住んでいた建物
ですが、周囲の建物はどのような建物ですか。

山国）ほとんどアパートや住宅です。

内海）高さもそのくらいですか。

山国）ここはこれぐらいの高さの建物ですが、周囲はこ
の計画建物くらいの高さです。

36. 日本的広場建築   山口　天誠

プレゼンテーション
　日本の都市における広場的空間の在り方について、大
阪御堂筋に「人のための道」として「広場化計画」を提
案します。日本における広場は道とされてきましたが、
現代の道はその機能を満たせていません。昔の「広場的
な道」はモータリゼーションにより失われ、車のための

道となっています。私は、「日本の道」の再建を提案します。
　背景です。西洋では常設的に広場が形成され、都市構
造の中に広場が存在しますが、日本では仮設的に広場を
形成してきました。決まった場所や空間の形態を待たず、
ニーズに合わせ、その都度「広場化」してきました。 都
市を構成する道路は、通過とコミュニケーション行為の
ふたつの要素が存在します。しかし、近年では通過の要
素ばかりが発展し、コミュニケーション行為の要素が希
薄となっています。このふたつの要素を両方とも受け入
れ、互いに融合し、成立して、初めて、歩いて楽しい空
間が実現できます。これを実現することで「広場的」と
言えると考えました。
　敷地は御堂筋です。大阪の中心部を南北に横断する道
路です。コミュニケーション空間であり、広場的な場所
ではなく、通過だけの行為が重視され、コミュニケーショ
ン行為の要素が足りていないのではないかと感じていま
す。
　問題提起です。現代の道、路地の使われ方のチープさ
について、もっと使われるべきではないかと考えました。
かつて、道では人々の行為や賑わいがいたるとところで
見られ、多くの情報で溢れていました。このように道は、
人々が行き交うことで、交流や出会いが生まれ広場的な
ものでしたが、現代ではその実例が少ないと考えました。
現代の道は、単なる「つなぎ空間」になっていて、ただ
歩くという交通の機能しかなく、人々が自由な活動を楽
しむ場所ではありません。
　コンセプトです。仮設的とも言える日本人の「広場化」
の特徴を、建築と都市構造にあてはめていきます。日常
的な使われ方として大学を挿入し、ハレの舞台では、御
堂筋全体を広場とします。都市に対しては、都市計画的
に御堂筋に広場の提案をします。建築の提案としては、
日本の「広場化」の特徴を建物に落とし込んでいきます。
プログラムは、Phase1 では大学の工学部キャンパスと
側道部分の歩道化に対する提案を行います。御堂筋を「広
場化」させる手法として、大学を挿入しているのですが、
大学が入ることで地域が活性化するだけではなく、工学
部キャンパスが入ることで、「広場化」の行為が促進され
ます。
　Phase2 では、Phase1 でつくったカルチャーを御堂筋
や他の通りにも派生させていくことで、御堂筋全体と大
阪が変わっていきます。この場所をきっかけにして、各
所に「広場化」が起こる空間ができ、大小問わずそれを

「広場」と定義します。それは道であったり、空き地であっ
たり、公園であったりします。このように、形態、場所
を問わず「広場化」する。それこそが日本的広場ではな
いだろうかと考えました。
　設計手法としては、広場と通路のどちらの機能にも変
わりうる道の提案をします。広場か道か。それは人の行
動で変化します。建築が道に溢れだし、道を「広場化」
します。
　一階平面図です。４階から下の低層部は商業施設など
を設定しており、一般の人と学生が交じり合い、様々な

「広場化」を魅せる場所になっています。建物の中にも、
随所に通路や道に行為が溢れ出す仕掛けを設けています。
例えば、ラボ＋ギャラリー広場であったり、学生だけが
集まる広場も設けています。都市としての広場と、大学
としての広場が融合した場所を提案しました。

質疑応答
西田）模型の中で、どこまでが一般の人が入ることができ、
どこからが大学なのかを教えてください。

山口）4 階から下には一般の人も入れる商業施設などを
入れています。それより上の階は、学生だけの場所も一
般の人が入れる場所もあります。4 階の研究室が集まっ
た広場は外部空間で、色々な人が入れて、学生のメイン35. 幻想の囲い　〜ヘンリー・ダーガーと対話する楽園〜 

     　山国　咲
36. 日本的広場建築  　　 山口　天誠
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広場になります。

西田）階段から上がったところのあたりまでは外部空間が
広がっているということですね。

山口）はい。

荻原）ヨーロッパにおける路地と広場の関係をイメージす
ると、もう少しスケールが小さいように思います。プレゼ
ンテーションでは、日本においても、御堂筋とこの大きな
広場の関係性をどんどん展開していきたいという想いを
聞かせてもらいましたが、このスケール感は日本のほかの
場所ではそんなにたくさんあるわけではなく、この敷地が
持っているポテンシャルは高いような気はしますが、日本
における一般的な狭い路地で、この提案と同じような路地
と広場の関係性を展開していけるのでしょうか。

山口）そうですね。大きいスケールで考えているのですが、
狭い路地における小さいスケールでの「広場化」の行動が
起こりうる最初のきっかけとして、御堂筋を変えること
で、ここを使う人たちが、こういう道の使い方があるのだ
と気づかされ、そのきっかけをここでつくりたいと考えま
した。

藤井）御堂筋という外部空間の使い方について、強い想い
があるのだなと感じました。しかし、心斎橋筋商店街に対
しては、どういう開き方やたまりの空間を提案しているの
ですか。

山口）ここが心斎橋筋商店街なのですが、このパースを見
ていただければ、どのような開き方やたまりの空間を提案
したか、わかっていただけると思うのですが。

西田）ここが心斎橋筋商店街なのですね。このアーケード、
何のアーケードかと思っていました（笑）。

山口）はい。ここが心斎橋筋商店街です。商店街側に対し
ては、全体的にセットバックさせて、このパースのような
空間を作っています。

西田）このパースいいですね。山口くん、今、ちょっと「し
てやったり」というような顔をしていますね（笑）。

山口）頑張ったパースなので（笑）。

内海）大学は、工学部の単科大学ですか。

山口）大阪市立大学と大阪府立大学が合併して新しい大学
ができますので、その大学の工学部キャンパスという設定
をしています。

内海）この空間を使う学生は、みんな工学部の学生ですね。

山口）はい。

西田）広場空間の作り方や、道との関わり合いが非常に魅
力的だと思うのですが、建物の高層部のファサードはいわ
ゆる普通のカーテンウォールになっています。周辺にある
ビルとは異なるボキャブラリーを使っているなど、何か工
夫した点があれば教えてください。

山口）全体の印象やファサードは、あまり主張せず、周辺
と調和したマテリアルを使っているのですが、研究室やラ
ボなどでは、御堂筋には多様な文化があるのと思いますの
で、中間層では様々なマテリアルを使って作っています。

＜公開審査＞
　審査委員 4 名と発表者 12 名が前に座り、西田審査委
員を司会者として、公開審査（二次審査）を行なった。
　中央にエクセルシートをプロジェクターで投映し、一
次審査結果をホワイトボードで掲出し、一次審査および
二次審査で各審査委員がどの作品に投票しているか、リ
アルタイムで聴衆にもわかるようにした。

西田）それでは今から、私が司会を担当し、公開ディスカッ
ションを行ないたいと思います。本日は全 38 作品が展示
され、午前中、各審査委員が持ち票 10 票で一次審査の投
票を行い、協議した結果、午後にプレゼンテーションを
行う作品として 12 作品を選びました。これから、最優
秀賞・優秀賞・佳作を選ぶ公開審査を行うのですが、ま
ず各審査委員から、一次審査で惜しくも落選してしまっ
た作品も含め、どの作品のどのような点を評価したかに
ついてコメントし、12 作品のなかから、特に優れた 5 作
品を選んでいただきたいと思います。審査委員の先生方、
とても悩んでいますよね（笑）。では、僕からコメントし
ていきたいと思います。

西田）一次審査で、僕は投票したけれども落選してしまっ
た作品について、少しコメントします。28. は広島球場
跡地に平和を学ぶ大学を作る提案です。機能的なものと
それを繋いでいくものの連続で成立している建築であり、
作り方が非常に面白いというところを評価しました。ま
た、ここでの学びが、戦争を含めて広島の歴史性を引き
受けていくところを評価しましたが、残念ながら、一次
審査で落選してしまいました。

西田）さて、これから二次審査を始めるにあたり、僕の
評価の視点を少し説明しておきます。これから投票する
作品は、「この作品は最優秀賞または優秀賞になる。」と
いうことが前提なので、「どこが建築として新しいのか。」
が大事だと考え、そういう視点で投票します。僕は、10. 
13. 15. 22. 35. の 5 作品を選びます。

西田）10. は、一次審査ではあまりよくわからなかった
のですが、先ほどのプレゼンテーションと質疑応答を聞
いてみて、非常に素晴らしい作品だと思いました。時間
軸に対する読み取り方がとても良く、足していくものと
引いていくもで建築を構成するという、建築の現代性と
未来性を感じました。13. は、「生産」という建築を作る
という行為と比較して、どちらかというプラスに捉えら
れていない「解体」という行為を、デザイン行為や設計
対象として捉えたというところが、新しい都市の更新の
仕方を示しており、このように建築が使われていくこと
は今後あり得るのではないかと感じました。15. は、単
体の建物で成立しているというよりは、周辺環境と一緒

に成立していると思います。さらに、単体の建物には四
季の中で流動性があるところに惹かれています。22. は、
京橋に昼間、闇的な場所ができて、そこに新しい賑わい
の場所ができるという状況が、現存の閉じられた商業施
設の集積ではなく、開かれた建築で構成されているとこ
ろに魅力を感じました。高架下の空間の魅力をうまく出
していて、インフラ的・土木的な手法で、あるエリアの
なかに建物を挿入すると、周りの建築物にもその影響が
及ぶのではないかという視点が面白いと思いました。35. 
は、ヘンリー・ダーガーというひとりの人間を深掘りし
ていくことによって空間ができていくという特異な建築
の作り方をしている点と、出来上がった建築も新しい建
築の領域性や空間性を提示しているのではないかという
点に魅力を感じました。

藤井）まず、一次審査で落選してしまったけれど、私が
投票して、今でも気になっている作品は 23. です。この
作品は、ストーリーがユニークで面白いと思いました。
できているかたちも綺麗で面白い。ただし、ストーリー
とかたちの繋がりが見えませんでした。

藤井）二次審査では、私は、評価軸として、自分の想い
や心が出ている作品を選びたいと思っています。これは、
評価軸とは言えないかもしれませんが、そういう視点で、
私は、10. 13. 15. 20. 25. を選びました。10. は図面と
模型の段階で少し飛び抜けていると感じました。プレゼ
ンテーションを聞いても、ほぼ完璧な感じがしているく
らい、素晴らしい作品だと思います。社会性を備えてい
て、完成度も高い作品だと感じていて、実際に建つとい
いなあと思います。13. は新しさとこれからの可能性を
感じました。15. も新しさと対象地に対する強い「想い」
を感じました。20. は少し疑問もあるのですが、出来上
がった空間が魅力的で、ストーリーもはっきりしていま
す。実現性はどうなのかと思っていますが、できるとと
ても良い建物になるのではと思います。25. は、建物と
しての完成度がとても高く、スロープで全ての階が繋がっ
ていて、円形をずらすことによって、部分的に外部になっ
たり内部になったりするところがうまく作っていると思
いました。癌患者の建物としても、機能的にうまくでき
ていると思います。

荻原）私も、一次審査で投票しましたが、惜しくも落選
してしまった作品についてコメントします。1. は、ラン
ドスケープを丁寧に読み込んでいて、その間、つまり「あ
わい」に丁寧に空間を差し込んでいくという作業と、そ
の環境で過ごすという行為がうまく調和しているという
点を高く評価しました。一方で、全てを地下に埋めると
いう手法を選んでしまったところは、少しバリエーショ
ンに乏しかったと思います。3. は、神戸・元町にコンテ
ナ空間を挿しこみながら、フレキシブルにまちを変えて
いくという提案です。仮設的な手法を使って、プライベー
トとパブリックの間の空間を使っている面白い提案とし
て評価しました。一方で、こういう提案の場合、ルール
が必要だと思います。その詰めの部分が最後までできて
いなかったことが残念でした。11. は、非常に難しい、社
会的なテーマによく取り組んだと感心し、高く評価して
います。孤児と里親が生活する場所を、その場所だけで
はなく、世界と星でつながっている場所として描いてい
て、とても前向きでロマンが感じられます。この壮大な
計画にチャレンジしたという点を高く評価しています。
ただし、建築そのものと周囲との関係が、模型を見ても
少しわからなかったことは残念でした。

荻原）では、私が二次審査で選んだ作品を言います。10. 
14. 20. 22. 36. です。10. は、数十年先を見据えた壮大
な計画のなかに緻密さもあり、プレゼンテーションを聞

いてようやく気がついたことなのですが、工場地帯とし
ての記憶を上手に残そうとしている点にもとても感心し
ました。一次審査では、全て撤去して、新しい開発をし
ているのかと思いましたが、全く違っていて、上手に残
すものと更新していくものを振り分けていると感じ、と
ても説得力がありました。14. は、既存の空間の中に寮
を差し込んでしまうという、とても大胆な空間操作をし
ています。そのような操作で何が生まれるのだろうとい
う部分をもう少し聞きたいと思います。20. は、とても
社会性のあるテーマだと思っています。僕自身が東京と
神戸を往復しながら仕事をしているのですが、先ほど、「荻
原はいつ連絡してもいない。打ち合わせしたくても捕ま
らない。どこにいるのかわからないけど、スケッチだけ
は送られてくる。」と西田さんに怒られました（笑）。僕
自身が「どこにいるのかわからない」、つまり、「どこに
もいないような生活」をしているのですが、僕はあまり
オフィスって要らないかなと思っています。新幹線の中
でも生活できるし、いまや飛行機の中でも Wi-Fi が通じ
るので、あらゆるところで仕事ができます。僕は、全く
ストレスを感じることもなく、色々なところで気分転換
しながら仕事も生活もできています。そんな社会の中で、
これからのオフィス、これからの住宅はどうなっていく
のかと考えていて、これは自分自身への問いかけでもあ
るのですが、その点でひとつの答えを見出そうとしたチャ
レンジとして評価しています。とても興味のあるテーマ
です。一方、先ほども言いましたが、「働く」ための環境
と「住む」ための環境はやはり求められるクライテリア

（判断基準）が違うので、それに対してどこまで追従でき
るのか、どこまで居心地の良い空間ができるのか、とい
う点を説明できるかが大きなポイントだと思います。22. 
は、すごい発想だなと、単純に驚きました。ボキャブラリー
のチョイスも素晴らしいと思いました。ただし、なぜアー
チなのかなど、不思議に思う点もありますので、もう少
し話を聞いて、私の中でシンクロする部分があれば面白
いと思って選びました。36. は、広場のあり方としての
プロトタイプを提案していて、社会的に意味のあるテー
マだと思いました。私は、世界中のモビリティが数年単
位で大きく変化するなかで、広場のあり方も変わってい
くのではないかと考えています。つまり、そういうすで
に変化している未来社会において、広場がどのような役
割を持つのかという点を聞いてみたいと思います。

内海）一次審査で私は、都市や風景に対してどのような
想いをめぐらしたかという点で話を聞いてみたい作品を
選びました。その点で、目の付け所がとても良いと感じ
た作品は、27. と 37. です。水の風景と一体になって何
かを残していきたいという想いや、環境との一体性に取
り組もうとしている姿勢を評価しました。一方で、手法
がまだ足りない感じがして残念でした。

内海）では、私が二次審査で選んだ作品を言います。私は、
10. 13. 14. 32. 35. を選びました。10. は、一次審査で
はよくわからなかったのですが、プレゼンテーションで
は話の組み立て方が非常に上手であると感じました。完
全にクリアランスするのではなく、元の風景を残そうと
しているところは良いと思いつつ、新しく付け加えてい
るものの説得力が少し弱い気がします。そのような話が
聞けることを期待しています。13. は、生産と解体が繰
り返されていくことを構想していて、非常に面白い考え
だと思います。もう少し話を聞いてみたいと思っていま
す。14. は、全ての空間がここまで透けた状態で良いの
だろうかとは思いますが、面白いビルディングタイプや
様式を作り出そうとしています。また、農学部の寮を想
定していて、農と寮の関係性をもう少し聞いてみたいと
思っています。32. は、とても造形力が高く、良い提案
であると評価しています。35. は、この建築が建つ敷地公開審査の様子
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広場になります。

西田）階段から上がったところのあたりまでは外部空間が
広がっているということですね。

山口）はい。

荻原）ヨーロッパにおける路地と広場の関係をイメージす
ると、もう少しスケールが小さいように思います。プレゼ
ンテーションでは、日本においても、御堂筋とこの大きな
広場の関係性をどんどん展開していきたいという想いを
聞かせてもらいましたが、このスケール感は日本のほかの
場所ではそんなにたくさんあるわけではなく、この敷地が
持っているポテンシャルは高いような気はしますが、日本
における一般的な狭い路地で、この提案と同じような路地
と広場の関係性を展開していけるのでしょうか。

山口）そうですね。大きいスケールで考えているのですが、
狭い路地における小さいスケールでの「広場化」の行動が
起こりうる最初のきっかけとして、御堂筋を変えること
で、ここを使う人たちが、こういう道の使い方があるのだ
と気づかされ、そのきっかけをここでつくりたいと考えま
した。

藤井）御堂筋という外部空間の使い方について、強い想い
があるのだなと感じました。しかし、心斎橋筋商店街に対
しては、どういう開き方やたまりの空間を提案しているの
ですか。

山口）ここが心斎橋筋商店街なのですが、このパースを見
ていただければ、どのような開き方やたまりの空間を提案
したか、わかっていただけると思うのですが。

西田）ここが心斎橋筋商店街なのですね。このアーケード、
何のアーケードかと思っていました（笑）。

山口）はい。ここが心斎橋筋商店街です。商店街側に対し
ては、全体的にセットバックさせて、このパースのような
空間を作っています。

西田）このパースいいですね。山口くん、今、ちょっと「し
てやったり」というような顔をしていますね（笑）。

山口）頑張ったパースなので（笑）。

内海）大学は、工学部の単科大学ですか。

山口）大阪市立大学と大阪府立大学が合併して新しい大学
ができますので、その大学の工学部キャンパスという設定
をしています。

内海）この空間を使う学生は、みんな工学部の学生ですね。

山口）はい。

西田）広場空間の作り方や、道との関わり合いが非常に魅
力的だと思うのですが、建物の高層部のファサードはいわ
ゆる普通のカーテンウォールになっています。周辺にある
ビルとは異なるボキャブラリーを使っているなど、何か工
夫した点があれば教えてください。

山口）全体の印象やファサードは、あまり主張せず、周辺
と調和したマテリアルを使っているのですが、研究室やラ
ボなどでは、御堂筋には多様な文化があるのと思いますの
で、中間層では様々なマテリアルを使って作っています。

＜公開審査＞
　審査委員 4 名と発表者 12 名が前に座り、西田審査委
員を司会者として、公開審査（二次審査）を行なった。
　中央にエクセルシートをプロジェクターで投映し、一
次審査結果をホワイトボードで掲出し、一次審査および
二次審査で各審査委員がどの作品に投票しているか、リ
アルタイムで聴衆にもわかるようにした。

西田）それでは今から、私が司会を担当し、公開ディスカッ
ションを行ないたいと思います。本日は全 38 作品が展示
され、午前中、各審査委員が持ち票 10 票で一次審査の投
票を行い、協議した結果、午後にプレゼンテーションを
行う作品として 12 作品を選びました。これから、最優
秀賞・優秀賞・佳作を選ぶ公開審査を行うのですが、ま
ず各審査委員から、一次審査で惜しくも落選してしまっ
た作品も含め、どの作品のどのような点を評価したかに
ついてコメントし、12 作品のなかから、特に優れた 5 作
品を選んでいただきたいと思います。審査委員の先生方、
とても悩んでいますよね（笑）。では、僕からコメントし
ていきたいと思います。

西田）一次審査で、僕は投票したけれども落選してしまっ
た作品について、少しコメントします。28. は広島球場
跡地に平和を学ぶ大学を作る提案です。機能的なものと
それを繋いでいくものの連続で成立している建築であり、
作り方が非常に面白いというところを評価しました。ま
た、ここでの学びが、戦争を含めて広島の歴史性を引き
受けていくところを評価しましたが、残念ながら、一次
審査で落選してしまいました。

西田）さて、これから二次審査を始めるにあたり、僕の
評価の視点を少し説明しておきます。これから投票する
作品は、「この作品は最優秀賞または優秀賞になる。」と
いうことが前提なので、「どこが建築として新しいのか。」
が大事だと考え、そういう視点で投票します。僕は、10. 
13. 15. 22. 35. の 5 作品を選びます。

西田）10. は、一次審査ではあまりよくわからなかった
のですが、先ほどのプレゼンテーションと質疑応答を聞
いてみて、非常に素晴らしい作品だと思いました。時間
軸に対する読み取り方がとても良く、足していくものと
引いていくもで建築を構成するという、建築の現代性と
未来性を感じました。13. は、「生産」という建築を作る
という行為と比較して、どちらかというプラスに捉えら
れていない「解体」という行為を、デザイン行為や設計
対象として捉えたというところが、新しい都市の更新の
仕方を示しており、このように建築が使われていくこと
は今後あり得るのではないかと感じました。15. は、単
体の建物で成立しているというよりは、周辺環境と一緒

に成立していると思います。さらに、単体の建物には四
季の中で流動性があるところに惹かれています。22. は、
京橋に昼間、闇的な場所ができて、そこに新しい賑わい
の場所ができるという状況が、現存の閉じられた商業施
設の集積ではなく、開かれた建築で構成されているとこ
ろに魅力を感じました。高架下の空間の魅力をうまく出
していて、インフラ的・土木的な手法で、あるエリアの
なかに建物を挿入すると、周りの建築物にもその影響が
及ぶのではないかという視点が面白いと思いました。35. 
は、ヘンリー・ダーガーというひとりの人間を深掘りし
ていくことによって空間ができていくという特異な建築
の作り方をしている点と、出来上がった建築も新しい建
築の領域性や空間性を提示しているのではないかという
点に魅力を感じました。

藤井）まず、一次審査で落選してしまったけれど、私が
投票して、今でも気になっている作品は 23. です。この
作品は、ストーリーがユニークで面白いと思いました。
できているかたちも綺麗で面白い。ただし、ストーリー
とかたちの繋がりが見えませんでした。

藤井）二次審査では、私は、評価軸として、自分の想い
や心が出ている作品を選びたいと思っています。これは、
評価軸とは言えないかもしれませんが、そういう視点で、
私は、10. 13. 15. 20. 25. を選びました。10. は図面と
模型の段階で少し飛び抜けていると感じました。プレゼ
ンテーションを聞いても、ほぼ完璧な感じがしているく
らい、素晴らしい作品だと思います。社会性を備えてい
て、完成度も高い作品だと感じていて、実際に建つとい
いなあと思います。13. は新しさとこれからの可能性を
感じました。15. も新しさと対象地に対する強い「想い」
を感じました。20. は少し疑問もあるのですが、出来上
がった空間が魅力的で、ストーリーもはっきりしていま
す。実現性はどうなのかと思っていますが、できるとと
ても良い建物になるのではと思います。25. は、建物と
しての完成度がとても高く、スロープで全ての階が繋がっ
ていて、円形をずらすことによって、部分的に外部になっ
たり内部になったりするところがうまく作っていると思
いました。癌患者の建物としても、機能的にうまくでき
ていると思います。

荻原）私も、一次審査で投票しましたが、惜しくも落選
してしまった作品についてコメントします。1. は、ラン
ドスケープを丁寧に読み込んでいて、その間、つまり「あ
わい」に丁寧に空間を差し込んでいくという作業と、そ
の環境で過ごすという行為がうまく調和しているという
点を高く評価しました。一方で、全てを地下に埋めると
いう手法を選んでしまったところは、少しバリエーショ
ンに乏しかったと思います。3. は、神戸・元町にコンテ
ナ空間を挿しこみながら、フレキシブルにまちを変えて
いくという提案です。仮設的な手法を使って、プライベー
トとパブリックの間の空間を使っている面白い提案とし
て評価しました。一方で、こういう提案の場合、ルール
が必要だと思います。その詰めの部分が最後までできて
いなかったことが残念でした。11. は、非常に難しい、社
会的なテーマによく取り組んだと感心し、高く評価して
います。孤児と里親が生活する場所を、その場所だけで
はなく、世界と星でつながっている場所として描いてい
て、とても前向きでロマンが感じられます。この壮大な
計画にチャレンジしたという点を高く評価しています。
ただし、建築そのものと周囲との関係が、模型を見ても
少しわからなかったことは残念でした。

荻原）では、私が二次審査で選んだ作品を言います。10. 
14. 20. 22. 36. です。10. は、数十年先を見据えた壮大
な計画のなかに緻密さもあり、プレゼンテーションを聞

いてようやく気がついたことなのですが、工場地帯とし
ての記憶を上手に残そうとしている点にもとても感心し
ました。一次審査では、全て撤去して、新しい開発をし
ているのかと思いましたが、全く違っていて、上手に残
すものと更新していくものを振り分けていると感じ、と
ても説得力がありました。14. は、既存の空間の中に寮
を差し込んでしまうという、とても大胆な空間操作をし
ています。そのような操作で何が生まれるのだろうとい
う部分をもう少し聞きたいと思います。20. は、とても
社会性のあるテーマだと思っています。僕自身が東京と
神戸を往復しながら仕事をしているのですが、先ほど、「荻
原はいつ連絡してもいない。打ち合わせしたくても捕ま
らない。どこにいるのかわからないけど、スケッチだけ
は送られてくる。」と西田さんに怒られました（笑）。僕
自身が「どこにいるのかわからない」、つまり、「どこに
もいないような生活」をしているのですが、僕はあまり
オフィスって要らないかなと思っています。新幹線の中
でも生活できるし、いまや飛行機の中でも Wi-Fi が通じ
るので、あらゆるところで仕事ができます。僕は、全く
ストレスを感じることもなく、色々なところで気分転換
しながら仕事も生活もできています。そんな社会の中で、
これからのオフィス、これからの住宅はどうなっていく
のかと考えていて、これは自分自身への問いかけでもあ
るのですが、その点でひとつの答えを見出そうとしたチャ
レンジとして評価しています。とても興味のあるテーマ
です。一方、先ほども言いましたが、「働く」ための環境
と「住む」ための環境はやはり求められるクライテリア

（判断基準）が違うので、それに対してどこまで追従でき
るのか、どこまで居心地の良い空間ができるのか、とい
う点を説明できるかが大きなポイントだと思います。22. 
は、すごい発想だなと、単純に驚きました。ボキャブラリー
のチョイスも素晴らしいと思いました。ただし、なぜアー
チなのかなど、不思議に思う点もありますので、もう少
し話を聞いて、私の中でシンクロする部分があれば面白
いと思って選びました。36. は、広場のあり方としての
プロトタイプを提案していて、社会的に意味のあるテー
マだと思いました。私は、世界中のモビリティが数年単
位で大きく変化するなかで、広場のあり方も変わってい
くのではないかと考えています。つまり、そういうすで
に変化している未来社会において、広場がどのような役
割を持つのかという点を聞いてみたいと思います。

内海）一次審査で私は、都市や風景に対してどのような
想いをめぐらしたかという点で話を聞いてみたい作品を
選びました。その点で、目の付け所がとても良いと感じ
た作品は、27. と 37. です。水の風景と一体になって何
かを残していきたいという想いや、環境との一体性に取
り組もうとしている姿勢を評価しました。一方で、手法
がまだ足りない感じがして残念でした。

内海）では、私が二次審査で選んだ作品を言います。私は、
10. 13. 14. 32. 35. を選びました。10. は、一次審査で
はよくわからなかったのですが、プレゼンテーションで
は話の組み立て方が非常に上手であると感じました。完
全にクリアランスするのではなく、元の風景を残そうと
しているところは良いと思いつつ、新しく付け加えてい
るものの説得力が少し弱い気がします。そのような話が
聞けることを期待しています。13. は、生産と解体が繰
り返されていくことを構想していて、非常に面白い考え
だと思います。もう少し話を聞いてみたいと思っていま
す。14. は、全ての空間がここまで透けた状態で良いの
だろうかとは思いますが、面白いビルディングタイプや
様式を作り出そうとしています。また、農学部の寮を想
定していて、農と寮の関係性をもう少し聞いてみたいと
思っています。32. は、とても造形力が高く、良い提案
であると評価しています。35. は、この建築が建つ敷地公開審査の様子
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の背景がよくわからないのですが、魅力的な空間ができ
ていてるところを評価しました。

西田）ありがとうございました。これで、全ての審査委
員から特に優れた 5 作品を選んでいただきました。（中央
に投映されたエクセルシートを見ながら）10. は、全て
の審査委員が投票していますので、上位 5 作品に残して
良いですね。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）13. には 3 票入っています。14. 15. 20. 22. 35. 
には 2 票ずつ入っていて、14. 15. 20. には 1 票ずつ入っ
ています。したがって、10. は上位 5 作品に入るとして、
それ以外の作品で上位 5 作品に入りそうな作品を選んで
いきたいと思います。

西田）一方、残念ながら二次審査では票が入らなかった 7. 
と 12. は、一次審査では僕も含めて 3 名の審査委員が投
票した作品です。この 2 作品は、大変残念ですが、この
時点で最終審査に残さないで良いでしょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）では、7. と 12. は最終審査に残さないこととしま
すが、どうして二次審査の投票では票が入らなかったの
か、一次審査で 7. と 12. に投票した方からコメントをい
ただきたいと思います。

藤井）7. は、建築の作り方が他の作品に負けないくらい
上手いと思いましたので、一次審査では投票したのです
が、二次審査では他の作品が良すぎたように思いました。
また、強い想いが伝わってきたかどうかという観点で選
んだ場合、結果的に他の作品を選ぶことになってしまい
ました。一方、どうして 7. を選ばなかったのかという理
由を改めて考えると、竹が見せるためだけの竹になって
いるのではないかという点です。見るだけではなく、手
で触ることができて、竹が揺れるなど、人と竹との関係
のなかで起こる実際の感覚や体験が感じられると説得力
があったように思います。

荻原）このことは 7. の作者にも言ったのですが、竹の建
築で真っ先に思いつくのが、バリ島にある「グリーンス
クール」なんですね。スラブから何から全部竹で作られ
ている素晴らしい建築です。7. は、ストーリーが素晴ら
しいし、竹を学ぶという行為を組み込んだプログラムも
素晴らしいと思いますが、建築自体が竹とインテグレー
ト（統合）していないところが弱かったと思います。竹
を使ったエレメントとして、透かし壁・透かし天井・透
かし屋根などはあったのですが、竹を使ったボキャブラ
リーが他にももう少し生み出されていればよかったと思
いました。

荻原）12. はとても良い案だと思いましたが、意外とこ
の種の提案はありがちで、実現しないことが多いという
印象を受けました。建物の屋上を緑化して回遊動線を作
ることは良いのですが、人がわざわざ数十メートル上ま
で登ってくるモチベーションをどのように生み出せるか
という提案があれば、さらに良かったと思います。数十
メートル登ったところに何があるか、そこにどんなプロ
グラムがあって、そこにどんな魅力があるかがとても重
要であり、遊歩道だけでは人はそこまで登ってこないと
思います。逆説的な言い方をすると、遊歩道がなくても、
下を通過して南北をつなぐ方法はあったと思います。遊
歩道に対するプログラムの提案が少し弱かったという印
象です。

内海）7. に関しては、竹害は全国的に問題になっていて、
テーマとしてはとても良いと思うのですが、竹との対峙
の仕方が一枚隔てたところで行われているように思えて
しまいました。もう少し竹を建築に取り込むような対峙
の仕方があっても良かったかなと思いました。唯一、竹
は食べても美味しい建築材料ですしね（笑）。竹について、
もっと踏み込めたのではないかと思いますし、竹の色々
な面を見せたりすることができたのではないかと思いま
した。

内海）12. は、構想としてはとても面白いと思うのですが、
出来上がった屋上空間にもう少し訴求力があれば良かっ
たと思います。

西田）ありがとうございました。では、これから、1 票
しか入らなかった作品の審査をしていきたいと思います。
得票 1 票の作品は 25. 32. 36. です。

西田）二次審査では、まず、持ち票 5 票で投票していた
だきましたが、5 票のなかにも評価の重み付けがあると
思いますので、得票 1 票の作品でも、この作品は残した
いという作品があれば、積極的にコメントしていただき
たいと思います。逆に、この作品はそれほどでもないと
いうコメントでも構いません。そうしないと、審査が進
みませんので（笑）。

藤井）私が票を入れた 5 作品はどれも甲乙付け難い作品
なので、あまり評価の重み付けはありません。逆に、な
ぜ 25. が選ばれていないのかなという気がしています

（笑）。先ほど、私は 25. の良い部分をコメントしました
ので、他の審査委員から、なぜ 25. を選ばなかったのか
という理由をコメントしていただきたいと思うのですが。

内海）25. は、音楽が中心にあって、その周囲に近隣の人
たちも入ってくるスペースがあって、プログラムとして
もとても良いと思ったのですが、この敷地は、もっとラ
ンドスケープとして見ることもできたのではないかと思
います。その点が少し残念でした。どうしてもこの建築は、
こういう形の建物であるというところで完結し、閉じて
いるように見えてしまいました。もう少し、周辺に対し
て開いていけるのにもったいないなと思いました。

荻原）僕は、この建築が健常者のための施設だったら、
25.に1票入れていたかもしれません。よく出来ているし、
とても面白い空間だと思うのですが、末期癌患者のため
の空間を音楽でまとめてしまうというやり方が、僕にとっ
ては、強引であるように聞こえました。僕も音楽は大好
きで、ヨーロッパでクラシック音楽を何十回と聞いてい
るし、ヨーロッパの主要なコンサートホールはすべて行
きました。しかし、自分が末期癌患者であると仮定した
場合、音楽一本でまとめられた建築のなかで最後の時間
を過ごすのはちょっと辛いなと感じてしまいました。こ
の部分が少し一方通行の提案であるように感じ、投票に
繋がりませんでした。

西田）では次に、同じく得票1票の32.について、内海さん、
いかがでしょうか。

内海）評価の重み付けで言えば、32. は結構重いです。

西田）わかりました。では、36. について、荻原さん、い
かがでしょうか。

荻原）36. は、完成度が高く、プレゼンテーションも含め、
よく頑張っていて、高く評価しています。ただし、新し
さという点では、残念ながら、少し落ちるのかもしれま
せん。先ほども言いましたが、phase2 が実現するのは
何十年も先のことだと思いますが、その頃にはモビリティ
自体が変わっていると思います。社会や空間認識も変わっ
ているかもしれません。この作品が、ワクワクさせるよ
うな未来志向の広場の使い方を提案していれば、評価も
変わったのかもしれません。もし、この点について、作
者の想いがあるのであれば、聞いてみたいと思って 1 票
入れました。

西田）パスが来ましたので、作者に聞いてみましょうか。
テーマが「日本的広場建築」ですので、日本的な空間の
使い方を提案しているのだと思います。建築は広場を囲
んで立ち現れているように思います。しかし、建築が立っ
ていない部分、つまり、図と地で言うところの地の部分は、
どうなっているのでしょうか。この広場空間が、作者に
とっては未来の広場になっているということを説明して
ください。

山口）現在の御堂筋は、そこでの行為が規制されています。
未来を考えるうえで、車もコミュニティもどんどん変わっ
ていくので、車の通行が少なくなった時の道の使い方と
して、こういうことも可能であることをこの提案で示し
ました。この提案は、学生と御堂筋を組み合わせること
で新しさを出しました。

荻原）君の考えは尊重します。しかし、未来の歩車共存
を考えると、そこはもう歩道ではなく、安全な車道になっ
ているかもしれません。また、MaaS のように、安全なパー
ソナルモビリティがここで展開され、建物内部でも自由
に鉛直移動ができるようになるかもしれない。君の作品
では大学と商業を分けていますが、それも自由に横断す
るようなモビリティが実現するかもしれません。そうい
うポテンシャルがある敷地なので、もう少し未来を見据

えた新しい提案があると、君の作品の付加価値が上がる
と思って質問しました。

西田）ありがとうございました。では次に、得票 2 票の
作品の審査に移りたいと思います。司会はみんなから嫌
われる役回りなのですが（笑）、これまでの議論を踏まえ
て、得票 1 票の作品のなかでは、32. を最終審査に残す
ことで良いでしょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）ありがとうございます。では、得票 2 票の作品は
14. 15. 20. 22. 35. の 5 作品です。これらの作品は、票
を入れている審査委員も、その作品を推すポイントが違
うように思います。例えば荻原さんは、14. 20. 22. を推
しているのですが、何かポイントとなるようなことはあ
りますか。

荻原）この 3 作品について言えば、イーブン（互角）かなあ。

西田）すみません。現在、10. を外して審査しているので
すが、10. を入れてもイーブン（互角）ですか？

荻原）10. は僕の評価では頭抜けています。

西田）14. 20. 22. はイーブン（互角）ということですね。

荻原）はい。

西田）時間がかかりそうな雰囲気ですね（笑）。内海さんは、
10. 13. 14. 32. 35. を推していて、投票した 5 作品全て
が残っています。このなかで評価の重み付けはあります
か。5 作品全て同点の評価というのはなくない？（笑）

内海）ちょっと考えさせてください。

西田）わかりました。藤井さん、いかがでしょうか。藤
井さんは、（10. 以外では）13. 15. 20. の 3 作品を推し
ているのですが。

藤井）13. 15. の 2 作品は（最終審査から）外せないと思
います。

西田）僕の評価の重み付けは、13. 22. 35. が同じくらい
で、15. がちょっと落ちます。もっと言うと、10. も少し
落ちます。15. は周囲との関係で解いていることはとても
よくわかるのですが、模型では周囲があまり作られてい
ないので、アジア的な建築が突然京都に現れているよう
に感じてしまいます。プレゼンテーションでは、周辺に
ある建物を訪問したり宿泊したりする人が連続的にこの
建築を使うという説明でしたし、一年を通じて使われ方
が変わったり、床が減ったり増えたりすることも面白い
と思います。また、間伐の時期によって風景が変わるな
どの発想も良いと思うのですが、単体で成り立っている
建築ではない建築を設計するときに、周辺との関係性が
これで良いのかという疑問があります。さらに、隣り合っ
てこの建築が建ったとき、既存の町家に住む人はどう感
じるのだろうと考えると、周辺に対するさらに踏み込ん
だ言及して欲しいと思いました。10. については後で議論
したいと思います。

西田）内海さん、いかがですか。

内海）冷静に考えると、ちょっと落ちるのが 14. ですね。
この作品は、とても面白いのですが、あの壁のような形は、
何かもっと大きな空間というか場を作り出す要素・装置公開審査の様子
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の背景がよくわからないのですが、魅力的な空間ができ
ていてるところを評価しました。

西田）ありがとうございました。これで、全ての審査委
員から特に優れた 5 作品を選んでいただきました。（中央
に投映されたエクセルシートを見ながら）10. は、全て
の審査委員が投票していますので、上位 5 作品に残して
良いですね。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）13. には 3 票入っています。14. 15. 20. 22. 35. 
には 2 票ずつ入っていて、14. 15. 20. には 1 票ずつ入っ
ています。したがって、10. は上位 5 作品に入るとして、
それ以外の作品で上位 5 作品に入りそうな作品を選んで
いきたいと思います。

西田）一方、残念ながら二次審査では票が入らなかった 7. 
と 12. は、一次審査では僕も含めて 3 名の審査委員が投
票した作品です。この 2 作品は、大変残念ですが、この
時点で最終審査に残さないで良いでしょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）では、7. と 12. は最終審査に残さないこととしま
すが、どうして二次審査の投票では票が入らなかったの
か、一次審査で 7. と 12. に投票した方からコメントをい
ただきたいと思います。

藤井）7. は、建築の作り方が他の作品に負けないくらい
上手いと思いましたので、一次審査では投票したのです
が、二次審査では他の作品が良すぎたように思いました。
また、強い想いが伝わってきたかどうかという観点で選
んだ場合、結果的に他の作品を選ぶことになってしまい
ました。一方、どうして 7. を選ばなかったのかという理
由を改めて考えると、竹が見せるためだけの竹になって
いるのではないかという点です。見るだけではなく、手
で触ることができて、竹が揺れるなど、人と竹との関係
のなかで起こる実際の感覚や体験が感じられると説得力
があったように思います。

荻原）このことは 7. の作者にも言ったのですが、竹の建
築で真っ先に思いつくのが、バリ島にある「グリーンス
クール」なんですね。スラブから何から全部竹で作られ
ている素晴らしい建築です。7. は、ストーリーが素晴ら
しいし、竹を学ぶという行為を組み込んだプログラムも
素晴らしいと思いますが、建築自体が竹とインテグレー
ト（統合）していないところが弱かったと思います。竹
を使ったエレメントとして、透かし壁・透かし天井・透
かし屋根などはあったのですが、竹を使ったボキャブラ
リーが他にももう少し生み出されていればよかったと思
いました。

荻原）12. はとても良い案だと思いましたが、意外とこ
の種の提案はありがちで、実現しないことが多いという
印象を受けました。建物の屋上を緑化して回遊動線を作
ることは良いのですが、人がわざわざ数十メートル上ま
で登ってくるモチベーションをどのように生み出せるか
という提案があれば、さらに良かったと思います。数十
メートル登ったところに何があるか、そこにどんなプロ
グラムがあって、そこにどんな魅力があるかがとても重
要であり、遊歩道だけでは人はそこまで登ってこないと
思います。逆説的な言い方をすると、遊歩道がなくても、
下を通過して南北をつなぐ方法はあったと思います。遊
歩道に対するプログラムの提案が少し弱かったという印
象です。

内海）7. に関しては、竹害は全国的に問題になっていて、
テーマとしてはとても良いと思うのですが、竹との対峙
の仕方が一枚隔てたところで行われているように思えて
しまいました。もう少し竹を建築に取り込むような対峙
の仕方があっても良かったかなと思いました。唯一、竹
は食べても美味しい建築材料ですしね（笑）。竹について、
もっと踏み込めたのではないかと思いますし、竹の色々
な面を見せたりすることができたのではないかと思いま
した。

内海）12. は、構想としてはとても面白いと思うのですが、
出来上がった屋上空間にもう少し訴求力があれば良かっ
たと思います。

西田）ありがとうございました。では、これから、1 票
しか入らなかった作品の審査をしていきたいと思います。
得票 1 票の作品は 25. 32. 36. です。

西田）二次審査では、まず、持ち票 5 票で投票していた
だきましたが、5 票のなかにも評価の重み付けがあると
思いますので、得票 1 票の作品でも、この作品は残した
いという作品があれば、積極的にコメントしていただき
たいと思います。逆に、この作品はそれほどでもないと
いうコメントでも構いません。そうしないと、審査が進
みませんので（笑）。

藤井）私が票を入れた 5 作品はどれも甲乙付け難い作品
なので、あまり評価の重み付けはありません。逆に、な
ぜ 25. が選ばれていないのかなという気がしています

（笑）。先ほど、私は 25. の良い部分をコメントしました
ので、他の審査委員から、なぜ 25. を選ばなかったのか
という理由をコメントしていただきたいと思うのですが。

内海）25. は、音楽が中心にあって、その周囲に近隣の人
たちも入ってくるスペースがあって、プログラムとして
もとても良いと思ったのですが、この敷地は、もっとラ
ンドスケープとして見ることもできたのではないかと思
います。その点が少し残念でした。どうしてもこの建築は、
こういう形の建物であるというところで完結し、閉じて
いるように見えてしまいました。もう少し、周辺に対し
て開いていけるのにもったいないなと思いました。

荻原）僕は、この建築が健常者のための施設だったら、
25.に1票入れていたかもしれません。よく出来ているし、
とても面白い空間だと思うのですが、末期癌患者のため
の空間を音楽でまとめてしまうというやり方が、僕にとっ
ては、強引であるように聞こえました。僕も音楽は大好
きで、ヨーロッパでクラシック音楽を何十回と聞いてい
るし、ヨーロッパの主要なコンサートホールはすべて行
きました。しかし、自分が末期癌患者であると仮定した
場合、音楽一本でまとめられた建築のなかで最後の時間
を過ごすのはちょっと辛いなと感じてしまいました。こ
の部分が少し一方通行の提案であるように感じ、投票に
繋がりませんでした。

西田）では次に、同じく得票1票の32.について、内海さん、
いかがでしょうか。

内海）評価の重み付けで言えば、32. は結構重いです。

西田）わかりました。では、36. について、荻原さん、い
かがでしょうか。

荻原）36. は、完成度が高く、プレゼンテーションも含め、
よく頑張っていて、高く評価しています。ただし、新し
さという点では、残念ながら、少し落ちるのかもしれま
せん。先ほども言いましたが、phase2 が実現するのは
何十年も先のことだと思いますが、その頃にはモビリティ
自体が変わっていると思います。社会や空間認識も変わっ
ているかもしれません。この作品が、ワクワクさせるよ
うな未来志向の広場の使い方を提案していれば、評価も
変わったのかもしれません。もし、この点について、作
者の想いがあるのであれば、聞いてみたいと思って 1 票
入れました。

西田）パスが来ましたので、作者に聞いてみましょうか。
テーマが「日本的広場建築」ですので、日本的な空間の
使い方を提案しているのだと思います。建築は広場を囲
んで立ち現れているように思います。しかし、建築が立っ
ていない部分、つまり、図と地で言うところの地の部分は、
どうなっているのでしょうか。この広場空間が、作者に
とっては未来の広場になっているということを説明して
ください。

山口）現在の御堂筋は、そこでの行為が規制されています。
未来を考えるうえで、車もコミュニティもどんどん変わっ
ていくので、車の通行が少なくなった時の道の使い方と
して、こういうことも可能であることをこの提案で示し
ました。この提案は、学生と御堂筋を組み合わせること
で新しさを出しました。

荻原）君の考えは尊重します。しかし、未来の歩車共存
を考えると、そこはもう歩道ではなく、安全な車道になっ
ているかもしれません。また、MaaS のように、安全なパー
ソナルモビリティがここで展開され、建物内部でも自由
に鉛直移動ができるようになるかもしれない。君の作品
では大学と商業を分けていますが、それも自由に横断す
るようなモビリティが実現するかもしれません。そうい
うポテンシャルがある敷地なので、もう少し未来を見据

えた新しい提案があると、君の作品の付加価値が上がる
と思って質問しました。

西田）ありがとうございました。では次に、得票 2 票の
作品の審査に移りたいと思います。司会はみんなから嫌
われる役回りなのですが（笑）、これまでの議論を踏まえ
て、得票 1 票の作品のなかでは、32. を最終審査に残す
ことで良いでしょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）ありがとうございます。では、得票 2 票の作品は
14. 15. 20. 22. 35. の 5 作品です。これらの作品は、票
を入れている審査委員も、その作品を推すポイントが違
うように思います。例えば荻原さんは、14. 20. 22. を推
しているのですが、何かポイントとなるようなことはあ
りますか。

荻原）この 3 作品について言えば、イーブン（互角）かなあ。

西田）すみません。現在、10. を外して審査しているので
すが、10. を入れてもイーブン（互角）ですか？

荻原）10. は僕の評価では頭抜けています。

西田）14. 20. 22. はイーブン（互角）ということですね。

荻原）はい。

西田）時間がかかりそうな雰囲気ですね（笑）。内海さんは、
10. 13. 14. 32. 35. を推していて、投票した 5 作品全て
が残っています。このなかで評価の重み付けはあります
か。5 作品全て同点の評価というのはなくない？（笑）

内海）ちょっと考えさせてください。

西田）わかりました。藤井さん、いかがでしょうか。藤
井さんは、（10. 以外では）13. 15. 20. の 3 作品を推し
ているのですが。

藤井）13. 15. の 2 作品は（最終審査から）外せないと思
います。

西田）僕の評価の重み付けは、13. 22. 35. が同じくらい
で、15. がちょっと落ちます。もっと言うと、10. も少し
落ちます。15. は周囲との関係で解いていることはとても
よくわかるのですが、模型では周囲があまり作られてい
ないので、アジア的な建築が突然京都に現れているよう
に感じてしまいます。プレゼンテーションでは、周辺に
ある建物を訪問したり宿泊したりする人が連続的にこの
建築を使うという説明でしたし、一年を通じて使われ方
が変わったり、床が減ったり増えたりすることも面白い
と思います。また、間伐の時期によって風景が変わるな
どの発想も良いと思うのですが、単体で成り立っている
建築ではない建築を設計するときに、周辺との関係性が
これで良いのかという疑問があります。さらに、隣り合っ
てこの建築が建ったとき、既存の町家に住む人はどう感
じるのだろうと考えると、周辺に対するさらに踏み込ん
だ言及して欲しいと思いました。10. については後で議論
したいと思います。

西田）内海さん、いかがですか。

内海）冷静に考えると、ちょっと落ちるのが 14. ですね。
この作品は、とても面白いのですが、あの壁のような形は、
何かもっと大きな空間というか場を作り出す要素・装置公開審査の様子
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としての可能性を秘めていると思います。それを突き詰め
て考えて欲しかったと思います。

西田）荻原さんは、14. についてどう考えていますか。

荻原）空間の操作や建築自体はとても面白いのですが、僕
の専門分野から言うと、寮の部屋をガラス張りにしてダブ
ルスキンにして逃げたことが残念に思います。ダブルスキ
ンですって言えば何でも解けるのですが、僕はそうではな
いデザインをして欲しかったと思っています。

荻原）むしろ、僕は 20. をちょっと上げます。

西田）わかりました。では、残り時間も後わずかとなって
きましたので、そろそろ佳作以上の受賞作品を決めたいと
思います。大学は残酷だなあと思いますが、仕方ありませ
んね（笑）。

西田）佳作以上の受賞作品は 10 作品程度と聞いています
ので、二次審査で得票 0 票の 7. と 12. には選外とするこ
とで良いでしょうか。その前に、7. と 12. の作者に一言
づつコメントしていただきましょうか。

加藤）プレゼンテーションがうまくいかず、お伝えできて
いない部分が多かったと反省しています。

西田）公開プレゼンテーションできる 12 作品に入ってい
るという時点で、今回の審査委員は 7. を高く評価してい
ますので、それで納得してもらえないでしょうか（笑）。

加藤）わかりました（笑）。

坂本）自分が最も考えあぐねていた部分を突かれたので、
何とも言いようがないです。

西田）わかりました。この後、懇親会もあるので、荻原さ
んと話をしてください（笑）。

西田）では、10. 13. 14. 15. 20. 22. 25. 32. 35. 36. の
10 作品を、佳作以上の受賞作品とします。おめでとうご
ざいます。（会場拍手）

西田）これまでの議論を踏まえると、最終審査に残る作品
は、10. 13. 15. 20. 22. 32. 35. の 7 作品ということで
良いでしょうか。そうすると、14. 25. 36. は最終審査に
は残念ながら残らないということになりますが、良いで
しょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）ありがとうございます。ではこれから、最終審査に
残った 7 作品のなかから、優秀作品２点、最優秀作品 1
点を決める議論をしていきたいと思います。

＜最終審査＞
　審査委員 4 名と佳作以上の受賞作品の作者 7 名が前に
座り、引き続き、最終審査を行なった。中央にエクセルシー
トをプロジェクターで投映し、最終審査で各審査委員がど
の作品に投票しているか、リアルタイムで聴衆にもわかる
ようにした。

西田）では、これから最終審査を始めたいと思います。こ
の 7 作品のなかから、優秀作品２点、最優秀作品 1 点を
決めていきますが、最優秀作品を決めることは、各審査委
員にとっての「イチオシ」を決めるということでもありま
す。ここで再度、作者への質疑応答を行い、その上で、各

審査委員から最優秀作品・優秀作品の候補作品に 3 点・
2 点・1 点の得点を与えていきたいと思いますが、いかが
でしょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）ありがとうございます。では、まず、この作品の
作者にこんなことを聞いてみたいというジャッジする上
でのポイントとなる質問をしてください。

西田）僕の評価軸は、僕たちの世代では考えつかないよ
うな建築・都市・社会に対する批評性や新しさを持って
いるかどうかということです。今回の公開審査会のよう
に、建築家である審査委員と議論していくときに、卒業
設計を通して伝えたいことや卒業設計のモチベーション
の源泉を、一人づつコメントして欲しいと思います。

久保）僕の卒業設計の敷地である尼崎は、僕の地元でも
あります。4 年間建築を学び、暗く、閉ざされた工業地
帯の空間をどのように変えていけるかということを中心
に、卒業設計を考えました。

鹿山）建築が世の中に流通するとき、不動産としてしか
流通しない現状に、僕は疑問を抱いています。僕は、そ
の疑問に立脚して、空間そのものを流通させるにはどう
したら良いかを考えながら卒業設計に取り組みました。

髙永）僕の卒業設計のテーマは「風景」です。模型は少
しごちゃごちゃした感じですが、実際の建物は、一つ一
つは、小さくささやかな日常の風景に埋没してしまうよ
うな建築の提案です。建築学科の卒業制作ですが、僕は「ゴ
リゴリ建築」「ガッツリ建築」を作るのではなく、ささや

かな建築が新たな「風景」を生み出していくのではない
かと考えながら制作しました。

中本）僕は、今後、単身者が増えていくなかで、これま
での建築の建てられ方が本当に正しいのかと考えていま
す。社会が「ひとり化」していくなかで、今後のニーズ
にあった建築とは何かと考え、様々な課題を、建築でど
のように解決していけるのかという点をテーマに設計し
ました。

原）私は京橋に 20 年間住んでいます。京橋は「治安が悪
い」と言われており、酔っ払いのおじさんに絡まれたり、
危ないおじさんが奇声を発していたりするのですが、そ
のような状況の中で生きてきて、その環境は、少し危う
いのですが、少し温かみも感じます。私はそういう生活
が好きでもあったので、京橋の環境が開発の波によって
壊されず、残っていくためにはどうすれば良いかという
ことを考えながら取り組みました。

宮本）私は、地方創生が叫ばれるなか、地方をどのよう
に活性化させるかを考え、これから地方はどうあるべき
かと考えました。また、私自身はクラシックバレエを習っ
ていて、舞台への思い入れが強く、舞台と地方の活性化
をどう結びつけるかに力を入れて取り組みました。

山国）私は、日本ではあまり知られていないヘンリー・
ダーガーという人を取り上げました。ヘンリー・ダーガー
は映画化され、研究もされていて、有名な人なのですが、
ヘンリー・ダーガーが紹介されるときの展示方法には違
和感を抱いていました。私は、ヘンリー・ダーガーにとっ
てベストである、美術館のような、ギャラリーのような
空間はどうあるべきかを考えながら設計しました。

西田）他の審査委員から個別に質問したいことはありま
すか。審査委員からの愛は十分伝わっています（笑）ので、
ここで、各審査委員から最優秀作品・優秀作品の候補作
品に 3 点・2 点・1 点の得点を与えていきたいと思います。

荻原）10. に 3 点、20. に 2 点、22. に 1 点を与えます。

藤井）10. に 3 点、13. に 2 点、15. に 1 点を与えます。

西田）13. に 3 点、22. に 2 点、35. に 1 点を与えます。

内海）10. に 3 点、32. に 2 点、35. に 1 点を与えます。

西田）ありがとうございました。（投映されたエクセルシー
トを確認しながら）10. が得点 9 点ですので圧倒的大差
で１位ですね。2 位は得点 5 点の 13. です。3 位と４位
は僅差になっていて、得点 3 点が 22.、続いて得点 2 点
で 20.、32.、35. が並んでいるという状況です。ここか
ら少し議論したいと思いますので、各審査委員から、与
えた得点の理由をコメントしていただきたいと思います。

荻原）10. は総合力を評価したことと、時間軸を設定し
て、そこに風景や記憶を組み込んだ提案を高く評価して
います。また、バランスが良くて、レベルの高い提案に
なっているので、3 点を与えました。20. は、社会的な課
題として、「働く」ことと「住まう」ことがどんどん変化
していくべきだと考えていて、そこに焦点を当てて提案
していることを評価し、2 点を与えました。ただし、僕
は環境エンジニアなので、そこで「働く行為」「住まう行
為」に対する「居心地」が解けているのかという点が少
し物足りなかったと感じています。22. からは凄い才能を
感じ、最も驚いた作品であったので、1 点を与えました。
まだ粗さもあるのですが、最もパワーを感じました。

内海）私は、10. に関しては、図面の作り込みや話の展開
から総合力で判断し、やはり飛び抜けているので 3 点を
与えました。実は、32. と 35. は、ほぼ同じ得点だと感じ
ています。気持ち的には、1 点を 13. と 32. と 35. の 3
作品に分けたいのですが（笑）。

西田）いいですよ。でも、32. が 2 点から 1 点に下がっ
てしまいますが（笑）。

内海）ごめんなさい（笑）。

西田）1 点を 13. と 32. と 35. に与えた理由を教えてく
ださい。

内海）この 3 作品は、それぞれ違ったアプローチをして
いるのですが、課題と自分が想うことをきちんと定めて、
そこに向かって何かを構築していて、そのレベルが一定
の地点まで到達しているので、1 点ずつ与えました。私は、
都市や風景に対しての提案という意味では、32. が最も優
れていると思っています。一方、13. は、長い目で見ると、
すべてが流動的というのは少し無理があり、不変的な部
分と流動的な部分との違いから、もう少し建築的・構築
的な姿が見えてくるのではないかという疑問があるので
すが、それでも流動し続ける場を考えようとした結果と
しての模型の作り込みなどを高く評価しました。35. は、
とても内面的な話なのですが、課題と自分が想うことを
きちんとしているというところを評価しました。

藤井）10. に関しては、私は最初から推しているのです
が、西田さんが推していないところを見ると、多分建築
的な新しさが無いのかなと思っています。それは私もわ
かっているのですが、私は 10. には提案としての社会性最終審査の様子

最終審査の様子

審査委員の質疑への応答（宮本）

審査委員の質疑への応答（高永）



65 66

としての可能性を秘めていると思います。それを突き詰め
て考えて欲しかったと思います。

西田）荻原さんは、14. についてどう考えていますか。

荻原）空間の操作や建築自体はとても面白いのですが、僕
の専門分野から言うと、寮の部屋をガラス張りにしてダブ
ルスキンにして逃げたことが残念に思います。ダブルスキ
ンですって言えば何でも解けるのですが、僕はそうではな
いデザインをして欲しかったと思っています。

荻原）むしろ、僕は 20. をちょっと上げます。

西田）わかりました。では、残り時間も後わずかとなって
きましたので、そろそろ佳作以上の受賞作品を決めたいと
思います。大学は残酷だなあと思いますが、仕方ありませ
んね（笑）。

西田）佳作以上の受賞作品は 10 作品程度と聞いています
ので、二次審査で得票 0 票の 7. と 12. には選外とするこ
とで良いでしょうか。その前に、7. と 12. の作者に一言
づつコメントしていただきましょうか。

加藤）プレゼンテーションがうまくいかず、お伝えできて
いない部分が多かったと反省しています。

西田）公開プレゼンテーションできる 12 作品に入ってい
るという時点で、今回の審査委員は 7. を高く評価してい
ますので、それで納得してもらえないでしょうか（笑）。

加藤）わかりました（笑）。

坂本）自分が最も考えあぐねていた部分を突かれたので、
何とも言いようがないです。

西田）わかりました。この後、懇親会もあるので、荻原さ
んと話をしてください（笑）。

西田）では、10. 13. 14. 15. 20. 22. 25. 32. 35. 36. の
10 作品を、佳作以上の受賞作品とします。おめでとうご
ざいます。（会場拍手）

西田）これまでの議論を踏まえると、最終審査に残る作品
は、10. 13. 15. 20. 22. 32. 35. の 7 作品ということで
良いでしょうか。そうすると、14. 25. 36. は最終審査に
は残念ながら残らないということになりますが、良いで
しょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）ありがとうございます。ではこれから、最終審査に
残った 7 作品のなかから、優秀作品２点、最優秀作品 1
点を決める議論をしていきたいと思います。

＜最終審査＞
　審査委員 4 名と佳作以上の受賞作品の作者 7 名が前に
座り、引き続き、最終審査を行なった。中央にエクセルシー
トをプロジェクターで投映し、最終審査で各審査委員がど
の作品に投票しているか、リアルタイムで聴衆にもわかる
ようにした。

西田）では、これから最終審査を始めたいと思います。こ
の 7 作品のなかから、優秀作品２点、最優秀作品 1 点を
決めていきますが、最優秀作品を決めることは、各審査委
員にとっての「イチオシ」を決めるということでもありま
す。ここで再度、作者への質疑応答を行い、その上で、各

審査委員から最優秀作品・優秀作品の候補作品に 3 点・
2 点・1 点の得点を与えていきたいと思いますが、いかが
でしょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）ありがとうございます。では、まず、この作品の
作者にこんなことを聞いてみたいというジャッジする上
でのポイントとなる質問をしてください。

西田）僕の評価軸は、僕たちの世代では考えつかないよ
うな建築・都市・社会に対する批評性や新しさを持って
いるかどうかということです。今回の公開審査会のよう
に、建築家である審査委員と議論していくときに、卒業
設計を通して伝えたいことや卒業設計のモチベーション
の源泉を、一人づつコメントして欲しいと思います。

久保）僕の卒業設計の敷地である尼崎は、僕の地元でも
あります。4 年間建築を学び、暗く、閉ざされた工業地
帯の空間をどのように変えていけるかということを中心
に、卒業設計を考えました。

鹿山）建築が世の中に流通するとき、不動産としてしか
流通しない現状に、僕は疑問を抱いています。僕は、そ
の疑問に立脚して、空間そのものを流通させるにはどう
したら良いかを考えながら卒業設計に取り組みました。

髙永）僕の卒業設計のテーマは「風景」です。模型は少
しごちゃごちゃした感じですが、実際の建物は、一つ一
つは、小さくささやかな日常の風景に埋没してしまうよ
うな建築の提案です。建築学科の卒業制作ですが、僕は「ゴ
リゴリ建築」「ガッツリ建築」を作るのではなく、ささや

かな建築が新たな「風景」を生み出していくのではない
かと考えながら制作しました。

中本）僕は、今後、単身者が増えていくなかで、これま
での建築の建てられ方が本当に正しいのかと考えていま
す。社会が「ひとり化」していくなかで、今後のニーズ
にあった建築とは何かと考え、様々な課題を、建築でど
のように解決していけるのかという点をテーマに設計し
ました。

原）私は京橋に 20 年間住んでいます。京橋は「治安が悪
い」と言われており、酔っ払いのおじさんに絡まれたり、
危ないおじさんが奇声を発していたりするのですが、そ
のような状況の中で生きてきて、その環境は、少し危う
いのですが、少し温かみも感じます。私はそういう生活
が好きでもあったので、京橋の環境が開発の波によって
壊されず、残っていくためにはどうすれば良いかという
ことを考えながら取り組みました。

宮本）私は、地方創生が叫ばれるなか、地方をどのよう
に活性化させるかを考え、これから地方はどうあるべき
かと考えました。また、私自身はクラシックバレエを習っ
ていて、舞台への思い入れが強く、舞台と地方の活性化
をどう結びつけるかに力を入れて取り組みました。

山国）私は、日本ではあまり知られていないヘンリー・
ダーガーという人を取り上げました。ヘンリー・ダーガー
は映画化され、研究もされていて、有名な人なのですが、
ヘンリー・ダーガーが紹介されるときの展示方法には違
和感を抱いていました。私は、ヘンリー・ダーガーにとっ
てベストである、美術館のような、ギャラリーのような
空間はどうあるべきかを考えながら設計しました。

西田）他の審査委員から個別に質問したいことはありま
すか。審査委員からの愛は十分伝わっています（笑）ので、
ここで、各審査委員から最優秀作品・優秀作品の候補作
品に 3 点・2 点・1 点の得点を与えていきたいと思います。

荻原）10. に 3 点、20. に 2 点、22. に 1 点を与えます。

藤井）10. に 3 点、13. に 2 点、15. に 1 点を与えます。

西田）13. に 3 点、22. に 2 点、35. に 1 点を与えます。

内海）10. に 3 点、32. に 2 点、35. に 1 点を与えます。

西田）ありがとうございました。（投映されたエクセルシー
トを確認しながら）10. が得点 9 点ですので圧倒的大差
で１位ですね。2 位は得点 5 点の 13. です。3 位と４位
は僅差になっていて、得点 3 点が 22.、続いて得点 2 点
で 20.、32.、35. が並んでいるという状況です。ここか
ら少し議論したいと思いますので、各審査委員から、与
えた得点の理由をコメントしていただきたいと思います。

荻原）10. は総合力を評価したことと、時間軸を設定し
て、そこに風景や記憶を組み込んだ提案を高く評価して
います。また、バランスが良くて、レベルの高い提案に
なっているので、3 点を与えました。20. は、社会的な課
題として、「働く」ことと「住まう」ことがどんどん変化
していくべきだと考えていて、そこに焦点を当てて提案
していることを評価し、2 点を与えました。ただし、僕
は環境エンジニアなので、そこで「働く行為」「住まう行
為」に対する「居心地」が解けているのかという点が少
し物足りなかったと感じています。22. からは凄い才能を
感じ、最も驚いた作品であったので、1 点を与えました。
まだ粗さもあるのですが、最もパワーを感じました。

内海）私は、10. に関しては、図面の作り込みや話の展開
から総合力で判断し、やはり飛び抜けているので 3 点を
与えました。実は、32. と 35. は、ほぼ同じ得点だと感じ
ています。気持ち的には、1 点を 13. と 32. と 35. の 3
作品に分けたいのですが（笑）。

西田）いいですよ。でも、32. が 2 点から 1 点に下がっ
てしまいますが（笑）。

内海）ごめんなさい（笑）。

西田）1 点を 13. と 32. と 35. に与えた理由を教えてく
ださい。

内海）この 3 作品は、それぞれ違ったアプローチをして
いるのですが、課題と自分が想うことをきちんと定めて、
そこに向かって何かを構築していて、そのレベルが一定
の地点まで到達しているので、1 点ずつ与えました。私は、
都市や風景に対しての提案という意味では、32. が最も優
れていると思っています。一方、13. は、長い目で見ると、
すべてが流動的というのは少し無理があり、不変的な部
分と流動的な部分との違いから、もう少し建築的・構築
的な姿が見えてくるのではないかという疑問があるので
すが、それでも流動し続ける場を考えようとした結果と
しての模型の作り込みなどを高く評価しました。35. は、
とても内面的な話なのですが、課題と自分が想うことを
きちんとしているというところを評価しました。

藤井）10. に関しては、私は最初から推しているのです
が、西田さんが推していないところを見ると、多分建築
的な新しさが無いのかなと思っています。それは私もわ
かっているのですが、私は 10. には提案としての社会性最終審査の様子

最終審査の様子
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審査委員の質疑への応答（高永）



を備えた新しさがあると感じているので 3 点を与えまし
た。一方、私は 13. が一番でもいいかなと思っています。
ただし、実際にこの建築を解体して、組み立てた時、成
立しているような気もしますが、まだ少しぼやかしてい
るような気もしますので、2 点にしました（笑）。15. は、
10. や 13. に比べると説得力が弱いと思いましたので、1
点を与えています。

西田）僕の場合、13. に 3 点を与えた理由は、彼が発見
した解体というプロセスに対する取り組みと、出来上
がった建築が、僕には提案できないくらいのギリギリ感
があるということです。藤井さんが先ほどおっしゃった
ように、今回の審査会における僕の評価軸は新しさであ
り、それは、自分も考えるだろうなと思うような提案に
は票を入れないということです。10. に関しては言えば、
オンデザインにあのような依頼が来れば、きっとやるだ
ろうなと思うから、10. には票を入れていないのです。
10. は、建築的な強度もあるし、リサーチに基づいてきち
んと取り組んでいるので、とても良い提案だと思います。
しかし、13. は、解体まではギリギリ僕も思いついたとし
ても、生み出された空間の使い方や、材料置き場などの
使い方の配置など、僕には提案できないことを提案して
いるという、ちょっとした「次世代感」があり、そこに

「新しさ」を感じましたので、3 点を与えました。22. は、
土木的な操作が建築と合わさった時に価値があるという
ことと、建築のプロトタイプとしてかなり新しい提案で
あるところを評価しています。僕は、彼女と一緒に設計
したいなと思っています（笑）。確かに説得力が弱い部分
もあるのですが、そこは十分補完できそうな気がしてい
ますし、あの形式を建築ではないかたちで生み出してい
るところに魅力を感じました。「闇」という言葉の使い方
なども含めて良いと思いましたので 2 点を与えました。
35. は、この 3 作品の中では最も建築的な領域性や空間
性が優れていると思いましたが、少し考えてみれば僕も
35. のようにやるかもしれないと思いました。ヘンリー・
ダーガーの参照の仕方や、「ゴミを捨てに来る」という考
え方などは、非常に魅力的だったのですが、この 3 作品
の中では新しさという点では少し開きがあって、1 点と
いう得点になりました。

西田）審査委員全員のコメントが出揃いましたので、最
優秀賞と優秀賞を決めていきたいと思います。まず、こ
れまでの審査の経緯を踏まえて、最優秀賞は、得点 9 点
の 10. でいかがでしょうか。ちなみに、僕は推していな
いのですが、この差はひっくり返せるものではないと思
いますので、僕も 10. が最優秀賞に相応しいと思います。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）おめでとうございます。最優秀賞は、10. に決定し
ました。（会場拍手）

西田）続いて、優秀賞を決めたいと思います。13. は得
点 6 点で、10. の次に審査委員の評価が高い作品ですが、
荻原さんは推していません。荻原さんにお聞きしたいの
ですが、13. は優秀賞に相応しいと思いますか。

荻原）13. は優秀賞に相応しい作品だと思います。私が
13. を推していない理由として、環境エンジニアとしての
意地を見せてしまったところがあります。正直に言って、
あそこで僕は働きたくありません（笑）。あそこで働ける
か、あそこで居心地が良いか、という視点での提案が欲
しかったと思います。公開プレゼンテーションでは、「住
まい手の居心地を重視します。」という説明があったと思
います。それゆえに、その点に対する提案という評価軸
で他の作品と比較すると、13. は少し落ちます。しかし、

総合的に見て素晴らしい作品だと思いますので、13. は
優秀賞に相応しい作品だと思います。

西田）では、優秀賞のひとつ目は、13. に決定します。（会
場拍手）

西田）では、もうひとつの優秀賞を選びたいと思います。
残っている 5 作品のと得点を見ると、20. は 2 点、 22. は
3 点、 35. は 2 点です。次いで、15. と 32. は 1 点です。
2 点以上得点している 3 作品の中から挙手でもうひとつ
の優秀賞を決めたいと思いますが、いかがでしょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）では、挙手で決めようと思いますが、その前に、
20. 22. 35. の 3 作品の作者に聞いておきたいことはあり
ますか。

藤井）35. に対する質問ですが、この建築は、周りの建物
に対するスケール感をどのように考えているのでしょう
か。かなり大きなボリュームになっていると思うのです
が。もうひとつ質問があります。空間への落とし込み方
は新しいと思いますが、建築自体の新しさはあるのでしょ
うか。

西田）35. が最終審査に残っているのは、実は一次審査で
藤井さんが投じた 1 票があったからなんだよね（笑）。一
次審査で 35. に投票したのは、実は藤井さんだけなんで
す（笑）。

山国）ありがとうございます（笑）。

西田）他の審査委員 3 名は「よくわからない」って言っ
ていましたよね（笑）。それなのに、なんだかんだと内海
さんも僕も推して、最終審査まで残っちゃってる。でも、
なぜか藤井さんは推していない（会場爆笑）。

西田）藤井さんの質問には、そういう布石が込められて
います。

山国）スケール感は、周りの建物と合わせています。模
型では表現できていないのですが、周りには 4 階建てく
らいの建物があり、その高さに合わせるようにしていま
す。また、すりガラスにすることで異空間的な表現とし
ましたが、建築的な新しさは不足していたのかもしれま
せん。

西田）では、挙手で 1 人 1 作品を選びたいと思います。

＜挙手にて 20. を優秀賞に決定した。＞

西田）ありがとうございました。では改めて、最優秀賞
は 10.、優秀賞は 13. および 20. と決定いたしました。
これで公開審査会を終了します。（会場拍手）

＜審査委員より講評が述べられた。＞

荻原）今日ここに居る全ての皆さん、そして、卒業設計
を手伝ってくれた下級生の皆さん、本当にお疲れ様でし
た。おそらくこれで卒業設計にかかるイベントは終了と
思いますが、よく頑張ったと思います。
　私は 3 年連続で審査に関わっているのですが、全体的
なレベルは今年が一番高かったと感じました。社会的な
課題に対する取り組みも多かったと思います。過去、同
じこの場で、建築に対する取り組みが足りないというコ
メントをしたのですが、今年は建築に対して一生懸命デ
ザインした提案も増えていました。ランドスケープ的な
提案も多かったですし、時間軸を組み込んで提案したも
のもありました。全体的にバリエーションに富んでいて、
そういう皆さんの成果をこの場で共有できたことは本当
に良かったと思います。今年の展示会には素晴らしい提
案がいくつもあって、僕にとっても勉強になったし、皆
さんにとっても勉強になったのではないかと感じていま
す。
　最優秀賞・優秀賞・佳作という受賞作品を決めること
も大切ですが、この時間を皆さんと共有できたことを大
変嬉しく思っています。ありがとうございました。

内海）皆さん、本当にお疲れ様でした。今回の審査会に
審査委員として参加するにあたって、ダイジェストシー
トが私の元に送られてきたときは、正直に言って、全く
わかりませんでした（笑）。でも本日、まず展示されてい
る作品を見て、皆さんの話を聞きながら審査して、プレ
ゼンテーションを聞くうちに、だんだんと突っ込んで話
をすることができ、そういうやりとりが面白くなってき
て、とても楽しい 1 日となりました。
　卒業設計はとても大きなイベントだと思います。ここ
にいる 3 年生は、今年の 4 年生の作品に触発されて、や
りがいのあるテーマを見つけて、来年、それに全力で取
り組んでいくと良いと思います。
　4 年生の皆さんはお疲れ様でした。卒業設計で深堀り
して考えたことは、世の中に出ても、ふと思い出すこと
があると思います。今後も頑張ってください。お疲れ様
でした。

藤井）皆さん、お疲れ様でした。私もダイジェストシー
トを見たときは、わからないことがたくさんあったので
すが、本日ここに来て、図面や模型を見て、本当に驚き
ました。皆さんが考えている熱い想いや熱意がひとつひ
とつ形態や図面に込められていて、それが伝わってきて、
本当に楽しい時間を過ごすことができました。
　今回、一次審査で選ばれた 12 作品の作者、また上位 3
作品に選ばれた作者にとってはもちろんのこと、選ばれ
なかった人にとっても、今回卒業設計で取り組んだこと
は、何年か後の自分に必ず繋がっているものだと思いま
す。そして、それを自分で育てていくことができますので、
それを大切にして、今後、設計活動を続けていって欲し
いと思います。ありがとうございました。

西田）藤井さんは、公開審査前のショートレクチャーで、
卒業設計を見せていましたよね。藤井さんにも学生時代
があったのだなと、ふと思いました。藤井さんは、今年
47 歳だそうですが、47 歳になっても、自分の卒業設計最終審査の様子

最終審査の様子
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を備えた新しさがあると感じているので 3 点を与えまし
た。一方、私は 13. が一番でもいいかなと思っています。
ただし、実際にこの建築を解体して、組み立てた時、成
立しているような気もしますが、まだ少しぼやかしてい
るような気もしますので、2 点にしました（笑）。15. は、
10. や 13. に比べると説得力が弱いと思いましたので、1
点を与えています。

西田）僕の場合、13. に 3 点を与えた理由は、彼が発見
した解体というプロセスに対する取り組みと、出来上
がった建築が、僕には提案できないくらいのギリギリ感
があるということです。藤井さんが先ほどおっしゃった
ように、今回の審査会における僕の評価軸は新しさであ
り、それは、自分も考えるだろうなと思うような提案に
は票を入れないということです。10. に関しては言えば、
オンデザインにあのような依頼が来れば、きっとやるだ
ろうなと思うから、10. には票を入れていないのです。
10. は、建築的な強度もあるし、リサーチに基づいてきち
んと取り組んでいるので、とても良い提案だと思います。
しかし、13. は、解体まではギリギリ僕も思いついたとし
ても、生み出された空間の使い方や、材料置き場などの
使い方の配置など、僕には提案できないことを提案して
いるという、ちょっとした「次世代感」があり、そこに

「新しさ」を感じましたので、3 点を与えました。22. は、
土木的な操作が建築と合わさった時に価値があるという
ことと、建築のプロトタイプとしてかなり新しい提案で
あるところを評価しています。僕は、彼女と一緒に設計
したいなと思っています（笑）。確かに説得力が弱い部分
もあるのですが、そこは十分補完できそうな気がしてい
ますし、あの形式を建築ではないかたちで生み出してい
るところに魅力を感じました。「闇」という言葉の使い方
なども含めて良いと思いましたので 2 点を与えました。
35. は、この 3 作品の中では最も建築的な領域性や空間
性が優れていると思いましたが、少し考えてみれば僕も
35. のようにやるかもしれないと思いました。ヘンリー・
ダーガーの参照の仕方や、「ゴミを捨てに来る」という考
え方などは、非常に魅力的だったのですが、この 3 作品
の中では新しさという点では少し開きがあって、1 点と
いう得点になりました。

西田）審査委員全員のコメントが出揃いましたので、最
優秀賞と優秀賞を決めていきたいと思います。まず、こ
れまでの審査の経緯を踏まえて、最優秀賞は、得点 9 点
の 10. でいかがでしょうか。ちなみに、僕は推していな
いのですが、この差はひっくり返せるものではないと思
いますので、僕も 10. が最優秀賞に相応しいと思います。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）おめでとうございます。最優秀賞は、10. に決定し
ました。（会場拍手）

西田）続いて、優秀賞を決めたいと思います。13. は得
点 6 点で、10. の次に審査委員の評価が高い作品ですが、
荻原さんは推していません。荻原さんにお聞きしたいの
ですが、13. は優秀賞に相応しいと思いますか。

荻原）13. は優秀賞に相応しい作品だと思います。私が
13. を推していない理由として、環境エンジニアとしての
意地を見せてしまったところがあります。正直に言って、
あそこで僕は働きたくありません（笑）。あそこで働ける
か、あそこで居心地が良いか、という視点での提案が欲
しかったと思います。公開プレゼンテーションでは、「住
まい手の居心地を重視します。」という説明があったと思
います。それゆえに、その点に対する提案という評価軸
で他の作品と比較すると、13. は少し落ちます。しかし、

総合的に見て素晴らしい作品だと思いますので、13. は
優秀賞に相応しい作品だと思います。

西田）では、優秀賞のひとつ目は、13. に決定します。（会
場拍手）

西田）では、もうひとつの優秀賞を選びたいと思います。
残っている 5 作品のと得点を見ると、20. は 2 点、 22. は
3 点、 35. は 2 点です。次いで、15. と 32. は 1 点です。
2 点以上得点している 3 作品の中から挙手でもうひとつ
の優秀賞を決めたいと思いますが、いかがでしょうか。

内海・藤井・荻原）（同意）

西田）では、挙手で決めようと思いますが、その前に、
20. 22. 35. の 3 作品の作者に聞いておきたいことはあり
ますか。

藤井）35. に対する質問ですが、この建築は、周りの建物
に対するスケール感をどのように考えているのでしょう
か。かなり大きなボリュームになっていると思うのです
が。もうひとつ質問があります。空間への落とし込み方
は新しいと思いますが、建築自体の新しさはあるのでしょ
うか。

西田）35. が最終審査に残っているのは、実は一次審査で
藤井さんが投じた 1 票があったからなんだよね（笑）。一
次審査で 35. に投票したのは、実は藤井さんだけなんで
す（笑）。

山国）ありがとうございます（笑）。

西田）他の審査委員 3 名は「よくわからない」って言っ
ていましたよね（笑）。それなのに、なんだかんだと内海
さんも僕も推して、最終審査まで残っちゃってる。でも、
なぜか藤井さんは推していない（会場爆笑）。

西田）藤井さんの質問には、そういう布石が込められて
います。

山国）スケール感は、周りの建物と合わせています。模
型では表現できていないのですが、周りには 4 階建てく
らいの建物があり、その高さに合わせるようにしていま
す。また、すりガラスにすることで異空間的な表現とし
ましたが、建築的な新しさは不足していたのかもしれま
せん。

西田）では、挙手で 1 人 1 作品を選びたいと思います。

＜挙手にて 20. を優秀賞に決定した。＞

西田）ありがとうございました。では改めて、最優秀賞
は 10.、優秀賞は 13. および 20. と決定いたしました。
これで公開審査会を終了します。（会場拍手）

＜審査委員より講評が述べられた。＞

荻原）今日ここに居る全ての皆さん、そして、卒業設計
を手伝ってくれた下級生の皆さん、本当にお疲れ様でし
た。おそらくこれで卒業設計にかかるイベントは終了と
思いますが、よく頑張ったと思います。
　私は 3 年連続で審査に関わっているのですが、全体的
なレベルは今年が一番高かったと感じました。社会的な
課題に対する取り組みも多かったと思います。過去、同
じこの場で、建築に対する取り組みが足りないというコ
メントをしたのですが、今年は建築に対して一生懸命デ
ザインした提案も増えていました。ランドスケープ的な
提案も多かったですし、時間軸を組み込んで提案したも
のもありました。全体的にバリエーションに富んでいて、
そういう皆さんの成果をこの場で共有できたことは本当
に良かったと思います。今年の展示会には素晴らしい提
案がいくつもあって、僕にとっても勉強になったし、皆
さんにとっても勉強になったのではないかと感じていま
す。
　最優秀賞・優秀賞・佳作という受賞作品を決めること
も大切ですが、この時間を皆さんと共有できたことを大
変嬉しく思っています。ありがとうございました。

内海）皆さん、本当にお疲れ様でした。今回の審査会に
審査委員として参加するにあたって、ダイジェストシー
トが私の元に送られてきたときは、正直に言って、全く
わかりませんでした（笑）。でも本日、まず展示されてい
る作品を見て、皆さんの話を聞きながら審査して、プレ
ゼンテーションを聞くうちに、だんだんと突っ込んで話
をすることができ、そういうやりとりが面白くなってき
て、とても楽しい 1 日となりました。
　卒業設計はとても大きなイベントだと思います。ここ
にいる 3 年生は、今年の 4 年生の作品に触発されて、や
りがいのあるテーマを見つけて、来年、それに全力で取
り組んでいくと良いと思います。
　4 年生の皆さんはお疲れ様でした。卒業設計で深堀り
して考えたことは、世の中に出ても、ふと思い出すこと
があると思います。今後も頑張ってください。お疲れ様
でした。

藤井）皆さん、お疲れ様でした。私もダイジェストシー
トを見たときは、わからないことがたくさんあったので
すが、本日ここに来て、図面や模型を見て、本当に驚き
ました。皆さんが考えている熱い想いや熱意がひとつひ
とつ形態や図面に込められていて、それが伝わってきて、
本当に楽しい時間を過ごすことができました。
　今回、一次審査で選ばれた 12 作品の作者、また上位 3
作品に選ばれた作者にとってはもちろんのこと、選ばれ
なかった人にとっても、今回卒業設計で取り組んだこと
は、何年か後の自分に必ず繋がっているものだと思いま
す。そして、それを自分で育てていくことができますので、
それを大切にして、今後、設計活動を続けていって欲し
いと思います。ありがとうございました。

西田）藤井さんは、公開審査前のショートレクチャーで、
卒業設計を見せていましたよね。藤井さんにも学生時代
があったのだなと、ふと思いました。藤井さんは、今年
47 歳だそうですが、47 歳になっても、自分の卒業設計最終審査の様子

最終審査の様子

佳作受賞者：（左から）山口　天誠・松枝　佳那・山国　咲・
住寄　龍水・髙永　賢也・宮本　菜々子・原　雪之
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はこんな作品だったと言って見せる機会があるくらい、卒
業設計はあとあと残るものなのですね。
　なぜ残るかというと、藤井さんもショートレクチャーで
言われていたのですが、今も同じことをやっているからな
のですね。つまり、卒業設計は、これから社会に出て、建
築を考えていくときの、自分の物差しや物を見るベースラ
インになるということです。そのことを、藤井さんが公開
審査の前にまざまざと見せてくれて、その後の公開審査で
は、審査委員は好き勝手言って、自由に発言して、これが
面白いとか言っていたと思います。
　聞いている学生は、何くそとか、伝わっていないとか、
違うんだとか思ったと思うのですが、その気持ちは忘れな
いでください。明日忘れる人もいると思うけど、そうでは
なく、最低 1 年間くらいはその気持ちを持ってください。
もっと言うと、20 年くらい持ち続けてください。そうす
ると、その 20 年くらいの間で、今ここで話していること
のなかで見えていないことも見えてきて、言語化できた
り、建築の面白さに気づけたりすると思います。
　卒業設計は、イベントとして終わってしまうと燃え尽き
てしまう人も結構いると思うのですが、今がスタートだ
と思ってください。これからの時間を、今の問題意識や今
作ったものをもっと違う角度から見つめる時間にしてく
ださい。そうやって深堀りしていくと建築の楽しさも見え
てくると思いますし、そういう楽しさを共有できたらと思
います。
　この後懇親会もありますので、ぜひ、今自分が考えてい
ることをぶつけてみてください。そのことによって、社会
的な角度から自分を見つめ直すきっかけがつかめると思
います。
　建築の面白さのひとつとして、自分が作った建築と社会
が地続きになっているということがあるので、この後の懇
親会も楽しみにしています。お疲れ様でした。

寺地）皆さん、お疲れ様でした。審査委員の先生方におか
れましては、関東から来ていただき、朝から長時間にわた
るご審査をいただき、本当にありがとうございました。
　プレゼンテーションを行なった 12 名の学生達、聴衆と
してご来場いただいた非常勤の先生方、一般の方々、下級
生の皆さんのおかげで、かなり盛り上がった公開審査会に
なりました。どうもありがとうございました。
　先ほど、審査委員の荻原先生から、この 3 年間の中で
は一番良かったというお言葉をいただきましたが、我々専
任教員としても、当学科の卒業設計のレベルが上がったと
いう実感があります。
　当学科は、2 年前に旧 4 号館からこの 2 号館に引越し
をして、2 号館を試行錯誤しながら使っているのですが、
今年度から卒業設計全作品を展示することにしました。昨
年度まではセレクションの結果、展示しない作品もあった
のですが、大きな製図室ができたので、全員が展示会まで
やり切ってもらうことが重要だという判断をしました。
　全員が頑張っている姿は教員から見ても良いものだな
と感じましたし、全員で頑張る相乗効果もあって、良い結
果が生まれたのではないかと思っています。
　卒業設計や設計コンクールは、スポーツのように勝ち負
けがはっきりするものではありません。審査委員によって
作品の評価は当然変わります。本日の審査会のように、3
人の先生が最優秀作品に推している作品であっても、西田
先生だけは推していないという状況があり得ます。全ての
審査委員から高評価をいただくということはなかなか難
しいことですが、そこが建築の面白さでもあります。
　一方、佳作に入った人とともに、賞まで届かなくて悔し
い思いをしている人もたくさんいると思います。特に、佳
作以上の受賞作品を決める段階で、私が学科長として、「12
名から 10 名に絞ってください」という指示を出しました。
2 名が佳作に届かなかったのですが、実はあの 2 名は私
の研究室の学生です。賞を獲らせてあげたい親心はありま

したが、学科長として内規に基づく決断をしました。賞
を獲ることも重要ですが、教員としては、学生が４年生
になった当初から、卒業設計を経て、どれだけ成長した
かということをよく見ています。
　その意味では、佳作を受賞していなくても、とても成
長した人もいれば、とても実力があるのにも関わらず、
卒業設計ではあまり伸びなかった人もいます。名前を出
して申し訳ないですが、佳作選考で最後に除外となった
加藤くんはとても成長したと思っています。彼は 3 年生
のとき、少し設計が嫌になって、研究室配属のときにも
少し自棄になっていたのですが、卒業設計を経てものす
ごく成長したと思います。
　今回公開プレゼンテーションまで進めなかった人も含
めて、それぞれ方向性は違いますが、全員が成長できた
ことに自信と誇りを持って卒業してください。
　最後に、今年度卒業設計に取り組んだ全員に対して、
拍手を持ってお開きとしたいと思います。（会場拍手 )

大宮賞（大阪工業大学建築学科卒業設計教員選考大宮賞）
審査結果
　大宮賞は、卒業設計展示会期間中に展示された 38 作品
を対象とし、大阪工業大学建築学科の専任・特任・客員・
非常勤 33 名の審査・投票によって、持ち票 10 票の投票
によって選出された。
　審査・投票は 2020 年 2 月 14 日（金）11：00 〜 16
日（日）12：00 の期間に行われた。また、表彰式は卒
業設計の表彰式に引き続き行われ、賞状が授与された。
　以下は、3 票以上を獲得した作品、作者、得票数である。

＜大宮賞＞　
36. 日本的広場建築  山口　天誠　　14 票

＜2位＞　
10. INDUST：RE　
　　〜 Regeneration of a Industrial District 〜 
    久保　良太　　12 票

＜3位＞　
28. visiting old x discussion now x action new　
　　－国連平和大学広島分校－ 水野　愛子　　11 票
32. 袖の舞台   宮本　菜々子　11 票
35. 幻想の囲い　
　　〜ヘンリー・ダーガーと対話する楽園〜 
    山国　咲　　　11 票

＜6位＞　
12. Urban Stent graft ∼ 脈打つ都市軸 ∼   
    坂本　雄直　　10 票
15. 再起する景   髙永　賢也　　10 票

＜8位＞　
11. Polaris - 地上の星座を紡ぐ星の子村 -   
    小泉　琴音　　  9 票
13. 藁と蜜柑   鹿山　勇太　　  9 票

＜10位＞　
22. 闇市とキャバレー  原　雪之　　　  6 票
30. Woodilize 〜木を貯める場から使う街へ〜  
　    南　智稀　　 　 6 票

＜12位＞　
7. 竹思黙考   加藤　航平　　  5 票
14. crossing ＝　交雑、異種交配    
    住寄　龍水　　  5 票

＜14位＞　
20. 5W2H   中本　昂佑　　  4 票
24. ひとつの種が街をめぐる　
　　〜伸びるツタによる緑化〜 前田　瑞歩　　  4 票

＜16位＞　
1. 自然のあわい   秋山　未奈　　  3 票
2. AIRPORT　THEATER   ITAMI INTERNATIONAL AIRPORT 
    浅井　政慧　　  3 票
8. ものごとの始まりはいつもマイナーである 
　- The future generation sports training center - 
    川口　龍世　　  3 票
9. 食と縁   北浦　加世子　  3 票

大宮賞（大阪工業大学建築学科卒業設計教員選考大宮賞）
受賞者：山口　天誠

総評と感謝の辞を述べる寺地学科長

卒業設計審査会後の記念写真（最優秀作品賞・優秀作品賞・
佳作賞受賞者および展示会出展者と審査委員・専任教員）
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