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審査結果

今年の審査会について

KD賞というものがつくられて10年ほどが経つ。その節目という訳でもないが、今年は少し趣を変え
て、建築家と学生が同じ円状の椅子に並び、座談会形式のトークセッションというかたちで審査会を
進めてみた。

審査会に関して、見当はずれかもしれないし、若干不躾かもしれないが、もっとくだけて対等に本音
を語る、ギラギラした学生たちと建築家たちの議論の場を見てみたいと率直に個人的に思っていた。
往々にして酒席で語る話の方が面白いし、ためになるし、生意気だし、本音だからこそ建前など気に
せず個性が出る。なぜかそんな話を聞くと建築が3割増でよく思えてくることもある。さすがに居酒
屋でやるわけにはいかなかったのでこのようなかたちをとったが、このような試みをやらせてくれた
のも建築会というOB・OG会ならではなのではないだろうか。

そのような思いでスタートしてみたが、結果として居酒屋トークというより、アトリエ事務所のコン
ペ提出前のミーティングのようで、それはそれで興味深かった。微々たるものではあるが、KDAとい
う共同体の産声がかすかに聞こえた気がすると都合良く思いたい。

まだまだ試行錯誤が必要であるが、空耳にしない為にも、今後も鋭い学生たちとOB・OGの建築家た
ちが刺激し合えるような、そして相互に成長し合えるような環境と場面を創造することができたらと
願っている。

講評にあたってまずは最終課題を見事に完成させた学生諸君に敬意を表したいと思う。卒業設計の経
験はこれからの設計活動の原点となる。その卒業設計を審査するというのは審査する側にとっても大
きな責任を負うものであった。
様々の評価軸が考えられる中私はバブル世代の視点を織り交ぜながら卒業設計における「か、かた、
かたち」を仮定し「成果品の完成度」=「かたち」の良し悪しでなく、社会人一年生の設計者として
の「ビジョン」=「か」と「コンセプト」=「かた」が示すプロジェクトの可能性を評価したいと思っ
ていた。
卒業設計はいつも流行を反映している。今年は故郷の原風景を取り戻したい。大事な物を再評価して
建築に取り入れたい。といった既存の街や建物の再生系の作品が多く未来に対する提案はやはり少な
かった。
それぞれ作者は真面目に問題に向き合い分析し必然性を探り解決策を導きだそうとしていた。それは
正しい方法であり社会人となっても十分通用するものである。しかし、一方でそれは上手にプログラ
ムを解決しているだけで建築自体の「空間」の持つ力をあまり信用していないようにも思えた。提出
模型が示すとおり小さいスケールの中で思考が完結しているように見えたからだ。そこで思考が止ま
るのはあまりにもったいないことである。もう一歩踏み込むことが出来たら違う世界が見えたはずで
ある。
我々は改めて建築の持つ力を信じる素直さを持つべきである。そして建築の持つ「理性」と「本能」
を如何にコントロールするかである。頭の理性で構築する「理論」と身体の本能に頼る「空間」であ
る。理性を効かせ、流行りに流されず熱狂せず、同時に空間は人間を快適に時には過激に包み込まな
ければならない。今回の作品のほとんどは「理性的」な建築であったと思う。そんな中で「個性に寄
り添う建築」は本能を剥きだしながら程よい理性を効かせた作品として浮かび上がってきた。力強い
造形と意表を突いたようなホールの考え方の一方で繊細な内面を如何に表現するか悩んだ形跡が読み
取れた。建築に複雑な想いが浮き出ていた。
「スガモ小〒ン街」では東海大学と関係の深い郵便局をテーマに扱うのであれば都市や田舎に張り巡
らされた歴史ある郵便ネットワークの強みを生かす展開ものあり得たのではないか。
木星の海に浮かぶ自給自足の海上都市はアクアポリスのようにも見えたし「車と暮らす集合住宅」は
同じく菊竹清訓のスパイラル住居と通じるものがあった。
「自然と寄り添う建築」の屋根の吹き飛ぶ建築はその昔、木造の橋が洪水の度に流され架け替えられ
ることで技術が更新向上されていった話に繋がる。また屋根を架け替えている間の共同生活などのコ
ミュニティー問題に斬り込む余地があった。
少数派であるがメタボリズム系の作品があった。60年代と異なり人口減少の未来が迫るなかで新しい
メタボリズムが生まれてくる可能性について考えさせられた。
そしてメタボリズム建築はカプセル建築や増殖建築のように誤解をされがちなのだが本来は時代変化
の中で建築の「変わるべきもの」と「変わってはいけないも」のを見極める建築なのである。その建
築にとっての普遍的な機能を見極めなければならない。人間においても同じ事が言える。皆さんには
今後の実践を通して普遍的な自分の信念を見つけ新しい自在な建築を作って欲しいのである。
作品の中には最終的なoutputがうまくいかず「かたち」に結びつかないまま力尽きているものもあっ
た。今はそれでも良い。なぜなら社会に出て設計者として現実の建築と向き合った時に責任と恐怖と
希望を実体験し自分を変えていくものだからだ。今回はそんな人も批判や批評を恐れずに全員参加し
て欲しかった。
卒業設計が全てではない。うまくいかなかった人は自分の設計をもう一度見直し、納得するまで改善
していくことをお勧めする。また好評価だった人はこれに甘んじることなく更に高い次元を目指して
欲しい。そして日常を取り巻く社会問題をいつも考え続ける姿勢が必要である。私たちのこの度の意
見が皆さんの建築人生の中のどこかで思い出してもらえるならばOBの責任を果たせたことになるだろ
う。

提出数は少ないものの全体のレベルは高いと思いました。テーマとしては、今年も地域
コミュニティー、保存・再生などを扱ったものが多かったと思いますが、建築としての
提案に結びついていたことに好感が持てました。また、今年から審査員8名のトークセ
ッション形式の審査となり、議論の中で、そう言う見方もあるのかなどの発見もあり、
学生だけでなく私自身にとっても有意義な場でした。

さて、作品の講評ですが、最優秀賞のLGBTを扱った村上案や佳作のフレイルケアに着
目した速水案は、新たなビルディングタイプを示唆する提案だと思います。村上案は一
見やや古臭くも見えてしまうデザインですが、これまでに見たことがない客席と舞台が
分断されたホールの計画に、LGBTの心の在りようが建築化されているように感じまし
た。速水案は建築の空間によって健康寿命を維持しようする考えはよかったが、結果的
に建築としてわかりづらかった。ただ、このテーマに取り組む姿勢は、今回一二を争う
熱意を感じました。
優秀賞の本井案と佳作の小松案は、まちの裏が表になるという点で共通した面白さがあ
ります。本井案の屋根のデザインは腑に落ちない点もあるが、まちの文脈を丁寧に読み
込み、単なる堀の再生では無く広場として読み替え、新たな動線を生み出した点は素晴
らしいと思います。小松案は、壁の扱いなど全体的に詰め切れていないが、様々な可能
性を感じられ、個人的には好きな案です。
入賞を逃した清水案は、屋上公園を兼ねた大屋根のデザインが面白いが、空間として雑
な印象を受けるのが残念でした。
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KD最優秀賞　  
個性に寄り添う建築
 -LGBTを個性と認めるクリエイティブセンター-

KD優秀賞　  
亀城の軸を正し、土浦に誇りと愛着を取り戻す
-歴史的都市構造を認識させる図書館のようなもの-

KD佳作賞　  小松 寛征 

本井 加奈子 

村上 真緒

小岩闇市ベニスマーケット再び 
-見えない都市のヴォイドを可視化するメディアマーケット-

速水 真帆子 
美意延年の導 
-地域密着型フレイルケアによる秦野駅前商店街の再編-

倉冨 雅
「Dock」風景の継承 
-前川と暮らしを繋げる桟橋建築-



鈴木 貴詞 山下 貴成 伊藤 州平

小松さん「小岩井ベニスマーケット再び」の下屋空間は、美しいです。周辺への配慮や
未来の展開まで盛り込むことで、より説得力のある案になります。
本井さん「亀城の軸を正し、土浦に誇りと愛着を取り戻す」は、人を排除するための堀
を再現・再考し人の集う場所に見事に逆転し、空間を作り良くまとめられています。堀
に対して直交方向の動線をより豊かにすることで、作品の複層的な魅力が上がります。
村上さん「個性に寄り添う建築」は、造形や動線に工夫が多い力作でした。街にある既
設の�会館との違いをもっと明瞭にすることで考えが伝わります。コンセプトを突き詰
めると全く別のアーキタイプになるかもしれません。
速水さん「美意延年の導」は、老いに対する二項対立の思考「病気か健康」を超えて、
体と健康への眼差しを持つ素晴らしい作品です。より身体性に寄り添う計画で、もっと
情景が目に浮かぶような作品にしていくとコンセプトとプレゼンがシンクロします。
深尾さん「臨生建築」は、独特の世界観が表現された案で感心しました。将来この主観
的な世界観を多要素が深く絡み合う建築の世界に粘り強く落とし込んでいくことに期待
します。
内堀さん「木漏れ日と交わる広場」は、丁寧に蒸留所を庁舎へ改修しており共感しまし
た。この庁舎によりどんなまちの将来像を描いているのか語ってほしいです。

以上、力作すべてにコメントができないのが残念なのですが、講評とさせていただきま
す。

卒業設計は、ナントカしないと、みたいな抑えきれない問題意識があるか、そしてそれ
を自分らしくカタチある提案にまとめ上げられるかどうか、が醍醐味だと思う。それが
「建築的」であれ「都市的」であれ、現代の感覚にぴったりフィットするようなものだ
とみんなが頷くし、すごく偏った情熱のようなものが色濃く表現された作品もまた心を
動かされる。

全29作品のうち、割合としては「都市的」な提案が多い印象を受けた。その中でも異彩
を放っていた本井案は、ベッドタウンにおける再開発の無個性さに問題意識を持ち、土
浦に残るお堀と町割りを顕在化し個性的な都市構造を復活させることで、土浦ならでは
の魅力と賑わいを新たに生み出そうとした作品である。お堀によって分断された地面に
図書館のようなものを設け、市民に開放された地上の屋根が町割りを保持する提案には
、他の作品とは一線を画すアイディアがあった。一方の「建築的」な提案では、村上案
によるLGBTのためのクリエイティブセンターが記憶に残った。これまでにないプログ
ラムの建物をつくりたいという強い意志があり、LGBTの人々が抱えている（と思われ
る）、おおっぴらに開くでもなく閉じるでもない、でもオープンにしたいというもどか
しさが、見事建築に表現された力作である。螺旋状に続く内向きなシークエンスと、回
遊性の中に下北沢の外部環境を織り交ぜた空間構成は、結局はプログラムに左右されな
い公園のような建物になっている点が面白かった。

8人の建築家による審査会ということで、それでも学生たちと我々の共通点は空間や場
をつくる(つくろうとする)ということで一致しているはずである。

個人的に設定した審査基準は、デザインされる空間や場にどのような質があるかという
こと。もちろん、問題定義や全体のストーリーとしての完成度も重要なのだが、社会へ
の応答として空間の提案に魅力があるかどうかは、建築家の使命として大切なことであ
り難しいことだからだ。そういった意味で、審査員も学生も対等だと思うし、学科の審
査とは趣も異なると考えた。
全体的に模型のスケールが小さいことが気になった。作品全体を俯瞰するための模型で
終始している学生が多く、スケールの大きな部分模型や、空間を認識できるような見せ
方をすることでもっと評価は変わってくる。
そういった意味で小松さん、四本さんはとても惜しかった。小松さんの、特殊なプロポ
ーションの街のボイドを捉え、そこに緩やかな立面をつくることで街の裏側にできた広
場や空間のシークエンスは興味深かった。四本さんの、飛ばされる屋根を継承し、細分
化された屋根と場がさまざまな時間の流れや密度でうまれ続いていく様と、実際にでき
たさまざまな屋根や軒のシークエンスが興味深かった。これらは、トークセッションで
も盛り上がった部分であり、本人達がどのくらい気付いているのか分からない中で審査
員の深読み的な議論が交わされている状況もこの審査会の特色として興味深かった。
KD賞は村上さんと本井さんで割れた。村上さんは、独特な構成を持ったステージを中
心とした力強い空間とその模型に評価を集めた。開くことと閉じることに対して矛盾を
表した空間構成や建築の建ち方が、センシティブなモチベーションの反映として表れて
おり魅力的であったが、拡大解釈に過ぎるか。
本井さんは完成度が高かった。一見、地上の既視的なフラットルーフの反復に気を取ら
れるが、地域再生の手掛かりとしたお堀の扱い、建て替えの選別ルール、お堀と地下の
構成や機能配置、地下と地上の関係性や断面操作、これらが庁舎機能も含めた”図書館
のようなもの”としてまとまったパブリックな施設であるということに不思議と必然性
を感じることができた。また、断面パースや断面を表現できる模型となっていることも
わかりやすく評価できる。どのような場になるのか、人の賑わいなどがイメージでき良
い作品である。

トークセッションでは講評や審査はもちろんのこと、どうしたらもっと良くなるのか、
提案に強度が増すのか、プレゼンテーションの大切さなどを含め審査員が意見を言って
しまう場面が目立った。しかし、学科の成績とは関係ない審査会であるからこそ可能で
あると思っている。それは、少なからず学生にとっては刺激的であったのではないだろ
うか。
そして、学部三年生以下や、修士設計を控える修士生にもこの審査会を見学してもらえ
ると、学内全体が更に活性化され有意義な環境になっていくのではないかと思う。
刺激的なトークセッションを含んだ審査会が今後も続くことを願います。
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武田 清明 上村 育美 森屋 隆洋

学生たちと言葉をかわしていると我々の世代と社会背景が全く異なることにおどろき、
まずそのことがなによりも新鮮に感じられた。この世代でしかつくれない新種の建築に
出会えるかもしれない、そういう期待が徐々にわきはじめた。今回、私的で個性的なモ
チベーションを出発点とした建築も多く、それはそれで十分に見応えはあったのだが、
そういうものが求められがちだった我々の世代（12年前）の卒業設計と同じような出発
点であることで、どうしても新しい鮮やかさを感じとることができなかった。その上で
「現代でしか出会いない建築であるかどうか」ということがだんだんと私個人の判断基
準となっていった。以下の作品にこの世代らしい現代性を強く感じとることができた。

「本井案」
現代では地域性をすでに見失った場所は実に多い。地域性とは場所の歴史である。それ
ゆえに一旦見失ってしまうとすぐに再構築できるようなものではない。本井案は、それ
ならば「歴史の発掘」によって地域性を復活させようという大胆な試みである。彼女は
、ある城下町において、歴史の中で埋もれてしまった掘割を掘り起こし、現代の均質な
まちなみに歴史的な遺構を強引に横断させることに挑んだ。掘割空間は、カタチをその
ままに、かつての防御用というネガティブなものから、大勢の人が行き交う賑わいのた
めのポジティブなものへと読み換えられた。彼女にとって、それに付属する建物のデザ
インやプログラムはどうでも良かったのかもしれない。むしろ、現代のまちなみの中に
突如歴史的な遺構が同居するという「異常な風景」をつくりあげたかったのではないだ
ろうか。もしこれが実現すれば、不気味なほど美しいかもしれない。そう思わせる野心
的な提案であった。

「小松案」
現代社会ではリノベーションという手法の採用が多くなった。しかし、一つの建物の内
装をつくりかえるだけの内向きのその手法に「まちを変える力」はなかった。小松案は
ざっくり言えば「まちのリノベーション」である。敷地は複数の既存建物の隙間とし、
建物の内ではなく外を、建物単体でなく複数を扱うというこの外向きのリノベーション
は、庇を共有するだけでまちに新たな動線と賑わいつくりだすことに成功している。既
存のまちを残しながらでもつくれるこの「やさしい都市開発」は、これまでの大規模再
開発にうってかわる、次世代のまちの更新方法になりうるのではないだろうか。

「出澤案」
少子化により大学生徒数が激減し、大学建築が極度な縮小化をせまられるという問題が
生じはじめたのはここ最近の話である。これからの大学建築には、そのような規模に対
する”新しい柔軟性”が必要であった。出澤案の市民大学という利用者を多世代化した
このプログラムは、「大学をひらく」うえでまず重要な設定である。また彼の発明は、
大きくなりがちな大学というボリュームを「小さな単位の集合」で構成したところにあ
る。その小さな単位は、一部を市民の交流空間として段階的に貸し出しやすい細かい目
盛りとなり、将来的に自由に規模縮小を図れる仕組みになっている。このように、まち
と学校の輪郭をぼやかしていくことで、大学建築は今後生き延びることができるかもし
れない。

卒業制作は「自分の思考と向き合う・自分の立ち位置を社会に提示する」、そしてそれ
を「作品として表す」、唯一の機会だと言ってもよいでしょう。そのような作品に対し
て私が着目した点は、「どれだけ本人の素直な視点が込められているか」、「どれだけ
自分の提案した空間に向き合っているか」という2点です。  

KD最優秀賞を受賞した村上さんの作品は、自身の素朴な経験からスタートし、自身の
感覚を大切にしながら、素直に作品にまとめたであろうことが見受けられ好感が持てま
した。敷地の選定、空間のつくり方、それらに一貫性が見られ、見るものが共感できる
提案になっていたと感じました。設計者の思い描く空間を素直に表現できていることに
清々しさを覚え、良い提案にまとまっていると思いました。

KD佳作賞の小松さん、速水さんは着眼点が素晴らしく、案の可能性を感じました。た
だその「問い」に対する「答え」としてつくった「空間」ともっともっと向き合ってほ
しかったです。堅苦しく建築をつくらない、シークエンスの良さみたいなものを突き詰
めていってほしかった、そう思わずにはいられない魅力ある提案でした。KD佳作賞の
倉富さん、KD優秀賞の本井さんの作品は説得力のある提案であり、街の新しい構造と
なりうる可能性を感じました。

今回私が卒業制作に期待していたのは、私より世代が若い方たちの、都市や街を眺める
新しい視点、人と人とのコミュニケーションのあり方に対する新しい提案でした。言わ
ばジェネレーションギャップを期待していたわけですが、それを感じさせる提案が少な
かったのが個人的には残念でした。

自由に自分を表現できる唯一の機会であるからこそ、自分の感覚を大事にすること。し
かし独りよがりではなく客観性を持っていること。そして場・空間としての「答え」が
説得力のある強度を持っていること。これらをうまく他者に表現できた作品が、人に訴
えかける力のある卒業制作になるのかも知れません。

卒業設計の審査に参加するのは初めての経験でしたが、力作が多く、学生や審査員の皆
さんと対話していく過程で様々なことを考え学ぶ刺激的な時間を過ごさせてもらいまし
た。一方で非常に残念だったのは、ポスターセッションに参加されていない方が散見さ
れたことです。様々な理由があると思いますが、全ての方に対面で話を聞きたかったと
いう思いがあります。

まず、私の建築会賞における評価軸ですが、建築の提案として創造性を感じ取れること
を前提としながらも、問題設定、造形、プレゼンテーション、対面での会話において熱
意があることを重視しました。
熱意と言っても、単に饒舌であれば良いという訳ではありませんが、卒業設計で生じた
熱量の大きさというのは学生の将来性に大きく影響する要素だと考えているためです。
その上で、私が評価をしたいのは、楠見湧人さん、小松寛征さん、内堀克哉さん、福田
将大さん、出澤雄太さん、平尾圭賛さん、本井加奈子さん、倉富雅さん、深尾日出海さ
ん、速水真帆子さん、四本美紀さん、村上真緒さん、山中くるみさん、明永瞳さんです
。私も10年前に卒業設計を経験しましたが、その頃と比較して、特定の地域・場所に真
摯に向き合う提案が増えているように感じました。とても良い傾向だと思いますが、ス
ケールアップして空間の構成や関係性、細部に対する検討が希薄になっているように感
じ、物足りなさも残りました。

最後に、学生の皆さんには卒業設計を契機に外部の卒業設計展などに出展するなど、大
学の枠を超えてコミュケーションする機会を設けて欲しいと思います。卒業設計一つと
っても多様な視点と表現があることに気づかされると思います。皆さんの今後の成長を
期待しています。
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