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東日本大震災【チャリティー】街と建築にできること !!　結果報告

　2011年３月11日午後２時46分かつてない地

震が東北・関東地方を襲い、その後の津波で

多くの方が亡くなり、多くの街が壊滅の危機に

ある。現在は日常を取り戻すための普及、そし

て一歩ずつ復興へ動き始めているが、このコン

ペでは、ただ元に戻すのではなく、より災害に

強く経済的にも発展する街に甦らせることが必

要と考え「安心・安全な建築、街づくり」のアイ

デアを緊急企画として募集した。阪神大震災

や中越地震で学んだように、地元を中心に積

み上げていく「復興プロセス」が本来なのであ

ろうが、アイデアを持つ方であれば広く、若くて

も、専門家でない人も含めて、日頃から建築に

関わる方ならどなたでもと参加をお願いした。

　コンペ委員会では被災者のことを考えると作

品が本当に集まるのかといった意見があったり、

また当初は、震災のショックで被災地を思い落ち

込む空気と自粛ムードが猛威を振るいそうな時

で、とにかく前向きであることに意味を見いだそう

と募集がスタートした。

　コンテストは5月18日の作品締切の後、20日に

都内某所で一次審査が行われた。その段階で8

人の審査委員の得点を合計し上位から1次通

過12作品が決定した。

　最終審査は建築再生展（６月１日～３日）の

初日に公開審査で行われることとなり、1次審

査を通過した12作品をそれぞれの委員が分担

し、また、その作品に関連した事項を含む作

品や、ピックアップした作品も交えて推薦する

という形でプレゼンテーションが行われた。そ

して、1次通過の12作品について採点を行い、

集計の後、得点で賞が決定した。

　この最終公開審査は、6月1日水曜日「建築再

生展2011」のオープニングセレモニーの後、セミ

ナーA会場で杉本賢司氏の司会でスタートした。

各審査委員の紹介の後、壇上に8名の審査委

員が座り、鈴木エドワード審査委員長から今回の

プレゼンテーションがスタートした。ここでは、委員そ

れぞれのプレゼンテーション、集計、今回の総評

を掲載する。

東日本大震災【チャリティー】街と建築にできること !!　結果報告

緊急企画
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概要

□コンテストパンフレット序文から
「この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申上げます。建築再生展設計アイデアコンテス

ト委員会では、今まで8回にわたりリフォーム・リニューアル、つまり建築再生のアイデアを募り、発表して参りまし

た。今回は今までの実績が復興に向けた取り組みの一助と成ることを確信し、緊急企画としてチャリティー設計

アイデアコンテスト+展示を開催することといたしました。

□審査委員
委 員 長○鈴木 エドワード［鈴木エドワード建築設計事務所 代表］

副委員長○天野 彰［アトリエ4A 代表］

　　　　○小西 敏正［宇都宮大学 名誉教授］

委　　員○安達 和男［日本設計 常務執行役員 第1建築設計群長］

　　　　○伊東 敏雄［建築都市設計研究所 所長］

　　　　○川口 とし子［長岡造形大学 教授］

　　　　○村山 博美［日建設計 参事］

　　　　○横田 暉生［横田外装研究室 主宰］

□コンテストが開催された経緯
　審査委員会では、賞は集まったアイデアに優劣

を付けることにならないかという懸念の意見は

あったが、審査委員会の考えを示す指標にもな

るとの考えから、賞金は無いが、作品のアイデア

をチャリティとして応募いただくことに対して賞

を置くこととした。

　作品応募については、幅広く多くの見識を取り

入れ、公開したいという意見から、Ａ３を１枚または２枚、横に使い、忙しい人でも応募できるようにラフスケッチ

でも可とし、アイデアのある人なら誰でもという考えから、さらに応募資格の制限をはずし、あえて展示会委員な

ど展示会関係者も応募可とした。

　さらに、この大震災後、建築家が行ってきたことは無力ではなかったかと考える委員や、時期的な慎重論とし

て、政府が方向を示す前に復興アイデアを集めるのはどうかとの意見があったが、作品は学生も一般の人も応募

できる復興のアイデアであって、未来へ向けてそのきっかけを作るものという考えから実施された。

　建築に携わるものの思い、被災地と仕事で関わったり、旅行で被災地を訪れたときの思い、復興・復旧に参加

したくても募金や、被災地のものを買う以外に簡単にはできない者の一つの復興への参加方法としてこのチャリ

ティコンペをおくことが出来るのではないかと思っている。

復興アイデアコンテスト［第9回設計アイデアコンテスト ］
東日本大震災【チャリティー】街と建築にできること!!　
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提案１　エアバッグの防波堤（一次通過作品）

　基本的には車のエアバッグのように、 普段は畳まれているも
のが、 津波が来た時に瞬時にオープンする。 平面図の黒い部
分がコンクリートでできた、 擁壁です。 その擁壁と擁壁の間
に、 普段は隠れているエアバッグが、 津波が来たと言われた
時に、 立面図のようにオープンして堰き止める。 という大変
斬新なアイデアです。 私はこれを評価したのは、 60数点の
中で、 テンション構造を利用したものがありませんでした。 こ
こではこのようなフレキシブルなものが、 普段は景観を壊さな
い形で、 地面に潜っているが、 いざという時には膨らまされ
て、 飛び出てくる。 ちょっと懸念するのは、 よほどの構造物、
よほどの予算をかけない限り、 海はせき止められないと思い
ますので、 この後のもう一つの提案で、 出てきますけれども、
堰き止めるというよりも、 波を弱める。 そういう形で利用され
たほうが良かったのかなと思いました。

（一次通過作品）
提案２　東日本大震災復興まちづくり～ボランティア≒住民～

　これを私が評価したのは、 提案の中で唯一プロセスを提
案した作品だからです。 このようにボランティア達が住民と
一緒になって、 何段階かに分かれてひとつのコミュニティ・
街をつくっていこうではないかという提案でした。 これは現
実的にも、 あまり見かけない提案ですので、 私は評価いた
しました。
　次の写真は私のもので恐縮ですが、 大学院の卒業設計
で、 同じ提案をしたことがあります。 セルフヘルプ（DIY）を
利用してひとつのキットから住民が自ら組み立てるシステム
です。 政府が与えるのは場所（サイト）とインフラ、 例えば下
水道システムとか。 それから自分たちが自らつくれるキット
を与える。 それをプロが指導して、 素人達が作り上げてい
く。 そうすることによって、 周辺産業も生まれます。 ここ
で働いている人達のために、 食料品・飲み物を提供しよう
じゃないかと。 周辺産業経済が発展して、 最終的にはみん
なが、 街が潤う。 つくった人達はみんなプライドを持って、
満足感をえられる。
　こういう家を失った人達、 スクワッター（ホームレス）とい
いますけれど、 そういう人達のために提案したものです。
住民達が自らの手で、 参加してつくっていく。

提案３　避難拠点病院 スカイシップ（一次通過作品）

　次の作品を評価した理由としましては、 このように高い
ピロティを設け、 この下に津波などが来た時には逃がそう
と、 そういうモノリシックな複合住宅建築です。 次の写真
が私が学生の頃提案した「空飛ぶ家」、 それから、 次の、 そ
の後ダイワハウスとコラボレーションを図って提 案した、

「フリードーム」という空気構造・膜構造の提案がありました
が、 これに通じるところがあったことから、 推薦させてい
ただきました。
　最後にお見せしますのは、 スカイシップが最終的には浮
力をつけて浮きあがって空を飛んで行く都市は、 大昔、 バ
ックミンスターフラーというジオデジックドーム、 フラード
ームの開発者が提案したものですけれども、 このような提
案に繋がるところがあって推薦させていただきました。
　私からは、 以上です。

委員長○鈴木 エドワード
鈴木エドワード建築設計事務所 代表

講 評
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副委員長○天野 彰
アトリエ 4A 代表

提案４　新集落 HAKKA（参考作品）

　

　これは中国、福建省の客家でございます。いわゆる土楼です。
そして面白いのは、外郭は底辺が 2 メートル 500 ぐらいの土
のブロックを積み上げたものです。真ん中にはコミュニティの
場をつくっています。言ってみれば、城郭のような集合住宅な
んです。今は、中は観光化されてしまったようなんですけれど
も、実はあの中に、豚舎があったり、食料庫があったり、仏教
ですがその礼拝堂があったり、こういうひとつのコミュニティを
つくっている。客家の場合は漢民族が家族や部族を侵略者か
ら守るための、こういう円楼、または四角い方楼というのがあ
るのです。それを、この作品では、三陸、仙台の平野部で津
波の大きな被害が出ていて、津波が 5Kmくらい奥にわたって
進行してきているのです。そういう時に逃げ込む。
　実は…、我々 8 人の審査会は、常に今までも会議を重ねて、
コンペのテーマを作ってきています。特に今回は第 9 回にな
るのですが、震災後で、学生達も含めて急遽一般の人から、
素朴な案を探してみようと言うことですが、私もイメージの中
には、円楼の様なものがあれば、なるほど、職住近接で、い
ざとなったら逃げ込めて、そこに何日間の食料、発電、そうい
うことができるんではないか。作品には屋上にソーラーパネル
と描いてあります。
　私自身は審査に当たりまして、3 つの狙いを考えました。
これは、私個人の考えですが、あの津波に対しては建築を
やっているものとして、構造的に対処が難しいと言うことを
頭から認めております。埠頭にエアバッグを埋めて置いてと
いうのは、非常にそういう意味では、ソフトな提案だと思い
ます。実際にあれが有効であるかどうかは、これからいろん
な技術が必要だとは思いますが、発想としてはとてもいいし、

景観もきれいである。第２に 10m、15m の防潮堤をつく
るよりも、いわゆる津波に勝つことよりも、交すことを、提
案された案に僕は評価をしたいなとこう思っておりました。
　そして、この案もそうですが、第 3 にその辺の農業・漁業
の人ならその地区に、そのまま職住近接で住める。そういうこ
とも大きなポイントと考えました。そして土地の価値、さらに、
土地に対する意識というものを、もう一回考え直して、さらに
新しいコミュニティというものを考えていこうという。そういう
意味では以下の３つの案は、非常に内容が詰まっているなぁと
思いました。

提案５　津波減衰堤とセルフディフェンス（一次通過作品）

　これに近い案で、 これも津波を交すだろうと思われる案です
が、 これよく見ると、 最初はこれは意味がないだろうと思って
見過ごしたんですが、 もう一度断面を見て見ました。 平面で
言うと、 津波に近いところ、 真ん中にもう一つの壁があって、
ここは空洞になっていますが、 そして、 最後の壁がある。 こ
れも穴が空いている。 つまり海底から 60 メートルと言われ
る、 巨大な防潮堤が、 突然の水圧を受けて相当なダメージを
受けています。 ダメージを受けなかったところは、 上からオ
ーバーフローしてきました。 この案はたぶんラーメン構造だろ
うと思うんですが、 ラーメンで固めた、 自転車道だとかビー
チハウスの様なものが万里の長城の様にあって、 津波が来た
らすべての圧力を、３段階で分散して津波は勢いを減衰して入
ってくるだろうと、 いう提案だろうと思います。 各家は、 四角
いコンクリートの中にある。 かような提案で、 ラフで簡単な
提案なんですけれど、 考慮の余地があると思っています。

講 評
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提案６　粘りのある合掌フレーム・コロニー（参考作品）

　これは、私の提案でして、これは、現代の合掌造りでござい
ます。いろんな構造がありまして、一番強度が柔軟なのが合
掌だろうと、この下を津波が通り抜けていってくれれば、何と
かなるだろうと、こういう感じです。これはあくまで、参考です。

提案７　ガウディの人工地盤（参考作品）

　そしてこれも参考提案ですが、 事務局がつくった写真パネ
ルで、 バルセロナの皆さんもご存知のガウディのグエル・パー
クの人工地盤ですけれども、 これはまさしく下が日よけの空間
で、 上に大きな広場、 地下には貯水槽。 こういうような考え
があります。 山沿いにつくるか、 町の中に作るかによって、
普段はコミュニティの場所で、 上は避難場所になる。 100年
以上前からこんなものがあったということに注目したいですね。

（一次通過作品）

提案８　「高地居住への挑戦　—３度目のしょうじき—」

　被災地を色々とまわってきましたけれども、それによってい
ろいろと違う状況がございます。仙台平野のような非常に広い
ところはずっと一面に流されていて、それからかなり大きなリ

アス式海岸の湾の中、それから小さなところとか…様々な解決
方法が必要になると考えられます。
　ここで提案しているのは、左上の方に小さく「三度目の正直」
と書いてございまして、これは人口の少ない小さな入り江でご
ざいます。一番最初に明治の津波、それから昭和の津波、そ
れから今回の津波と…その津波のたびに人々は上の方に引っ
越します。ところがしばらくたつとまた海の近くへおりてくる。
それを繰返して、だんだん災害が大きくなっていく。
　それからまた高いところに住もうとすると、どうしてもそこの
造成が行われまして自然の景観が変わってくる。絵のほうは少
しマンガチックに描かれていますけれども、上の方が海があっ
てもともとあった高台のところで、下の方に畑がありましてそ
の下側が海だと思いますが、下の方に畑とか、漁業をする人た
ちのよりどころになるところがある。丁度中ほどに段差があって
その上に住居地を設けると。この人口に対してはこういうこと
で十分解決ができるだろうということでございます。前の時代
の災害を経てもなんで下へおりてくるかというと、やはり海の
近くの平たいところに色々な公共施設を造ってしまうと、そこが
便利だということでおりてくる。あとは漁業の問題です。
　そこで、海に近いところとのつなぎを考える、それから公共
施設をいくつか上の方に。下のほうにはそういったものを造ら
ないというようなことで、海の方に戻らないような工夫をしてい
るというところが非常におもしろいなという気がいたしました。
　あと、もう１枚の図では、集合住宅、保育園とかそういった
施設が少し高いところだけれども目立つところにある。それが
また上と下を結ぶ連絡路になっています。それからこの自然の
地形を利用しますとある程度安全なところと多少心配なところ

副委員長○小西 敏正
宇都宮大学 名誉教授

講 評
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委員○安達 和男
日本設計 常務執行役員 第 1 建築設計群長

ができて、そういったところに関してそれ相応の対応を考えて
いる、というようなところを評価いたしました。これについて
は以上です。

提案９　東北芽倶里プロジェクト（参考作品）

　これは参考作品、 ということなんですが、 長い題名で「サン
ディエゴ・デ・コンポステーラ」これは巡礼でここが巡礼地。 そ
こへ向かって人々が巡礼していく、 そうすると巡礼の経路に経
済的な寄与があることになります。 日本の場合には四国、 秩
父とかいろいろなところで巡礼が行われておりますがこれも必
ずしも宗教的な人たちだけではなくて一般の人たちも参加す
る。 そしてそれぞれの街で買い物、 お土産を買ったり何かを
食べたり泊まったりということで経済的な遠回しな援助を行っ
ているということになります。 次のスライドをお願いします、
これが外国の例ですと 1箇所に集まるような、 それから四国
の場合はもう少し巡路は複雑だけれども東北ではさらにもうす
こし巡り巡っていろいろなところにいける、 というようなことを
考えておりまして長い意味でゆっくりとした支援を行うというプ
ロジェクトになっております。 ただ、 ちょっと惜しいのは東北
の方のまわる場所がもう少し具体的にいろいろ示されていると
もっと魅力的な案になったんではないかなという風に思いま
す。 私からは以上です。

提案10　大きな家の風景（一次通過作品）

　私が推薦しますのは２案です。
　これははじめの案で、 やはり高台に住んだときにどうやって
海の近くまで職場ですとか共同的な施設を造るかといった案で
す。 山から次の断面をお願いします。 これが断面ですけれど
も高台のところから低い浜辺の方にかけてちょうど家をさしか
けるようなかたちでつくって、 その中に共同施設を造っていく
と。 こういうことで高台に住んだ人たちが下の方へおりていっ
てまた同じような災害に遭わないですむ様に考えていく。 上

の住宅に対して下のこの建物は漁村の番屋のような大きな番
屋のようなものをひとつつくるという、 アイデアです。
　今回の災害で非常にたくさんの方がいま避難されてますけ
れどもニューオリンズの例をみても 40％くらいはもとに戻ら
ないんですね。 今回できるだけ多くの方が戻っていただくた
めには安全な住居とそれから安全でかつ便利な再生案が必要
ですので、 こういうかたちである規模の街は再建したらいいの
ではないかというアイデアです。

提案11　守護具（参考作品）

　次お願いします。 ふたつ目のアイデアは、 これは家具です
ね。 守護具というかこういう家具なんですが、 いざとなったら
中にはいって逃げることもできると。 それから普段は大事な物
を入れて流されない様にするということもできる、 かつ部屋の
中の両側に置けばこの部屋の補強にもなるという。 パニックル
ームというのがありますけれどもパニックファニチャーといった
感じでそうとういろんなことを考えなくてはいけませんけれど
もこういうものができたらいいな、 というアイデアです。 この
ふたつのアイデアを推薦します。

講 評
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（一次通過作品）

提案12　超自然と共存する都市建築空間の構造—シンバイオシティ

　「超自然と共存する都市建築空間の構造」と言うテーマにつ
いてですが、 自然と共存するってことはよく言われますけ
れども、 今回の大震災・津波と地震ていうのは、 自然とい
うよりはとても恐ろしい「超自然」ではないかということだと
思います。 それと共存できる都市空間の作り方がないかと
いうような提案ですね。 ここにハイパー・シンバイオシテ
ィとありますけれどもハイパーっていうのは超自然と対峙で
きるというか、 抵抗できるという「超」機能を持つという意
味ですね。 シンバイオシスというのは「共生」「共存」という
意味で、 シティは「都市」です。 そういう提案をしていると
いうことになります。 この非常にラフなスケッチですけれ
ども、 この蛇行するものが対津波の構造体ですね、 ハーフ
シリンダーの構造体です。 そこで大体巨大津波を止めてお
こうということだと思います。 それから、 中の都市にはツ
インタワーがありますけれども、 少し高いものを作ったら
どうかと言う提案をしてます。
　このハーフシリンダーは、 ビスタを妨げるものになるん
ですけれども、 高ければ住居の方は海も山も見えるんでは
ないかというような発想ですね。 それがこの提案では「ウォ
ール」というニックネームで呼んでいます。 それからこの高
いタワーはハイパースケルトンビレッジというひとつの高層
の集落にしています。
　この「ビレッジ」は、 今提起されている「スケルトンとイン
フィル」の架構形式をさらに進化させた次世代型超高性能・
高機能の「ハイパースケルトンとインフィル」と言う架構形式
によっています。 対津波のハーフシリンダーの壁ですけれ

ども、 これの全面に太陽光発電のソーラーパネルを貼ると、
これ全体が原子力発電所に代わる超長大のリニアー発電所と
なるわけですね。
　これにパブリッククラスターと言っていますけれども公共
建築などがぶどうの房とか葉のようにくっついてくる。 見
かけ的にいえば「銀色の道」とか岩手県の作家の宮沢賢治がい
ってるような「銀河鉄道」、 そういうイメージですね。「銀河
鉄道」が東北を救うのです。
　次のページ…、 これがいまいっていた「銀河鉄道」で、 こ
れが「クラスター」でこれが市庁舎とか図書館、 市民会館、
美術館などになります。 これがツインタワーの「ビレッジ」
ですね。 全体的を免震構造的な超耐震構造にして下の方は
わりと公共的なもの、 中はオフィス的なもの、 上はハウジ
ングというような。 このへんの葡萄の房と蔓と葉のイメー
ジが「クラスター」のイメージですね。 そういうことで日本
列島北部の東海岸のリアス式海岸を蛇行する「銀河鉄道」の

「ウォール」を作りたいとしています。 そこはいわゆるイン
フラストラクチャー、 ようするにライフラインが全部はい
っていると言う事だと思います。 だから石油とかガスとか
電気とかそういうインフラのラインがこの銀河鉄道の中に全
部はっているのです。 シリンダーの海側が太陽光発電、 山
側が「クラスター」「のイメージですね。 そういうことで「ウ
ォール」と「クラスター」と「ビレッジ」との、 この三つのコン
セプトの集合体として、 被災地に対しての東北の 22世紀
型のアーバンデザインのコンセプトが提案されているという
風に見て頂ければと思います。

提案13　Cassettes Housing（一次通過作品）　

　次をお願いします。 これはひとつの提案で、 このイメー
ジは色々なところで取り上げられています。 他の色々なメ
ディアでも、 これに似たような提案がいっぱいあります。
そういった意味ではオリジナリティについては問題があるま
すけれども、 これのポイントは構造設備ユニットと居住ユ
ニットを分けて考えるというところにあります。 たんなる
コンテナの規則的集積じゃなくて縦に重ねたり横につなげた
りして住宅の対応性を作っていこうと衣ところが面白いので
すが…、 これは実は仮設住宅として提案しているんですね。

講 評

委員○伊東 敏雄
建築都市設計研究所 所長
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委員○川口 とし子
長岡造形大学 教授

ご覧の様にこれだけ偏心した構造体が、 こういう風に隙間
を空けたりして、 デザイン的には非常におもしろいんです
けれどもプロのみなさんが今日は多いと思うんですけれども
ばっと見てもとにかくコスト・パフォーマンスは非常に悪い
と、 いってみればエクスペンシブだということはすぐわか
ると思うんですけど…まあ、 これは一つの考え方ですね。
ようするに基本的な構造と設備のユニットと住宅を分けると
…住宅はコンテナ的なものでプラグインということで、 例
えばプラグインっていうコンセプトは 1960～ 70年代の

イギリスのアーキグラムというグループがプラグインシティ
とかプラグインアーキテクチャという提案をしています。
ということでそれも必ずしも新しい発想ではないんですけれ
ども、 構造的なものと居住的なものを分けるといったあた
り、 そして多様な家族構成にたいして、 対応性を持たせる
という考え方を見て頂ければと思います。 とにかく、 デザ
イン的な提案となっていますけれど、 これはコンセブト的
に、 一つの「スケルトンとインフィル」の架構概念の震災復
興計画への適用を求めていると、 評価したいと思います。

（一次通過作品）　　 

提案14　沿岸平野部に人工の山と谷の集合住宅をつくる

　私がご説明する作品はこちらになっておりまして、 タイト
ルが「沿岸平野部に山と谷をつくる」、 その作られた山と谷
が集合住宅であるという人工物ではあるのですが、 自然を
形成していこうという根底にある姿勢にまず惹かれました。
　構築物としては構造的には A の字型の壁でモノリスティ
ックな巨大な架構で、 そのへんはもう少し繊細な発想が欲
しかったかなと思われるのですが、 S の字の大きな配置計
画など、 そういったところは非常に魅力的に感じました。
10m くらいまでの１層部分はやはりピロティで、 農機具や
車両を置くと。 10m を超えた低層部はコミュニティ施設や
学校といったもの、 上の方の３層をメゾネットタイプの集合
住宅というような A3・1枚の中に、 きっちりと考え込まれ
た発想が入っているという点に大変感心させられました。
また、 CAD ではなくもしかして手書きの図面ではないかと
思われるところとか、 白黒表現。 そういったストイックな

図面表現もこのところトレンドなアイコニック的な建築の流
れをもう一回見直させる素敵な作品ではないかと言えるの
で、 この作品を推薦させていただきました。

提案15　下水道のない復興計画は考えられない（参考作品）

　もうひとつの方をお願いします。 こちらは参考作品です。
被災してその後、 巨大な下水処理施設を作るというような、
大きな土木構築物を作っていくかつての日本の流れをまた
復活させるのではなく、 もともと生態系は土・土壌というも
のが浄化力を持っていたので、 そういったものに取り組ん
でいらっしゃった方が、 非常にこまかな下水処理の方法を
提案してきてた作品です。 非常に可能性のある 21世紀型
の提案でもあり、 姿勢ではないかということで紹介させて
いただきました。

講 評
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提案16　共存地域 ～救援動線と拠点の提案～（一次通過作品）

　私が紹介させて頂きます作品は岩手県のリアス式海岸、 こ
この防災対策案でございます。
　今回の津波によって大きな被害を受けました岩手のリアス式

海岸は、 入り組んだ海岸線に、 山地がすぐそばに迫っていて、
津波の被害を受け多くの被災地が孤立化してしまったとういう
ところでございます。 その孤立化をいかに救うかというのがこ
の提案でございます。
　まず、 ひとつの案としてはセイフティーコアと名付けたコミ
ュニティ施設を分散して配置する。 そしてバックアップ施設とし
て考えた防災拠点を配置しさらに既存の町道や山道を利用しま
して道路を整備する。 道路の整備は今の内陸の道路よりも海
岸線に近いところに新しく整備して集落の孤立化を防ごうとい
うのがこの案でございます。
　とてもよく考えられた現実的な案で、 プレゼンテーションも
巧みで時間の経過なども入れ込んだ、 とてもわかりやすい説
明がなされており、 よくできた案だと思っております。 このよ
うな入り組んだリアス式海岸の各部落をどうこ孤立化から救っ
ていこうかというとき、 既存道路のネットワーク整備とともに、
ドライブインに接続した空中庭園とか、 仮設住宅の木材を提
供する木材センターなどを道路沿いにも配置した地域に密着し
た施設などが提案されております。
　このような非常に優れたアイデアをいかに作り上げて具体化
していくかという知恵がこの中に示されておりますとより魅力
的な案になったのではないかというのがちょっと残念なところ
がございます。 また、 コミュニティ施設が提案されております
けれども、 このコミュニティ施設が津波の恐怖が薄くなってい
った将来までちゃんと維持されていく方策を考えなくてはいけ
ない、 そこまで踏み込んだ提案がさらにされればよりいっそう
素晴らしい案になるのではないかと思います。

　作品の紹介の前に、 ちょっと今日の私の立場を延べさせ
て頂きたいと思います。
　どんなに苦しい事態でも夢を語っていくのが建築家だと心得
ております。 ただし今回は、 私は逆の立場でいきたいと思い
ます。 なぜならばこれまで生きてきた中で高校まで熊本におり
ましたけれども、まずは第二次世界大戦で丸焼けにされた中に
私はおりました。 母親に尻を蹴られてようやく気付いて、 頭
の上に置いた防空頭巾は持つ事もなく裸足で逃げて生きて延
びてまいりました。 その後、 焼け跡に敷地境界がなくなるん
ですね。 ようするに各家庭のインターフェイスがなくなる、ど
こへでもいける。 僕はそのなかでチューリップとヒヤシンスと
サフランというような花の名前を覚えました。 そういう境遇で
おりました時、高校時代に熊本の白川の大反乱がありまして、

私の２軒裏先の家から下全部が流されて 660人が亡くなられ
ました。 その時腰まで浸かってとなりのおばさんをお助けし
て、お会いする度に、「もう本当に…」と感謝されました。 そう
いう背景の観点で実は今回のコンペを見せていただきました。

提案17　green Project（一次通過作品）

　まず草を植えろ、 へんな家は建てるな、 と。 浦安の液状
化もまだそのままにされています中で、 草が生えてきました。
先ず、 野原にしようと、 それでご推薦した案です。

講 評

委員○村山 博美
日建設計 参事

講 評

委員○横田 暉生
横田外装研究室 主宰
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提案18　EXPANDING SHELTER（一次通過作品）

　それから、 早く家を建ててくれ、 と。 なにがやりたいって、
まず寝たいです…昨日の状態に帰って。 新しいものは要求し
ません。 とにかく伸びて暖かくやわらかい布団で寝たいと、
だからこういう形態の住まいを、 数分でいいから建ててくれ。
その気持ちを良く気持ちを察しておられる、 そこに賛同しまし
て推薦しました。

提案19　BLOCK'S（参考作品）

　次お願いします。 これは敷地です。 終戦後なにが起こった
と思われますか？平坦な敷地に。 全然知らない人が縄をはって
土地を確保したんです。 考えた者もおりましょう。 行って縄を
はって土地を取ろうかと。 ところがちゃんとお気付きになった
方がいて、 作品としてはどうかと思いますけれども自分の家の
影と敷地をちゃんと明白にした、 それは大切でございます。

 提案20　共縁～きょうえん～（参考作品）

　次お願いします。 それから仮設の住宅でお互いの家が見え
る、 これは実は嫌いな方もいらっしゃいますが、 実に心安らぎ
ます。「昨日あげた魚を、 隣のみちゃんが食べているのよ、
お母さん」ってやつですね、 そういう会話が欲しい。 これもよ
くおわかりです、 賛同いたしました。

提案21　あしゅぐっず（参考作品）

　次…、 それから私は爆撃の時になにも持って逃げられなか
ったといいましたけれども母親は梅干しをつけた壷を抱えて逃
げておりました。 非常備品は、 即、 持って逃げられるように
そろえておけと、 …賛同いたしましてご推薦いたしました。

提案22　仮設住宅入居者の料理教室及び食事（参考作品）

　次…、それから眠れたら今度は食べたいです。食べるのも
みなさんと会話しながら食べたい、と。これはそういう食堂の
プランですね。よく考えてあります。ここで飯を作ることによ
ってみなさん悲しみを癒していく…、これも賛同いたしました。
　私の推薦いたしましたのは以上です。 建築としての審査員
にはふさわしくないかもしれませこのような観点も必要かなと、
勝手なことも申し上げました。 失礼致しました。
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● このあと、 １次通過作品について採点・集計が行わ

れ、 審査委員一人１作品持ち点３点ずつで採点され

た。

□天野副委員長より、 今回の募集について
　いま審査委員長と話したんですが、 同点がだいぶ出

るんじゃないかなと感じもします。

　得点によってもう一回議論をしましょう。

　また、 今回組織委員会、 審査委員の方たちにも内輪

からどんどん出して下さいということで多少内輪の案も

混じっています。 それはみなさん了解の上で審査してい

ます。 ただし裏には名前は書いてありますが番号はだ

れが書いたかもわからなくなっており、 これはまさしく

アイデアを公平に審査しています。 ただどうしてもイラ

ストなどのタッチでわかってしまう場合もありますが…

…。

□伊東委員から審査に臨んで
　それぞれの審査員の審査の方法というか、 あるいは

私はこう考えますとおっしゃった方が２、 3 いらっしゃ

いますけれども、 私はこの審査で 1、 ２、 ３とだしま

したが出し方の基準の考え方としましては５つあります。

ひとつは非常に岑参な被害に苦しむ被災地の人々に不

快感をもたれるような提案はいけない、 というのがひ

とつです。 それから２番は奇想天外で自然というもの

に対して不遜な提案はいけないんではないか。 ３番目

は未来に向けて時間はかかっても確実に実現可能なリ

アリティのある案ということです。 ４つ目は経済的とか

社会的とか技術的とかそういうみなさんの判断がある

と思うんですけれども粗くはあってもそういう判断に誠

実にこたえるものであるということです。 最後が非常

に重要であると思うんですけれども、 この復興を非常

に厳しい目で見ている世界に対して日本というこの国の

意気・心構えそいういうものを示す提案というのがいい

んではないか、 そういう５つの判断で私は評価をあげ

たつもりです。

採点結果・結果発表

□鈴木エドワード委員長より
　審査員のみなさま、 私からの提案なんですが例えば

上位３位、 もしくは４位以内から最優秀作品を選ぶこ

とでいかがでしょうか。 いま点数としてはこういう順位

になっていますけれども、 もしよろしければ議論でもし

て決めたいと思います。

●上位2点が「green Project」「東日本大震災復興ま

ちづくり～ボランティア≒住民～」が 18点同点、

また、 その下２点「EXPANDING SHELTER」「エ

アバッグ防波堤」が 16点で同点。

　あらためて、 上位４点を採点することとなり、 以下

の結果が出た。

1位　17点　№02　green Project

2位　14点　№57　エアバッグ防波堤

3位　11点　№52　東日本大震災復興まちづくり

～ボランティア≒住民～

4位　09点　№07　EXPANDING SHELTER　

　以上は先ほどの順番ということで、 順位が決定し

た。
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□鈴木委員長より総評
　審査員の皆様今日はお忙しい中どうもありがとうご

ざいました。 なによりも今回提案して下さった方たち

に厚く御礼を申し上げたいと思います。

　今回はじめてこのようなかたちでボランティアという

かチャリティで賞金はでない、 という条件前提のもと

にも関わらず 66点（内6点は展示会当日までに到着し

たもので審査外、 また、 展示会当日参加の 2点を併せ

て最終的に 68点の応募がありました。）、 70点近い

提案がありましたことを我々としては大変うれしい次第

であります。 上位４位はどれが１位になってもまったく

おかしくない結果だったと思いますが最終的にこの

「green Project」が１位になったことは個人的に大変う

れしく、 そしてまたふさわしいことだったと思います。

　ひとつのレクイエム、 メモリアル、 追悼みたいなかた

ちでいままで人が住んでいたところがひとつの想い出と

して残される、 グリーンの公園になる、 非常に意味の

ある、 きれいなかたちでそういう場所が造られるという

ことは大変自然で美しいのではないかと思いました。

　「エアバッグ防波堤」は私は個人的に大変よい建築的

な提案だったとは思います。

　そしてプロセスを大事にした提案は私個人的に今回

の災害においても、 現実的にこういう提案、 こういう

実際の動きがないことに個人的に残念だと思っており

受賞作品および応募全作品（提案内容によって分類）

 green Project 小松幸平　長岡造形大学最優秀賞

○展示会公式サイト　http://www.rrshow.jp/
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○展示会公式サイト　http://www.rrshow.jp/

ます。 もちろん家をなくした方たちが多い中、 家だけ

ではなく同時に職をなくした方たちもいるわけですけれ

ども、 もし本当にハードとしてすばらしい一種のキット

の提案がありそれをひとつのまた素晴らしいプロセスの

提案の中でハードとソフトがうまく活かされ、 職を探し

ている被災者の人たちがそういうプロジェクトに参加で

きて意味あるかたちで新たな自分の生活を築いていけ

るような、 そういう仕組みがあったならばどんなに素

晴らしいプロジェクトにつながっていったか…それが残

念ながらないことが個人的には惜しいことだと思ってお

ります。

　いずれにしろ今日提案された、 こういう賞をとった作品

だけではなく他にも素晴らしい提案がこの会場の裏の方に

展示されておりますので帰りがてらぜひご覧になっていた

だきたいのです。 今回個人的に本当にうれしかったのが

これだけ大勢の人たちがみんな繋がっているんだと、 そ

して少しでもそれが建築であれ、 都市の提案であれ、 ラ

ンドスケープであれ、 ファニチャーであれ、 パッケージン

グであれ、 いろんなかたちからの提案が、 少しでも被災

者の役に立てればという思いからこれだけ集まったといっ

たことが大変うれしい結果だったと思います。 １日も早く

被災者の皆様のあいだでひとりでも多く笑顔が見られるこ

とを祈り、 今回の審査会を終わらせていただきます。 ど

うもありがとうございました。

会場一般投票  １位



24 REFORM　2011 年 7月号

 東日本大震災復興まちづくり～ボランティア≒住民～
 圓田元気　米子工業高等専門学校　小池僚子、小泉泰樹

 エアバッグ防波堤 木村直樹　㈱テツアドー出版

優秀賞

優秀賞

会場一般投票  ２位
（同得票数）



252011 年 7月号　REFORM

 大きな家の風景
 土田直樹　神奈川大学

西村翼、蛭田和磨、重村力、三笠友洋

入　賞



26 REFORM　2011 年 7月号

 高地居住への挑戦　—３度目のしょうじき—
 平山悠希　神奈川大学

小松沙央理、Natadjaja Puji、永島大、重村力、三笠友洋

入　賞



272011 年 7月号　REFORM

 EXPANDING SHELTER
 小松剛之　公立前橋工科大学大学院

 避難拠点病院 スカイシップ
 高橋哲也、大西隆史

入　賞

佳　作

会場一般投票  ２位
（同得票数）



28 REFORM　2011 年 7月号

 超自然と共存する都市建築空間の構造
—シンバイオシティ

 伊東敏雄　都市建築設計研究所

佳　作



292011 年 7月号　REFORM

 津波減衰堤とセルフディフェンス
 河西輝

 沿岸平野部に人工の山と谷の集合住宅をつくる
 林正憲　日本オペレーションズリサーチ研究所　天野英治

佳　作

佳　作



30 REFORM　2011 年 7月号

 共存地域　～救援動線と拠点の提案～
 谷口翔　神奈川大学大学院

森島啓太、木下俊介、藤村貴浩、重村力、三笠友洋

佳　作



312011 年 7月号　REFORM

 Cassettes Housing
 津村彰　大和小田急建設

佳　作

津波対策・防波堤

津波防波島　- 祈りの島 -
山本富士雄　㈱山本富士雄建築 設計事務所　たけうちいづみ

防災島
畠山隆彰　日本大学　畠山加代子、佐藤麗衣奈、仲野悟司、根岸泰基

波の力を軽減する防波堤
武田真琴　長谷工スマイルコミュニティ

（※当日参加）

※「当日参加」は建築再生展当日会場で参加応募された作品。
※「特別参加」は審査委員会後に参加した作品。

会場一般投票  ５位



32 REFORM　2011 年 7月号

被災地対策・復興プロセス

ブランコリフト
落合重美

下水道のない復興計画は考えられない
木村弘子　特定非営利活動法人日本土壌浄化法ネットワーク

Accordion 避難所生活の小空間
古内美希　文化学園大学

復興住宅リフォームのためのビジネスモデル
鶴田一　㈱日本リフォームコーディネートグループ

振り子発電の掲示板
薬師神郁　文化学園大学

断熱防水工法　イソタンシステム
北濱直子　建創技術㈱

仙台市復興計画案
矢新貴章　米子工業高等専門学校　長尾尚彦、米原昌宏

エネルギー特区
安部浩生　東京都市大学

（※特別参加）

会場一般投票  ６位



332011 年 7月号　REFORM

経済復興・観光資源

Re-Life
長谷川輝　米子工業高等専門学校　宇野孝史、八浦祥平

三陸海岸物語
早川誠也　まちはなねっとわーく

トランク型ベット

東北芽倶里プロジェクト

山下三男

新崎光正　まちはなねっとわーく

未来に語り継がれる懸け橋
早川誠也　まちはなねっとわーく　佐藤浩

（※当日参加）



34 REFORM　2011 年 7月号

津波対策・街づくり

津波エネルギーを吸収できる  街づくり（素案）
今泉晋　公益社団法人 ロングライフビル推進協会

女川町復興計画
松本幸太郎　米子工業高等専門学校　白水裕也、上田麻里子

仙台市の復興計画
田辺健吾　米子工業高等専門学校　前畑佑二、浦冨明日香

段々街
平野昌代

Way finding（エリアの視覚化）を活用した街づくり
加藤健　公益社団法人 ロングライフビル推進協会

1000年積層街区 ラバト（災害要塞都市）
木村直樹　㈱テツアドー出版

大津波に耐える町づくりの提案 中村建治

会場一般投票  ４位



352011 年 7月号　REFORM

石巻市中心商店街における復興・再生計画
中嶋健太　米子工業高等専門学校　下根奈央人、飯塚大地

防潮壁と避難道路の計画
村上耕一、田中良二、安藤芳治、釘本政信、山本雅敏

東日本復興計画私案

里をつくる。 ～ 50年先の 100年前からの里～ Design2061
松永基　エムズワークス一級建築士事務所

生き残るための都市
安部浩生　東京都市大学　篠征宏

ゼロの価値
安部浩生　東京都市大学

薗部和夫

（※特別参加） （※特別参加）



36 REFORM　2011 年 7月号

仮設住宅

選んで楽しむペーパーハウス
青木瑞姫　日本大学　松島ゆき、皆川宙徹、橋本早世

仮設住宅入居者の料理教室及び食事
西村知子　㈱西村住建商事

～災害復旧対策応急仮設施設の提案～
斉藤正隆　㈱ホーム建材店　小松里美、小泉智美

共縁～きょうえん～
笠木陽平　日本大学　鈴木佳奈、前川慎太郎

キャンプ生活にチェンジ
安部浩生　東京都市大学　小野沢駿仁

仮仮設住宅
大塚住人　長州産業㈱　木村俊之

（※特別参加）



372011 年 7月号　REFORM

津波対策・集合住宅

LIFE
塚田紗弓　米子工業高等専門学校　藤原玲生

namisuke　～免波建築による安全なまちづくり～
金澤佳子　文化学園大学　柳沢香織

防水天のある津波防災住宅
土屋裕　裕建築デザイン事務所

粘りのある合掌フレーム・コロニー
天野彰　アトリエ・フォア・エイ

平地不足に悩む地域への提案 - 斜面を利用したエコ生活 -
福原由佳　呉工業高等専門学校



38 REFORM　2011 年 7月号

震災対策・予防・訓練

守護具
岡部千春　文化学園大学　山岸優、田中綾香

被災地を残す
大西隆史

あしゅぐっず
髙橋美和　文化学園大学

めざせ火事災害のない町づくり
曽根音重　㈲リスピー 21環境開発研究所　山路孝夫、 曽根康仁

次世代のための防災公園
薮内さやか　米子工業高等専門学校　角有梨沙



392011 年 7月号　REFORM

鎮魂・追悼・癒し（公園・祈念館）

光の射す場所　ー災害と復興の記憶ー
森岡涼太　米子工業高等専門学校　美住直毅、津田誠人

記憶の器　ー思い出と語らう日までー
椎橋亮　東電設計㈱　秋田真

BLOCK'S
押本雄大　米子工業高等専門学校　表美咲、多城茉莉奈

被災建築の在り方
倉重翔太　新潟工科大学

A beam of hope
石田菜葵　米子工業高等専門学校　高田恵花、 山崎基弘

2010 年 7 月の陸前高田市
岡崎紀子　都市風景への旅　太田陽子、 酒井哲



40 REFORM　2011 年 7月号

追悼施設計画
足立英一　米子工業高等専門学校　中原亜友美、行成勝哉

宮城震災慰霊公園
横山亮平　米子工業高等専門学校　小椋健史、堀菜奈恵

先人に学ぶ

新集落 HAKKA
天野英治　日本 OR 研究所　河西輝

ガウディの人工地盤＜参考出品＞
木村直樹

さらに強く賢く～古代の知恵・現地の被災状況から学ぶ今後の街と建築～
佐々木大喜　工学院大学　杉本賢司


