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「としまアンダーハイウェイ・デザインコンペ」

【公開ニ次審査】

12 月 20 日（木）14：00 ～ 18：00

開催日時

としまセンタースクエア　〒171-8422 豊島区南池袋 2-45-1

会　　場

としまアンダーハイウエイ・デザインコンペ 公式ホームページ
https://tokyokenchikushikai.or.jp/toshima/index.html

入選作品以外の応募作品は公式ホームページで閲覧できます
としまアンダーハイウエイ・デザインコンペ 公式ホームページ
https://tokyokenchikushikai.or.jp/toshima/index.html



ご挨拶

　としまアンダーハイウェイ・デザインコンペは、一般社団法人東京建築士会が建

築士の職能を生かす新たな場面を作り出したいと考え、豊島区様をはじめとする関

係各機関からのご協力をいただいて企画・実施したものです。当会としてはこのよ

うな主旨のデザインコンペティションは初めての試みでしたが、おかげさまで当初

の思惑をはるかにこえる反響をいただき、先般 11 月 15 日におこなわれた一次審査

には 45点の力作を寄せていただきました。

　ご提案いただいたデザインはどの案も、奇をてらうことなく夢を描こうという思

いにあふれたもので、建築士の皆様の都市空間に抱く真摯な思いを感じ入ることが

出来ました。また応募者につきましては現役で活躍されている建築士事務所の方を

はじめ、企業に属する若手建築士の方々のグループや、建築士である大学教員の方

をかこむ学生の方々のグループなど、建築士そのものの活動フィールドの広がりを

見せていただくことが出来ました。

　このたび 12 月 20 日に、としまセンタースクエアにておこなわれる二次審査会で

は、一次審査にて選考された 5 点の作品につきまして、公開にて応募者の方からプ

レゼンテーションをいただきます。一次審査はコンセプト提案書一枚にもとづく審

査でしたが、今回はより緻密なデザインの提案や深められたコンセプト、それに地

域への波及効果など多様な展開について聞かせていただけるものと関係者一同期待

いたしているところです。

　本企画に際しまして、年末のご多忙な時期に二次審査の会場のご提供と諸般のご

手配をいただきました豊島区様に深謝申し上げますとともに、様々な形でご支援を

いただきました国土交通省・首都高速道路株式会社・東京都をはじめとする関係各

機関の皆様には、この場を借りてここまでのご報告とともに重ねての御礼を申し上

げます。

としまアンダーハイウェイ・デザインコンペ実行委員会



応募対象

豊島区池袋地域内における「首都高速道路の下部空間」「周辺の既存建築物およびその間の
空間」からなる指定エリア（A・B・C）のうち 1つ、又は複数を選択し、建造物および空
間利活用アイデアを自由に提案してください。用途は問いません。期間限定の仮設建築物
なども提案可能です。地域の特性を考慮し、日中のみならず夕方から夜間にかけた街の活
性化に向けた積極的な提案を募集。

賞

最優秀賞　￥150,000　1点／優秀賞　￥70,000　1点／佳作等　数点

一次審査結果

登録期間：2018 年 8月 20日（月）～ 2018 年 9月 18日（火）
提出期間：2018 年 10月 9日（火）～ 2018 年 10月 26日（金）必着
応募登録総数：125名／応募者人数：38名／提出作品数：45作品
エリア別：A：10／ B：8／ C：6／ AB：4／ AC：9／ BC：0／ ABC：8
入選作品：５作品

審査方法

① 一次審査 （非公開）：コンセプト提案（A3×1枚）。選抜された提案者に二次審査に向け
たデザイン提案を求めます。
② 二次審査 ：公開プレゼンテーションによる審査（PPT・模型を活用した 10分程度のプレ
ゼンテーション。A1パネル×1枚提出。）

応募資格・条件

① 建築士、または建築士を含むグループ※であること。
　※企業、メーカー、団体、デザイナー、アーティスト等 組織や業種は問いません。
　広範にわたるコラボレーションを期待します。
② 建築士との連携先数※、応募作品数に制限はありません。
　※1人の建築士が何社と提携しても構いません。
　また応募作品数に制限はありませんのでぜひ多くの作品を応募ください。
③ 応募者は、応募作品の著作権保有者であること。

入選作品以外の応募作品は公式ホームページで閲覧できます
としまアンダーハイウエイ・デザインコンペ 公式ホームページ
https://tokyokenchikushikai.or.jp/toshima/index.html



対象エリアマップ



審　査　員
塚本 由晴（Yoshiharu Tsukamoto）
（アトリエ・ワン／東京工業大学大学院教授）

略歴：1965 年神奈川生まれ。1987 年東京工業大学工学部建築学科卒業。1987 ～ 88 年パリ・ベルビル建
築大学。1994 年東京工業大学大学院博士課程単位取得退学。貝島桃代と 1992 年にアトリエ・ワンの活動を
始め、建築、公共空間、家具の設計、フィールドサーベイ、教育、美術展への出展、展覧会キュレーション、
執筆など幅広い活動を展開。ふるまい学を提唱して、建築デザインのエコロジカルな転回を推進し、建築を
産業の側から人々や地域に引き戻そうとしている。近年の作品に、恋する豚研究所、みやしたこうえん、
BMW Guggenheim Lab、Canal Swimmer .F N"s Club、Search Library in Muharraq などがある。主な著書に『メ
イド・イン・トーキョー 』（鹿島出版会）『ペットアーキテクチャー・ガイドブック』（ワールドフォトプレス）『図
解アトリエ・ワン』（TOTO出版）、『Behaviorology』（Rizzoli New York）、『WindowScape学』（フィルムアート社）、
『コモナリティーズ　ふるまいの生産』（LIXIL 出版）などがある。

近角 真一（Shinichi Chikazumi）
（東京建築士会 会長／㈱集工舎建築都市デザイン研究所）

略歴：1947 年生。東京大学工学部建築学科卒業。1971 ～ 1978 年内井昭蔵建築設計事務所。1979 年近角
建築設計事務所入所、1985 年～集工舎建築都市デザイン研究所所長。1983 年｢武蔵大学キャンパス再開発｣
で BCS 建築賞／ 1996 年 NEXT21 実験集合住宅で日本建築学会作品選奨／ 2000 年麗澤瑞浪中学高校第 2 体
育館で中部建築賞／ 2001 年ふれっくすコート吉田で日本不動産学会賞（業績賞）／ 2002 年麗澤幼稚園で
千葉県建築文化奨励賞／ 2004 年求道会館で BCS 特別賞／ 2008 年求道会館・求道学舎保存再生事業で日本
建築学会賞（業績）／ 2009 年求道学舎リノベーションで JIA 環境建築賞優秀賞（住宅部門）。平成 29 年東
京建築士会会長に就任。[ 主な著書 ]「SD 別冊 25 近未来型集合住宅 NEXT21」（共著）／「NEXT21 その設
計スピリッツと居住実験10年の全貌」（共著）／「鉄骨造の設計と施工」（共著）／「性能別に考えるS造設計構法・
ディテール選定マニュアル」（共著）／「世界で一番受けたい環境デザインの授業」（共著）

審査員長 隈   研吾（Kengo Kuma）
（隈研吾建築都市設計事務所／東京大学教授）

略歴：1954年生。東京大学建築学科大学院修了。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。現在、東京大学教授。
1997 年「森舞台 / 登米市伝統継承館」で日本建築学会賞受賞、その後「水／ガラス」（1995）、「石の美術館」
（2000）「馬頭広重美術館」（2000）等の作品に対し、海外からの受賞も数多い。2010 年「根津美術館」で毎
日芸術賞。近作に浅草文化観光センター（2012）、長岡市役所アオーレ（2012）、「歌舞伎座」(2013)、ブザ
ンソン芸術文化センター（2013）、ＦＲＡＣマルセイユ（2013）等。新国立競技場の設計にも携わる他、2018
年9月には英国スコットランドに、V&A  Dundeeが竣工、開館した。著書に、『自然な建築』(岩波新書　2008)、『小
さな建築』（岩波書店　2013）、『日本人はどう住まうべきか？』（養老孟司氏との共著　日経 BP社　2012）、『建
築家、走る』（新潮社　2013）、『場所原論 I、II』（市ヶ谷出版）など。

Photo (c) J.C. Carbonne

平賀 達也（Tatsuya Hiraga）
（㈱ランドスケープ・プラス 代表取締役）

略歴：1969 年徳島県生まれ。1993 年米国ウェストヴァージニア大学卒業。同年日建設計に入社。2008 年
にランドスケープ・プラスを設立し、現在に至る。登録ランドスケープアーキテクト。東京工業大学および
東京農業大学非常勤講師。南池袋公園で日本造園学会賞、としまエコミューゼタウンで日本都市計画学会賞
を受賞。

審査員



入選作品

中洲で生まれる祭りの明かり作品番号：toshima-0074
選択エリア：「ABC」

としまアンダーハイウェイ FARM作品番号：toshima-0085
選択エリア：「ABC」

1000mのトランジットステーション作品番号：toshima-0120
選択エリア：「ABC」

リサイクルセンターイケブクロ作品番号：toshima-0125
選択エリア：「A」

としまエコロジカルハイウェイ
-人のふるまいで生態系をつなぐ、社会実験 としての取組み -

作品番号：toshima-0045
選択エリア：「ABC」

大庭　　拓也（建築士／株式会社 日建設計）
高橋　　恵多（建築士／株式会社 日建設計）
陳　　　彦安（建築士／株式会社 日建設計）

【日建設計】

久保田　宗孝（建築設計）
坂木　　　渡（建築設計）
林　　　　誠（建築士／ハヤシマコト建築設計事務所）

【MWMA】

加藤　　陽介（建築士／株式会社 楓設計室）
山上　　洋平（フォトグラファー／ flyingfrogs）
山上　めぐみ（グラフィックデザイナー／ flyingfrogs）

【楓設計室  ×  flying frogs】

千葉　　　学（建築士／東京大学大学院 教授／株式会社 千葉学建築計画事務所）
田中　　義之（建築士／東京大学大学院 助教／田中花巻事務所｜TANAHANA）
林　　　静言（学生／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻）
長根　　乃愛（学生／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻）
Pablo　  Ruiz（学生／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻）
藤生　　貴子（学生／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻）
木村　　太亮（学生／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻）
村田　　百合（学生／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻）
Freja Krogh-Andersen（学生／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻特別聴講生）
Andreas Haupolter（学生／東京大学大学院工学系研究科建築学専攻特別聴講生）

【東京大学千葉学研究室】

下吹越　武人（建築士／有限会社 A.A.E. 一級建築士事務所）
浜田　　英明（構造設計／浜田英明建築構造設計）
小倉　　明梨（建築設計／有限会社 A.A.E. 一級建築士事務所）
吉田　　育未（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
熊谷　　浩紀（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
近藤　有希子（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
呉　　　沛綺（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
万　　　柳慧（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
葛西　　孝憲（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
川田　優太郎（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
石　　　捷倫（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
畠山　かおり（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
大江　　和希（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）
沖山　　雄大（学生／法政大学デザイン工学研究科建築学専攻）

【法政大学下吹越武人研究室 +A.A.E.】



テーマ

　本コンペティションは東京建築士会が建築士と社会全体との接触面を拡張するこ

とによって、建築士の持つ知見と技術をさらに多様な場面で活用していただくきっ

かけ作リにしたいと考え、豊島区様のご協力のもとに企画し主催するものです。今

回のテーマは、都市の空間ストックをどう活用したらよいのかという普遍的な課題

に対して、東京に固有の場である「首都高速道路が作リ出す空間」の活用法に焦点

を当ててみました。

　都会の喧騒のすぐその傍らにあって、独特の空間を作り出している首都高速道路

ですが、開通当初は SF 小説の都市が現実になったような捉えられ方もしましたし、

その下の街路空間は天候に左右されない安定した空間であることに加え、夜間には

特別な照明効果が期待できることも考えられます。このような空間の特性を生かし、

新たな都市活動を生み出す空間として、その造り方と活用方法を提案していただき

たいと思います。

　場所は東京の副都心のひとつである池袋駅の東側を選びました。この近傍に解決

を待つ課題が集積していると考えたからです。現状では単なる道路下である場所の

ほかに、道路下に店鋪の建物が連続しているという独特の街並みがある場所もあり

ます。単なるアイデアコンペに留まらない現実的な解決策を期待しておりますので、

少々むつかしい条件付けをしておりますが、それゆえ場合によっては実現する可能

性もあります。

　このコンペティションに多数の建築士の方が参加してくださることを願うのはも

ちろんですが、様々な個性の組み合わせで提案してくださることによって、一般の

都民の方々に建築土たちは都市の問題への多様な視点と発想を持っていることを

知っていただくきっかけになることを期待しております。




