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This is a follow-up report about an attempt introducing on evaluation of structural design in a class of Architectural Design. This year, 
we introduced structural frame models.  
 
 
1. はじめに 
 短期大学部建築・生活デザイン学科の建築設計教育

における「ストラクチュアルレビュー」は，2019 年度

の試験的な導入を経て 2020 年度より本格的に実施し，

その経過を報告している 1）．以降これまでに，教員・学

生の授業評価を踏まえながらプログラムの改善を重ね

てきた．とくに今年度は新たな取り組みとして，構造

体を表す「骨組模型」の制作を課した．本稿は，これま

での実施状況と改善経過を振り返りつつ，骨組模型の

導入に至る過程について続報するものである． 
 
2. プログラムの概要 
 ストラクチュアルレビューは，2 年前学期の建築設

計演習科目「建築デザインスタジオ II」において導入

をはじめた．その前段階となる 1 年後学期の「建築デ

ザインスタジオ I」でも展開している．おもに中間提出

の成果物を対象に，構造デザインを専門とする教員（以

下，構造担当教員）がレビューを行うものである． 

 とくに 2 年前学期の公共建築 2 課題では，必要諸機

能のなかにプレイルームや市民シアターなどを組み込

むことによって，単純な構造計画では対応しえない大

スパンの構造体が必然となるプログラムを設定してい

る．第 1 課題の「児童ホーム」は RC 造 2 階建てで，

壁式と軸組のいずれでもよいが，第 2 課題の「地域交

流センター」では 3 階建ての RC ラーメン構造が設計

条件とされ，計画の大規模化とともに立体的な発想が

より求められることになる． 
 そこで今年度は，このうち第 2 課題に対し，建築計

画と RC ラーメン構造の関係性を立体的に示す骨組模

型の制作を導入した．ここに至るまでの実施プログラ

ムの改善経過をまとめたのが【Table.1】である． 

3. プログラムの改善経過の振り返り 
 当学科の建築設計演習科目では，学期末に「授業内

容ディスカッションシート」を受講者に記入してもら

い，班内で教員・学生間の意見交換を行っている．以

下，このディスカッションにおける評価をふまえなが

ら，プログラムの改善経過を振り返っていく． 
 ストラクチュアルレビューに対する評価については，

導入当初より総じて肯定的な傾向にある．とくに学生

にとっては，自案の構造計画に対して修正点や解決策

が具体的に指導されるため，「講義だけでは理解できな

かった構造と意匠の関係性を実感できた」との声が多

く，指導機会の拡充が当初より求められた． 
 2019 年度の試験的な実施では，構造担当教員 1 名で

当たったため時間的な制約が厳しく，2020 年度には 2
名体制により実施した．ここまでの対象は第 2 課題の

中間提出時のみだったが，2021 年度には第 1 課題にも

適用し，さらに中間提出の前後で実施した．中間提出

の前には，構造担当教員が各班を巡回し，まだ建築計

画が定まっていない段階で，スパンや柱の寸法関係な

どの基本事項を中心に確認しつつ，ときに意欲的な建

築設計に対しては構造計画による解決策などの示唆も

与える．そのうえで比較的に計画が定まった中間提出

の成果物に対して，構造担当教員が指導を加えていく． 
 今年度は構造担当教員 1 名での運営に戻るかたちと

なったが，これまでの経験をふまえて指導機会の合理

化を図っている．大スパンや吹き抜けに設ける際の留

意点など，多くの学生に共通する指導事項の伝達効率

の改善策として，中間提出の傾向をもとに再度の全体

授業を設けた．また，出題時に行った構造計画の授業

を録画配信し，繰り返し視聴の機会を提供したことは，

学生からも好評の声が集まっている． 
１：日大短大・教員・建築 
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4. 計画概要シートの増補と骨組模型の導入 
 当科目の中間提出では，各図面と模型にくわえて，

自案における建築計画と構造計画の趣旨を文章化した

「計画概要シート」の添付をストラクチュアルレビュ

ーの導入前より課してきた．主要部分のスパンの記入

とともに，大スパン部分の平面計画とその柱・梁の想

定寸法を記入させることで，建築設計における構造計

画への意識を促すことを企図している． 

 今年度の改善としては，こうした構造計画をより視

覚的に表現させることによって，ストラクチュアルレ

ビューにおける教員・学生間の共通認識を確かなもの

とし，学生の理解を深めることを目標とした．RC 造の

壁式や軸組などの自由な構造型式で検討される第 1 課

題では，構造計画を文章で記述する替わりに簡略的な

構造図の添付を課した．簡易な方法としては，縮刷し

た主要階の平面図に主要な構造柱と構造壁などを着色

で示し，構造計画を視覚的に表現するものとなる． 
 つづく第 2 課題では，RC ラーメン構造が共通の設計

条件となるため，構造体を表現した骨組模型をもって，

中間提出時の建築模型とした．受講生に示した制作方

法の例としては，スラブは透明プラスチック板，構造

柱はスチレンボードを用いて構造体の骨組みを表現す

るものである．通し柱や梁の表現は推奨するに留めた．

そして，中間提出の前には全体授業として，RC ラーメ

ン構造の建築意匠的な表現の可能性について，建築設

計担当教員によるミニレクチャーの機会も設け，創造

性の喚起を図る試みも加えている． 
 こうした過程を経た最終提出ののち，学期末に各班

で行ったディスカッションでは，骨組模型は「自案の

構造上の不整合が視覚的に実感できた」「建築計画と

構造計画の改善に役立った」という声が多くを占めた．

また，骨組模型の制作については，1 年後学期において

木造住宅の軸組模型を制作した経験によって，「意外と

制作しやすかった」という声が多数派だった． 
 
5. おわりに 
 今回導入した骨組模型は，あくまで建築設計過程に

おいて構造計画の検討状況を視覚化することが目的で

あり，ストラクチュアルレビューのさらなる有効化を

図るための試みであった．模型制作に過分な時間が割

かれて，設計や製図そのものが疎かになることを回避

するために，模型制作の趣旨や方法の指示内容を教員

間で共有していった．また，2 年前学期における骨組模

型の制作は，1 年後学期での木造軸組模型からの展開

としても，課題の継続性と連携性を強められたものと

考えている．以上の改善経過に対し，構造担当教員の

視点による振り返りと今後の課題については，次稿そ

の 4 で述べることとしたい． 
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Table.1  Progress in improving programme of Structural Design Review
年度 2019（SR試験的実施） 2020 2021 2022

授業形式 対面 オンライン 対面（2部制）、一部オンラインに変更 対面

構造担当教員 1名（専任教員） 2名（専任教員＋非常勤講師） 2名（専任教員＋非常勤講師） 1名（非常勤講師）

第1課題 出題 出題

構造計画授業：
オンデマンド動画を出題時より掲示

構造計画授業：
録画を最終提出前にオンライン配信

SR（小2回）：
構造担当教員1名が2週にわけて実施

SR（小）：
構造担当教員1名が個別相談を受け付け

中間提出：
計画概要シート添付

中間提出：
計画概要シートに簡略的な構造図を添付

SR（大1回）：
構造担当教員2名で実施

SR（大）：
全体授業にて共通する指導事項を伝達したうえ
で、構造担当教員1名が2週にわけて実施

最終提出 最終提出

第2課題 出題 出題 出題 出題

構造計画授業：
科目連携として「建築計画II」にて実施

構造計画授業：
オンデマンド動画を出題時より掲示

構造計画授業：
オンデマンド動画を出題時より掲示

SR（小）：
構造担当教員1名が個別相談を受け付け

ミニレクチャー：
RCラーメンによる構造デザインの名作

中間提出：
計画概要シート添付

中間提出：
計画概要シート添付

SR（小2回）および中間提出の実施を見送り：
ワクチン接種によるオンラインへの変更による

中間提出：
計画概要シート添付および軸組模型を提出

SR：
構造担当教員1名で実施

SR：
構造担当教員2名で実施

SR（大1回）：
構造担当教員2名で実施

SR（大）：
構造担当教員1名が2週にわけて実施

最終提出 最終提出 最終提出 最終提出

備考 1年次後学期「建築デザインスタジオI」にて
SR実施（RC造専用住宅、木造併用住宅）

1年次後学期「建築デザインスタジオI」にて
SR実施（RC造専用住宅、木造併用住宅）

1年次後学期「建築デザインスタジオI」にて
SR実施（RC造専用住宅、木造併用住宅）

「公園の中の地域交流センター」
・RCラーメン構造　3階建て
・地域交流をうながす諸機能のなかに

　260m
2
程度の市民シアターを設置

（大スパンの構造計画を必然的に要求）

「習志野台 児童ホーム」
・RC造　2階建て
・子育て支援を担う諸機能のなかに

　150m
2
程度・天井高4m以上の

　プレイルームを設置
（大スパンの構造計画を必然的に要求）
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