
  撮影動画編集部
Expert group

   Web 編集部
Expert group

   LINE・Google 運営部
Expert group

  設計 データ管理部
Expert group

   最先端技術開発部
Expert group

   WASA 実行委員
Expert group

   QR 書籍開発部
Expert group

 LINE 運営部 -部長（Manager）

清水 勇佑 募集中 2022 ～

WASA 世界建築学生賞 -実行委員長

清水 勇佑 募集中 2022 ～

設計データ管理部 -部長（Manager）

清水 勇佑 募集中 2022 ～

最先端技術開発部 -部長（Manager）

清水 勇佑 募集中 2022 ～

Web 編集部 -部長（Manager）

清水 勇佑 募集中 2022 ～

QR 書籍開発部 -部長（Manager）

清水 勇佑 募集中 2022 ～

撮影動画編集部 -部長（Manager）

清水 勇佑 募集中 2022 ～

エキスパート・グループ・メンバー

○○○○大学　学部○年　清水 勇佑

エキスパート・グループ・メンバー

○○○○大学　学部○年　清水 勇佑

エキスパート・グループ・メンバー

○○○○大学　学部○年　清水 勇佑

エキスパート・グループ・メンバー

○○○○大学　学部○年　清水 勇佑

エキスパート・グループ・メンバー

○○○○大学　学部○年　清水 勇佑

エキスパート・グループ・メンバー

○○○○大学　学部○年　清水 勇佑

エキスパート・グループ・メンバー

○○○○大学　学部○年　清水 勇佑

■募集

・学部 1年～修士 2 年

・目標定員 20 名（全国各地）

■使用アプリケーション

・PremierePro・AfterEffect・Lumion

※いづれか 1つ以上基本操作ができる学生なら誰でも可

※応用スキルは教えます

■活動内容

①WASA-A 世界建築学生賞 Worldchampionship の動画作成

②WASA-D 世界建築学生賞 Worldchampionship の動画作成

・動画素材のダウンロード収集

・BGM 素材のダウンロード収集

・画像素材のダウンロード収集

・PremierePro オープニング

・PremierePro 開催概要

・PremierePro エンディング

・AfterEffect ダイアグラム動画素材作成

・Lumion バーチャル会場の設計と動画素材作成

・自動音声と翻訳アプリで動画素材作成

■魅力

建築設計課題や卒業設計の最先端プレゼンテーションを学ぶこ

とができます。

※協賛金の配分により成果報酬を与えます

■撮影場所

・日建学院スタジオ（池袋）

■発信場所

・YouTube

■募集

・学部 1年～修士 2 年

・目標定員 50 名（全国各地）

■使用アプリケーション

・Wix　・illustrator　（簡単に使いこなせます）

■活動内容

①次年度 WASA サイトの更新（清水）

①主要ページ・実行委員プロフィールの更新（清水）

②世界日本の建築家のリサーチ・分析・発信

③世界日本の研究室のリサーチ・分析・発信

④世界日本の建築企業のリサーチ・分析・発信

⑤建築サークル・イベント・コンペ等のリサーチまとめ

■魅力

1建築設計課題や卒業設計の最先端プレゼンテーションを学ぶ

ことができます。

2自分が興味のある分野についてグローバルな視点からリサー

チ分析することができます。

3自分のオリジナルサイトを作成し活用することができます。

（Zenkoku Kenkomi .JAPAN からは非表示にします）

■発信場所

・Web サイト

■募集

・学部 1年～学部 3 年

・目標定員 30 名（全国各地）

■使用アプリケーション

・LINE（オープンチャット）　・LINE（公式 LINE）

・Google カレンダー　・Googlefoam

■目的

建築学生に必要な情報を収集し分かりやすくリアルタイムで全

国の建築学生へ共有する

全国の建築家や建築企業・大学・研究室・学生個人の活動をマ

クロからミクロまでを公式 LINE でネットワークする。

※世界の公式 LINE も今後作成する予定

■活動内容

①公式 LINE

・全国の建築家や建築企業・大学・研究室・学生個人とやり取

りを行い募集情報を収集する（清水）

・実行委員とのやり取り（清水）

②オープンチャット

・毎月学年ミーティング先輩から後輩へアドバイスを行う

・アルバイトやお手伝いの募集案内

・ZK 活動の発信（清水）

③Google カレンダー

・毎月イベントまとめサイトや卒業設計展のスケジュールを収

集

・イベントやコンペの予定をまとめて共有発信

■魅力

リアルタイムに建築学生に必要なイベントの情報やアルバイト

の募集などをいち早く熟知できる

■発信場所

・公式 LINE

■募集

・意匠設計を学ぶ学部 2年～修士 2 年

・目標定員 50 名（全国各地）

■使用アプリケーション

・Excel・Google ドライブ・Google ドキュメント・スラック

・建築系 CAD 全般

■目的

世界中から建築設計の添景や素材・参考図面を収集しまとめて

共有する

■活動内容

①スラック

・実行委員とのやり取り（清水）

②オープンチャット

・毎月学年ミーティング先輩から後輩へアドバイスを行う

・アルバイトやお手伝いの募集案内

・ZK 活動の発信（清水）

③Google カレンダー

・毎月イベントまとめサイトや卒業設計展のスケジュールを収

集

・イベントやコンペの予定をまとめて共有発信

■魅力

リアルタイムに建築学生に必要なイベントの情報やアルバイト

の募集などをいち早く熟知できる

■発信場所

・公式 LINE

■募集

・意匠設計を学ぶ学部 2年～修士 2 年

・目標定員 200 名（全国各地）

■使用アプリケーション

・Excel・Google ドライブ・Google ドキュメント・スラック

・建築系 CAD 全般

■目的

世界中から建築設計の添景や素材・参考図面を収集しまとめて共有する

■活動内容

①スラック

・実行委員とのやり取り（清水）

②オープンチャット

・毎月学年ミーティング先輩から後輩へアドバイスを行う

・アルバイトやお手伝いの募集案内

・ZK 活動の発信（清水）

③Google カレンダー

・毎月イベントまとめサイトや卒業設計展のスケジュールを収集

・イベントやコンペの予定をまとめて共有発信

■魅力

リアルタイムに建築学生に必要なイベントの情報やアルバイトの募集などをいち早く熟知できる

■発信場所

・公式 LINE

■募集

・学部 1年～修士 2 年

・目標定員 100 名全国各地）

■使用アプリケーション

・GMail　・ギガファイル便　・illustrator　・Googlefoam

■目的

最も公平で濃密な審査ができる最大級の建築学生コンペを開催

することで世界中の建築学生の設計能力を向上させる。

■活動内容

①チラシ・ポスターの作成：illustrator で作成

②Web サイトの編集：Wix で編集

③告知：世界中のコンペまとめサイトに掲載

③告知：全国の建築学科の研究室にチラシとポスターを配布

④運営：Googlefoam から ID を発行し Mail 返信

⑤運営：ギガファイル便から作品データを受け取り Mail 返信

❻審査⇒最先端技術開発部に委託

⑦結果：Web サイトの編集：Wix で編集

⑧結果：フィードバックシートを Mail 返信

⑨結果：受賞者に Mail 返信

⑩結果：賞状の送付

⑪授賞式：様々なやり取りを行い授賞式動画を作成し発信する

■魅力

リアルタイムに建築学生に必要なイベントの情報やアルバイト

の募集などをいち早く熟知できる

■募集

・学部 2年～修士 2 年

・1名～ 100 名（全国各地）

■使用アプリケーション

・Excel・Google ドライブ・Google ドキュメント・スラック

・建築系 CAD 全般

■目的

世界中から建築設計の添景や素材・参考図面を収集しまとめて

共有する

■活動内容

①スラック

・実行委員とのやり取り（清水）

②オープンチャット

・毎月学年ミーティング先輩から後輩へアドバイスを行う

・アルバイトやお手伝いの募集案内

・ZK 活動の発信（清水）

③Google カレンダー

・毎月イベントまとめサイトや卒業設計展のスケジュールを収

集

・イベントやコンペの予定をまとめて共有発信

■魅力

リアルタイムに建築学生に必要なイベントの情報やアルバイト

の募集などをいち早く熟知できる

■発信場所

・公式 LINE
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代表と打ち合わせ（月 1回）・進捗と課題の確認・各部署の未来創造と提案・次回目標と日程決め 代表と打ち合わせ（月 1回）・進捗と課題の確認・各部署の未来創造と提案・次回目標と日程決め

設計エスキース会 CAD等の講習会 院試・就活の進路相談 オンラインでお手伝い 外部コンペ共同設計Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop

Zenkoku Kenkomi .JAPAN サークル　各ワークショップ毎月 1回（自由参加）

Zenkoku Kenkomi .JAPAN 活動　各部門毎月 1回打ち合わせ（必須）

（Ai:Artificial intelligence ）

評価 提案

せんだいデザインリーグ 2021

せんだいデザインリーグ 2020

せんだいデザインリーグ 2019

せんだいデザインリーグ 2018

せんだいデザインリーグ 2017

せんだいデザインリーグ 2016

せんだいデザインリーグ 2015

せんだいデザインリーグ 2014

せんだいデザインリーグ 2013

せんだいデザインリーグ 2012

せんだいデザインリーグ 2011

せんだいデザインリーグ 2010

せんだいデザインリーグ 2009

せんだいデザインリーグ 2008

せんだいデザインリーグ 2007

せんだいデザインリーグ 2006

卒業設計作品

日本コンペ
019ERI 学生コンペティション

010UR 団地学生コンペティション

031 タイニーハウスデザインコンテスト

142 ダイワハウス学生コンペティション

117 ハーフェレ学生コンペティション

037 パブリックスペース学生コンペティション

150 フューリック学生コンペティション

076 ポラス学生コンペティション

198 空間デザイン学生コンペティション

087 建築文化週間 学生グランプリ

064 三協アルミ学生デザインコンペ

129 大東建託学生コンペティション

133 長谷工コンペ学生コンペティション

646 日新工業建築設計競技学生コンペティション

中国コンペ
1259 园冶杯大学生��

韓国コンペ
077친환경건축디자인공모전 수상작

040정림학생건축상

100제1회 친환경건축디자인공모전 수상작

189필디스터디1

252필디스터디2

154필디스터디3

アメリカコンペ
01024h competition 15th edition – mythology

0202016 Botanical Architectural Competition

021ACONCAGUA MOUNTAIN GLAMPING

041African House Design Competition – a Home for the

060Amsterdam Art Bridge

070ARCASIA STUDENT ARCHITECTURAL DESIGN 

017Architecture Thesis Of The Year ATY 2020

024AWARD WINNING WORKS NDFINALISTS OF FDA 2021

003BALTIC WAY MEMORIAL

003Bangkok Artist’s Retreat

025Berlin Bohemian Hostel

015Blue Clay Country Spa

051Bollywood Reimagined Film City Tower

031Cannes Temporary Cinema

030Castle Resort Competition

060Central Park Book Studio – Results

082Chandigarh UnbuiltMuseum Of Knowledge

019Cuicocha Mirador Competition

015EIRA LOUNGE PAVILION 2016

055Eliminate Loneliness Through Design

014Emotions, Architecture, Opioids _ 2020

020Europan 13 – all winning entries

053eVolo 2016 Skyscraper Competition

021eVolo 2017 Skyscraper Competition

006FAIRY TALES 2020 WINNERS

054Fashion Pavilion Milan

019FITT FUTURE HEADQUARTERS

003HAMBURG HYBRID HOUSING

053Home - Design your Dream

010Hong Kong Pixel Home Competition

014HOW TO MAKE A WINNING ENTRY IN A COMPETI

050Hyde Park Library London

アメリカコンペ
025ICELAND TREKKING CABINS

016Jurassic Camp House

003KRAKOW OXYGEN HOME

003Laka Competition’15 Architecture that Reacts

003Laka Competition’15 Architecture that Reacts

043Lamborghini Road Monument

020LEISURE HARBOR

045Liberty Museum New York

003Library of Varna, Bulgaria

006LONDON INTERNET MUSEUM

005LUNAWOOD URBAN CHALLENGE 2019

004metamorphosis ” 24H Competition 10th edition

003Modernism Memorial Competition

050Museum Of Language London

009Nine Visions of Moontopia

029NYC AQUARIUM &  PUBLIC WATERFRONT

024Observatory Houses

050Paris Pavilion Art Of Peace

003PARIS PAVILION The Art of Peace’ competition

050Paris Riverside Restaurant

053Pop Up Bazaar Istanbul

007Re-conceiving Architecture and time

009Re-use The Roman Ruin  Contemporary Art Museum

024Rio Olympics Sustainable Fanbox

050School Without Classroom Berlin

029Senegal Elementary School

015Shadow Pavillion by Quechua Architecture Competition

111Site Dwelling _ Salir do Porto

044Site Gallery _ Mértola, Portugal

003Sleeping – Alternative Design for Hotels

003SYRIA ” 24H Competition 9th edition

003SYRIA POST-WAR HOUSING

171Tactical Urbanism NOW!” Competition Announces

029The Kaira Looro Competition’s winning proje

024The Student Competition

012The Urban Adaptation Competition

021Titicaca Chapel

050Tokyo Anti-Library

003Tokyo Pop Lab

074TOKYO VERTICAL CEMETERY

003UGANDAN LGBT YOUTH ASYLUM

018Urban Chair

038Wedding Oasis

050Wilderness Pavilion Kenya

028Winners 2020 EVOLO Skyscraper Competition

023Winners 2021 EVOLO Skyscraper Competition

006Winners eVolo 2018 Skyscraper Competition

032Winners eVolo 2019 Skyscraper Competition

086Winning results of the 2018 Laka Competition

033YAC Art Prison competition

007YAC COMMON RUINS COMPETITION

035YAC Pinocchio Children’s Library Competitio

055YAC PLASTIC MONUMENT COMPETITION

005YAC RWANDA CHAPEL COMPETITION

028YAC SPORT CITADEL COMPETITION

100YAC CALAMITY ATELIER COMPETITION

026YAC THE KID’S FACTORY COMPETITION

コンペ入賞作品

約 8000 建築設計作品
超精密カテゴライズを行う

DWSS 設計作品検索システムコードにより

CM-A CM-B CM-C CM-D CM-E CM-F CM-G

A1 A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1 A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1 A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1 A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1 A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1 A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1 A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

EX.　CM-A1485＝0.21％　統計的に算出し独自性（オリジナリティ）を数値化

20 年分の建築家の評価講評 超精密カテゴライズを行う

DWSS 設計作品評価システムコードにより

CM-ACM-BCM-CCM-DCM-ECM-FCM-G

A1A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

A1A2

A1001
～
A1999

B200
～
B299

EX.　CM-B215＝35％適合率　統計的に算出し社会性（リアリティ）を数値化

赤レンガ卒業設計展 2021

赤レンガ卒業設計展 2020

赤レンガ卒業設計展 2019

赤レンガ卒業設計展 2018

赤レンガ卒業設計展 2017

全国合同卒業設計展 2021

全国合同卒業設計展 2020

全国合同卒業設計展 2019

全国合同卒業設計展 2018

全国合同卒業設計展 2017

ヒロシマソツケイ　2021

ヒロシマソツケイ　2020

ヒロシマソツケイ　2019

ヒロシマソツケイ　2018

ヒロシマソツケイ　2017

ヒロシマソツケイ　2016

ヒロシマソツケイ　2015

ヒロシマソツケイ　2014

ヒロシマソツケイ　2013

ヒロシマソツケイ　2012

ヒロシマソツケイ　2011

Diploma×Kyouto　2021

Diploma×Kyouto　2020

Diploma×Kyouto　2019

Diploma×Kyouto　2018

Diploma×Kyouto　2017

Diploma×Kyouto　2016

Diploma×Kyouto　2015

Diploma×Kyouto　2014

Diploma×Kyouto　2013

Diploma×Kyouto　2012

Diploma×Kyouto　2011

Diploma×Kyouto　2010

Diploma×Kyouto　2009

NAGOYA Archi Fes 2021

NAGOYA Archi Fes 2020

NAGOYA Archi Fes 2019

NAGOYA Archi Fes 2018

NAGOYA Archi Fes 2017

NAGOYA Archi Fes 2016

NAGOYA Archi Fes 2015

NAGOYA Archi Fes 2014

Design Review　2021

Design Review　2020

Design Review　2019

Design Review　2018

Design Review　2017

Design Review　2016

Design Review　2015

Design Review　2014

Design Review　2013

Design Review　2012

Design Review　2011

Design Review　2010

Design Review　2009

Design Review　2008

建築新人戦　2021

建築新人戦　2020

建築新人戦　2019

建築新人戦　2018

建築新人戦　2017

建築新人戦　2016

建築学生コンテスト

建築新人戦　2015

建築新人戦　2014

建築新人戦　2013

建築新人戦　2012

建築新人戦　2011

建築新人戦　2010

学生設計優秀作品展　2021

学生設計優秀作品展　2020

学生設計優秀作品展　2019

学生設計優秀作品展　2018

学生設計優秀作品展　2017

学生設計優秀作品展　2016

学生設計優秀作品展　2015

学生設計優秀作品展　2014

学生設計優秀作品展　2013

学生設計優秀作品展　2012

学生設計優秀作品展　2011

学生設計優秀作品展　2010

修士設計作品

設計作品データ

JIA修士設計展作品集　2021

JIA 修士設計展作品集　2020

JIA 修士設計展作品集　2019

JIA 修士設計展作品集　2018

JIA 修士設計展作品集　2017

JIA 修士設計展作品集　2016

JIA 修士設計展作品集　2015

JIA 修士設計展作品集　2014

JIA 修士設計展作品集　2013

JIA 修士設計展作品集　2012

JIA 修士設計展作品集　2011

JIA 修士設計展作品集　2010

JIA 修士設計展作品集　2009

トウキョウ建築コレクション　2017

トウキョウ建築コレクション　2016

トウキョウ建築コレクション　2015

トウキョウ建築コレクション　2014

トウキョウ建築コレクション　2013

トウキョウ建築コレクション　2012

トウキョウ建築コレクション　2011

トウキョウ建築コレクション　2010

トウキョウ建築コレクション　2009

トウキョウ建築コレクション　2008

トウキョウ建築コレクション　2007

JIA 修士設計展作品集　2008

JIA 修士設計展作品集　2007

JIA 修士設計展作品集　2006

JIA 修士設計展作品集　2005

JIA 修士設計展作品集　2004

JIA 修士設計展作品集　2003

トウキョウ建築コレクション　2021

トウキョウ建築コレクション　2020

トウキョウ建築コレクション　2019

トウキョウ建築コレクション　2018

新建築

建築家・建築作品データ

新建築 2021　1 月 -12 月

新建築 2020　1 月 -12 月

新建築 2019　1 月 -12 月

新建築 2018　1 月 -12 月

新建築 2017　1 月 -12 月

新建築 2016　1 月 -12 月

新建築 2015　1 月 -12 月

新建築 2014　1 月 -12 月

新建築 2013　1 月 -12 月

新建築 2012　1 月 -12 月

新建築 2011　1 月 -12 月

新建築 2010　1 月 -12 月

新建築 2009　1 月 -12 月

新建築 2008　1 月 -12 月

新建築 2007　1 月 -12 月

新建築 2006　1 月 -12 月

新建築 2005　1 月 -12 月

新建築 2004　1 月 -12 月

新建築 2003　1 月 -12 月

新建築 2002　1 月 -12 月

新建築 2001　1 月 -12 月

新建築 2000　1 月 -12 月

新建築 1999　1 月 -12 月

新建築 1998　1 月 -12 月

新建築 1997　1 月 -12 月

新建築 1996　1 月 -12 月

住宅特集 2021　1 月 -12 月

住宅特集 2020　1 月 -12 月

住宅特集 2019　1 月 -12 月

住宅特集 2018　1 月 -12 月

住宅特集 2017　1 月 -12 月

住宅特集 2016　1 月 -12 月

住宅特集 2015　1 月 -12 月

住宅特集 2014　1 月 -12 月

住宅特集 2013　1 月 -12 月

住宅特集 2012　1 月 -12 月

住宅特集 2011　1 月 -12 月

住宅特集 2010　1 月 -12 月

住宅特集 2009　1 月 -12 月

住宅特集 2008　1 月 -12 月

住宅特集 2007　1 月 -12 月

住宅特集 2006　1 月 -12 月

住宅特集 2005　1 月 -12 月

住宅特集 2004　1 月 -12 月

住宅特集 2003　1 月 -12 月

住宅特集 2002　1 月 -12 月

住宅特集 2001　1 月 -12 月

住宅特集 2000　1 月 -12 月

住宅特集 1999　1 月 -12 月

住宅特集 1998　1 月 -12 月

住宅特集 1997　1 月 -12 月

住宅特集 1996　1 月 -12 月

新建築住宅特集

a+u2021　1 月 -12 月

a+u2020　1 月 -12 月

a+u2019　1 月 -12 月

a+u2018　1 月 -12 月

a+u2009　1 月 -12 月

a+u2017　1 月 -12 月

a+u2016　1 月 -12 月

a+u2015　1 月 -12 月

a+u2014　1 月 -12 月

a+u2013　1 月 -12 月

a+u2012　1 月 -12 月

a+u2011　1 月 -12 月

a+u2010　1 月 -12 月

a+u2008　1 月 -12 月

a+u2007　1 月 -12 月

a+u2006　1 月 -12 月

a+u2005　1 月 -12 月

a+u2004　1 月 -12 月

a+u2003　1 月 -12 月

a+u2002　1 月 -12 月

a+u2001　1 月 -12 月

a+u2000　1 月 -12 月

a+u1999　1 月 -12 月

a+u1998　1 月 -12 月

a+u1997　1 月 -12 月

a+u1996　1 月 -12 月

a+u

Diagram.2

過去の作品同士を比較

し高精度に細分化

Diagram.3

カテゴライズを行い

大量なデータを蓄積する

Diagram.4

提案と評価プロセスのプログラミング

を作成し提案と評価の自動化を行う

������
（ROA:result of analysis）

����
（BD:Big　Data）

Zenkoku Kenkomi .JAPAN 実行委員

Executive Committee

Z 全国ケンコミ・全国建築設計研究所では一緒に

活動してくれる新規メンバーを募集しています。

建築や設計に興味があったり強みをつくりたい人、

楽しく建築学生生活をおくりたい人など 未経験学

部 1 年生から募集しているので興味のある建築学

生は是非公式 LINE でお気軽にお声掛けください。

Ai天才建築設計者

世界最大級の建築学生団体

建築学生の能力をスコアリング

AI により超客観的な評価が可能になり建築学生のほとんどの能力値を統計学と類型学と建築設計概論によって数値化することができる。そうすることでどこがどのくらいできていてどこ

がどのくらいできていないかが可視化される。そのスコアを見て全ての能力を満点にすることは人間では不可能なのでこれからどこを勉強して自分の強みにするかを決定する判断材料に

なったり個性を発見する可能性がある。また、数値化されることでグローバル化が行われ世界順位や学年順位の算出やデータを蓄積していくことで歴代順位の算出も行うことができる。ま

た数値から類似する作品データや関連する建築物、建築家、建築史、建築書籍、建築思想を自動で提示、アドバイスを行うことができる。

WASA 世界建築設計賞スコアリング
Ai Consultant Division 

世界の建築学生団体や大学や研究室等のコミュニティの結節点となり

検索可能な総合的な情報発信とグローバルで地域格差のないネットワークを行う。

公式LINE Official LINE 

参加学生団体（日本） 参加大学（日本） Participating Universities (World) 

El Croquis　1-10

El Croquis　11-20

El Croquis　21-30

El Croquis　31-40

El Croquis　41-50

El Croquis　51-60

El Croquis　61-70

El Croquis　71-80

El Croquis　81-90

El Croquis　91-100

El Croquis　101-110

El Croquis　111-120

El Croquis　121-130

El Croquis　131-140

El Croquis　141-150

El Croquis　151-160

El Croquis　161-170

El Croquis　171-180

El Croquis　181-190

El Croquis　191-200

El Croquis　201-210

新建築 2021　1 月 -12 月

新建築 2020　1 月 -12 月

新建築 2019　1 月 -12 月

新建築 2018　1 月 -12 月

新建築 2017　1 月 -12 月

新建築 2016　1 月 -12 月

新建築 2015　1 月 -12 月

新建築 2014　1 月 -12 月

新建築 2013　1 月 -12 月

新建築 2012　1 月 -12 月

新建築 2011　1 月 -12 月

新建築 2010　1 月 -12 月

新建築 2009　1 月 -12 月

新建築 2008　1 月 -12 月

新建築 2007　1 月 -12 月

新建築 2006　1 月 -12 月

新建築 2005　1 月 -12 月

新建築 2004　1 月 -12 月

新建築 2003　1 月 -12 月

新建築 2002　1 月 -12 月

新建築 2001　1 月 -12 月

新建築 2000　1 月 -12 月

新建築 1999　1 月 -12 月

新建築 1998　1 月 -12 月

新建築 1997　1 月 -12 月

新建築 1996　1 月 -12 月

住宅特集 2021　1 月 -12 月

住宅特集 2020　1 月 -12 月

住宅特集 2019　1 月 -12 月

住宅特集 2018　1 月 -12 月

住宅特集 2017　1 月 -12 月

住宅特集 2016　1 月 -12 月

住宅特集 2015　1 月 -12 月

住宅特集 2014　1 月 -12 月

住宅特集 2013　1 月 -12 月

住宅特集 2012　1 月 -12 月

住宅特集 2011　1 月 -12 月

住宅特集 2010　1 月 -12 月

住宅特集 2009　1 月 -12 月

住宅特集 2008　1 月 -12 月

住宅特集 2007　1 月 -12 月

住宅特集 2006　1 月 -12 月

住宅特集 2005　1 月 -12 月

住宅特集 2004　1 月 -12 月

住宅特集 2003　1 月 -12 月

住宅特集 2002　1 月 -12 月

住宅特集 2001　1 月 -12 月

住宅特集 2000　1 月 -12 月

住宅特集 1999　1 月 -12 月

住宅特集 1998　1 月 -12 月

住宅特集 1997　1 月 -12 月

住宅特集 1996　1 月 -12 月

a+u2021　1 月 -12 月

a+u2020　1 月 -12 月

a+u2019　1 月 -12 月

a+u2018　1 月 -12 月

a+u2009　1 月 -12 月

a+u2017　1 月 -12 月

a+u2016　1 月 -12 月

a+u2015　1 月 -12 月

a+u2014　1 月 -12 月

a+u2013　1 月 -12 月

a+u2012　1 月 -12 月

a+u2011　1 月 -12 月

a+u2010　1 月 -12 月

a+u2008　1 月 -12 月

a+u2007　1 月 -12 月

a+u2006　1 月 -12 月

a+u2005　1 月 -12 月

a+u2004　1 月 -12 月

a+u2003　1 月 -12 月

a+u2002　1 月 -12 月

a+u2001　1 月 -12 月

a+u2000　1 月 -12 月

a+u1999　1 月 -12 月

a+u1998　1 月 -12 月

a+u1997　1 月 -12 月

a+u1996　1 月 -12 月

El Croquis　1-10

El Croquis　11-20

El Croquis　21-30

El Croquis　31-40

El Croquis　41-50

El Croquis　51-60

El Croquis　61-70

El Croquis　71-80

El Croquis　81-90

El Croquis　91-100

El Croquis　101-110

El Croquis　111-120

El Croquis　121-130

El Croquis　131-140

El Croquis　141-150

El Croquis　151-160

El Croquis　161-170

El Croquis　171-180

El Croquis　181-190

El Croquis　191-200

El Croquis　201-210

El Croquis

建築史データ

No data
Published in 2022 

特許取得の為詳細は秘密保持契約に従います特許取得の為詳細は秘密保持契約に従います

Zenkoku Kenkomi.JAPAN
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WASA

WADL 世界建築設計研究所
World Architectural Design Laboratory 

WASC 世界建築学生コミュニティ
World Architecture Student Community

仙台建築都市学生会議

赤レンガ卒業設計展

全国合同卒業設計展

新潟卒業設計展実行委員

中部卒業設計展実行委員

広島平和祈念卒業設計展

Diploma Kyoto実行委員

Design Review

※建築学生同盟北海道組

※建築新人戦実行委員

※建築学縁祭実行委員

東北工業大学建築学生有志

建築学生サークル♭

清水意匠設計グループ

建築構造デザインサークル

新建築デザイン研究会

関東建築合宿実行委員

Next建築学生サークル

関西建築合宿実行委員

KENKEN近畿大学学生団体

※tonica北九州建築デザインC

※かごしま建築学生の会

リノベする学生団体DaBo

建築学生団体NATSUZEMI

TSURiHA（近畿大学）

※学生団体Clown

学生建築施工団体RED

建築トークイン上越

空き家改修プロジェクト 

※加子母木匠塾

愛知工業大学

愛知産業大学

宇都宮大学

大阪大学

大阪工業大学

大阪産業大学

大阪市立大学

岡山県立大学

岡山理科大学

鹿児島大学

神奈川大学

金沢工業大学

関西大学

関西学院大学

九州大学

九州産業大学

京都大学

京都工業繊維大学

京都造形芸術大学

京都府立大学

共立女子大学

近畿大学

熊本大学

慶応義塾大学

工学院大学

高知工科大学

神戸大学

首都大学東京

神戸芸術工科大学

国士舘大学

佐賀大学

札幌市立大学

滋賀県立大学

芝浦工業大学

島根大学

大同工業大学

昭和女子大学

信州大学西南

椙山女子学園大学

多摩美術大学

千葉大学

千葉工業大学

東海大学

東京大学

東京藝術大学

東京工業大学

東京電機大学

東京都市大学

東京理科大学

東北大学

東北工業大学

東洋大学

豊橋技術科学大学

名古屋大学

名古屋工業大学

新潟大学

新潟日建大学

新潟工科大学

日本大学

日本女子大学

兵庫県立大学

福井大学

法政大学

北海道大学

北海道工業大学 前橋工科大学 三重大学 宮城大学

Kamla Raheja Vidyanidhi Institute for architecture and Environmental Studies/B.ARCH
Accademia di Architettura, Mendrisio, Switzerland
Alexandria University, Faculty of Engineering, Architectural Engineering Department
AMITY SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING,NOIDA
Architectural Association
Bauhaus University Weimar, Architecture
Beijing University of Civil Engineering and Architecture
Biju Patnaik University of Technology - Department of Architecture 
Brawijaya University / Faculty of Engineering / Architecture Department
BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS / Faculty of Architecture / 
Public Design Department 
Bursa Uludag University/ Faculty of Architecture/Architecture
Chang 'an university/Gengfang Xie/Architecture
China Academy of Art/ Architecture/Landscape Design(CAA)
Chittagong University of Engineering & Technology (CUET)
City University of Hong Kong
Clemson University /  Ulrike Heine, David Franco, George J. Schafer / Master of 
Architecture
Dayalbagh education institute
Faculty of Architecture, Design and Urbanism of the University of Buenos Aires
Fuzhou University of International Studies and Trade/ School of Art and 
Design/Environmental Design
GUANGXI ART UNIVERSITY
Guangzhou University
Harvard University / Graduate School of Design
Henan Polytechnic University
Huaqiao University
Huazhong University of Science and Technology/School of Architecture and Urban 
Planning
Inner Mongolia University of Technology/Hao Zhanguo/School of Architecture
Jadavpur University/Department of Architecture
Jilin Jianzhu UniversityCOLLEGE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Kamla Raheja Vidyanidhi Institute for Architecture
Korea University/ Faculty of Engineering/ Architecture department

Premier University,  Chittagong, Bangladesh 
Rivers state University/Environmental Sciences/Architecture
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
Shenyang Jianzhu University
Shenzhen University / Xiaosong Peng | Xi Chen | Hang Cheng / School of Architecture & 
Urban Planning
Shenzhen UniversitySchool of Architecture&Urban Planning/Architecture
Sichuan Fine Art Institute
Soochow University Gold Mantis School of Architecture
Southwest Jiaotong University
Syracuse University
Thakur School of Architecture and Planning 
The Guangzhou Academy of Fine Arts,Ling Hong,College of architecture and art
The University of Jordan / Engineering / Architecture 
The University of New South Wales
The University of Nottingham Ningbo China
TIANFU COLLEGE OF SWUFE/Yang yang/Department of architecture and Engineering
Tianjin Chengjian University/School of Architecture/Architecture
Tongji University/CAUP/Arhchitecture
Tribhuwan University, Department Of Architecture
TSUAB(Tomsk State University of Architecture and Building)/ Architectural 
Faculty/Department of Theory and History of Architecture 
TU Darmstadt/Architecture/Entwerfen und Baukonstruktion
UC Berkeley, CED
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO/ CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
/ ARCHITECTURE AND URBANISM
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)/ Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 
(ETSAM),Spain/ Departamento de Proyectos Arquitectónicos (DPA)
Universidad Ricardo Palma - Perú
Universitas Indonesia / Faculty of Engineering / Department of Architecture 
University of California, Berkeley / Architecture
University of California, Berkeley / College of Environment Design
University of Dundee・School of Social Sciences・Architecture & Urban Planning

作
品
デ
ー
タ

作
品
デ
ー
タ

応募データ 応募データ

  代表 Yusuke Shimizu

オープンチャット
Open chat 

QR 書籍
Website 

スラック
slack 

ZOOM

建築設計のためのデータ共有

■　添景AoutCAD　2021 版
■　参考図面 AoutCAD　2021 版
■　添景 illustrator　2021 版
■　添景 Photoshop　2021 版
■　添景 AdobePDF　2021 版
■　添景 sketchup　2021 版
■　参考モデル AoutCAD　2021 版
■　添景ライノセラス　2021 版
■　参考モデルライノセラス　2021 版

全国ケンコミの建築設計に使う添景データや全国
ケンコミの研究資料を共有しています。公式 LINE
で招待リンクを発行しますので、ご連絡ください。

リアルタイムの情報共有とQ＆A

■　建築学生生活において分からないことや疑問
に思ったことを共有する。
■　学生団体や個人の講演会やイベントの告知
■　建築家 組織設計の講演会・アルバイトの募集
■　研究室や大学の講演会やイベントの告知
■　コンペティションの開催情報をリアルタイム
に共有
■　卒業や修士設計の先輩のお手伝いの募集
■　全国の卒業設計展の情報を共有
■　ZOOMの講演会や講習会・イベント中継
■　建築の専門的な情報を共有する

動画や音声・映像の共有

■　建築学生団体による活動や宣伝
■　講習会・講演会の開催
■　ゼミの研究内容の共有
■　中間発表・講評会の放映
■　建築家や企業の方による講演会
■　一般のイベントの放映

 Zenkoku Knenkomi の活動理念ー世界が求める豊かな建築学生生活とは

Zenkoku Knenkomi's activity philosophy-What is the rich architectural student life that the world demands?

YouTube

動画や音声・映像の共有

■　建築学生団体による活動や宣伝
■　講習会・講演会の開催
■　ゼミの研究内容の共有
■　中間発表・講評会の放映
■　建築家や企業の方による講演会
■　一般のイベントの放映

参加

参加 利用 利用閲覧 利用

発信
Participation 

Outgoing 

Architectural Student Metabolism

 建築学生のメタボリズム

世界建築設計研究所の活動理念ー建築設計の技術革新を推進し社会世界に貢献する

World Architectural Design Institute Activity Philosophy-Promote technological innovation in architectural design and contribute to the social world

 Architectural Design Metabolism

 建築設計のメタボリズム

■WASA-M 世界建築学生賞 MASTER

2 月 1 日～ 4月 1日 修士設計のみ

■WASA-D 世界建築学生賞 DIPLOMA

2 月 1 日～ 4月 1 日 卒業設計のみ

記憶解析
収集

Main Server

URL化

応募データを移行

データの同期

関連建築作品の提示

思考

臨機応変性役員に求める能力 論理的根拠 超長期視点 即行動努力 建築専門性

Google Sheets

Microsoft Cloud

Google FormsVBA

Diagram.5

建築設計作品データ

評価データを収取（IOT）

（IOT:Internet of Things）

最先端技術開発部
State-of-the-art technology development department 

コンテストを開催し作品を学習させてデータに蓄積し AI の採点シ

ステムに還元させる。さらにその AI を用いてコンテストを開催し

また作品を学習させる。成長が加速していく循環システム

無限成長する循環システム

AI フライホイール

建築界におけるシンギュラリティーの追求

　複数の建築家や教授・建築学生の

成長思考プロセスを分析し再構成す

ることで、客観的かつ無限の記憶力

を持つ完璧なプロフェッサーアーキ

テクトを育成する

グローバル化 時間的超越 論理的根拠 建築専門性
データ提出と認識システムの向上により都心や

地方、国を関係なくどこでも参加ができる。

AI の自動化により全ての人に対してアドバイス

をいつでも提示することができる。

建築家同様の統計により様々な価値観を受け入

れる論理的根拠による定量的客観評価ができる。

無限の記憶力により膨大で複雑で多様な専門知識や作品

データや評価データを記憶し使いこなすことができる。

信頼性
25万作品以上の作品データの蓄積と

Zenkoku Kenkomi への質問・要望
■　WASA世界建築学生賞の質問対応
■　Diploma・World の幹部打ち合わせ
■　Ai コンサルティングの仕事の打ち合わせ
■　WADL 研究分野への質問
■　WASC システムに関する質問
■　オープンチャットや公式 LINE における告知の
要望
■　実行委員の募集・質問対応
■　実行委員の活動連絡

Zenkoku Kenkomi の Systemの中心部であり下の
ボタンで様々なサービスを受けることができる。
公式 LINE は一斉送信ができる個人 LINE で代表の
清水勇佑の LINE に接続します。左下のキーボード
より Zenkoku Kenkomi の全ての質問や要望・活
動の打ち合わせを受け付けております。
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825 円×12 回 +3630 円＝年 13,530 円 825 円×12 回 +3630 円＝年 13,530 円

Zenkoku Kenkomi .JAPAN 実行委員　Executive Committee

■Zenkoku Kenkomi .JAPAN 学生団体組織図

■GADO 組織非設計事務所組織図

■コンペ連携 AllianceMember ■サークル連携 AllianceMember■WEB 連携

■実行委員組織図 Expert group Executive committee 2022 年 4 月～募集開始

2024 年から世界連携

2022 年から世界連携

５G に対応し ICT （情報通信技術） を取り入れた建築学生コミュニティと建築設計の専門技術をグローバリゼーションさせることで未来を創造する建築運動

建築設計に関する情報を集積させるサービス （建築業界における Amazon）

管理・外交・営業・会計
ワールド・マネージメント・デザイナー 打ち合わせは基本 ZOOMオンライン

■WASA 世界建築学生賞
7月 1日～ 9月 1日 全学年
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■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■WASA-A 世界建築学生賞 ALWAYS

8 月　+　3月
■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催される世界最大級の建築学生コンペティショ

ンです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院） で取り組んだ設計課題作品やコンペティショ

ン、 卒業設計作品などを対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバックを行います。 統計学と類型学と建築設

計概論のコンプレックスにより建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端成長型コンペ

ティションです。 （実行委員）

■　エントリー方法 （実行委員連携）

WASA 世界建築学生賞コンペティションに提出したい学生は以下の Googlefoam でエントリーを済ませてくださ

い。

エントリー完了後確認メールと ID が発行されます。 ID は作品提出時に利用しますので Gmail をご確認ください。

 ※エントリー後の作品の提出は任意です。 コンペティションに作品を提出する場合は必ずエントリーを行ってく

ださい。

■作品データ提出方法 （実行委員連携）

提出物　

①必須　PDF データ （プレゼンシート） 提案の内容やプレゼンテーションの評価を行います。

②任意　パース ・ 動画 ・ 図面 ・ モデリング等　設計の完成度などより具体的な審査を行います。

形式 ： PDF、 JPEG、 MP4、 DWG、 DXF、 3DS、 SKP、 3DM、 PLN

 提出方法　

　ギガファイル便で提出

1. 「ギガファイル便で」 検索しサイトを開く。

2. ファイル保存期間変更で 60 日を選択

3.PDF データのファイル名を 「ID○○○○＿大学 ・ 学部 ・ 学科名＿名前＿作品タイトル」 で保存してください。

※＿は全角スペース ※複数の作品を提出する場合は同様にアップロードしてください。

※グループ設計の場合は代表者の大学 ・ 学部 ・ 学科名＿名前のみ入力してください。

※作品を複数に分けて添付する場合や 2D や 3D データを提出する場合は作品タイトルの後に 1.2.3.4…と 番

号を振ってください。

4. メールのアイコンをクリックしメモに必要事項を入力する。 本文　「ID○○○○＿大学 ・ 学部 ・ 学科名＿名前

＿作品タイトル」

※複数の作品を提出する場合は同様に記入してください。

5. アップロード情報をメールで送信する。 に下記のメールアドレスを入力する。 Email

「zenkokukenkomi@gmail.com」
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ださい。
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号を振ってください。
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■AI Design

AI によって完璧で天才な建築家は作れるか

私たちは建築設計を行う中で 「設計」 と 「評価」 の自問自答によって自分が正し

いと思う設計を行っている。 「設計プロセス」 ではノウハウや設計の経験や知識を

蓄積する無限の記憶力と、 「評価プロセス」 では統計データの比較分析によるに

よる客観的論理力を補うことで完璧で天才な建築家設計者をつくれるのではない

か。 しかし、ＡＩを成長させるためには人間の創造力が必要であり、 人間はＡＩのア

シスタントを受けることで人間の能力の限界を突破できる。ＡＩだけでは天才にはな

れないし、 人間だけでは天才になれない。

この 相互扶助をアクセラレーションすることが完璧な建築家をつくる条件になりうる。

In the process of architectural design, we ask ourselves the questions of "design" 

and "evaluation" to create what we think is the right design. In the "design 

process," we need an infinite amount of memory to accumulate know-how and 

design experience and knowledge, and in the "evaluation process," we need to 

supplement this with objective logic through comparative analysis of statistical 

data. However, human imagination is necessary for AI to grow, and humans can 

break through the limits of human ability by receiving assistance from AI.

Acceleration of this mutual assistance can be a condition for creating the perfect 

architect.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 AI✕Design

建築業界では様々な場面で AI や ICT などの最先端の技術が積極的に開発され

ている。

建築空間においては環境解析によるシュミレーションや構造設計における最適化、

造形操作においてはグラスホッパー、 またそれらを横断する BIM などにプログラミ

ングや AI が用いられている。

それらは、 部分的な AI であり部分的に最適化したり建築家をアシストしている。

私たちが開発している AI は真逆でマクロから攻める AI です。 建築設計の提案を

行う中で様々な用途や敷地に応答したり、 社会的要求やクライアントの要求に応

答するなど建築設計の概論を明らかにしていくことで、 私たちがベストな建築デザ

インができるように AI がアシストします。

In the construction industry, cutting-edge technologies such as AI and ICT are 

being actively developed in various aspects.In architectural spaces, programming 

and AI are being used for simulation by environmental analysis, optimization in 

structural design, grasshopper in modeling operations, and BIM across all of 

these.

These are partial AIs that partially optimize and assist architects. The AI we are 

developing is the exact opposite: AI that attacks from the macro level. The AI 

assists us in making the best architectural design by clarifying the general 

principles of architectural design, such as responding to various uses and sites, 

social demands, and client requirements in making architectural design proposals.

■AI Review

AI 評価の教育や社会に対する貢献

Contribution of AI evaluation to education and society

　　我々最先端技術開発部は。 NASA 全国建築学生賞コンペティションや WASA

世界建築学生賞コンペティションの開催によってグローバルな視点から建築設計

に対する客観的な評価を収集している。 そのなかで開発した、 論理的根拠によっ

てさまざまな価値観や評価軸を尊重することができる AI 天才建築設計者は、 赤レ

ンガ卒業設計展をはじめとした世界中の卒業設計展や建築学園祭を中心とした建

築学生コンテストの予選審査に用いられています。 既存のくじ引き審査から評価

プロセスが公開された論理的根拠に基づく高精度審査にすることで、 すべての作

品に対してフィードバックやアドバイスを行うことを目標にしています。

　It collects objective evaluations of architectural designs from a global 

perspective by organizing the NASA National Architecture Student Award 

Competition and the WASA World Architecture Student Award Competition. In 

this context, the AI genius architectural designers, who can respect various values 

and evaluation axes through logical reasoning, can be used in the preliminary 

screening of architectural student competitions around the world, such as the Red 

Brick Graduation Design Exhibition and the Architecture School Festival, by 

turning the screening from a lottery into a high-precision screening, so that all 

The judges will be able to provide feedback and advice on all entries.

 学生教育版　AI Reviewer

学生教育版 AI Reviewer はＷＡＳＡ世界建築学生賞の採点システムを外部コンペ

に導入したものをさします。 AI の中身はＷＡＳＡ世界建築学生賞と同じものを使

用しておりすべての作品に対してフィードバックを行います。

【卒業設計展アライアンスメンバー】

■赤レンガ卒業設計展　　　2022 導入予定～

■せんだいデザインリーグ　2023 導入予定～

■全国合同卒業設計展　　　2023 導入予定～

■Diploma×Kyouto　　　2023 導入予定～

■NAF 中部卒業設計展  　　2023 導入予定～

■Design Review      　 　2023 導入予定～

■広島卒業設計展　　  　　2023 導入予定～

■新潟卒業設計展　　  　　2023 導入予定～

■北海道組卒業設計展  　　2023 導入予定～

【コンテストアライアンスメンバー】

■建築学縁祭　　　2022 導入予定～

■建築新人戦　　　2022 導入予定～

■Nexta　　　　　2022 導入予定～

【大学 ・ 専門学校】

■日本大学理工学部建築学科　　　2023 導入目標～

■AI Consultant

専門性の高い BD を用いたコンサルティング

AI Competition や AI Reviewer によって収集された専門性の高いビックデータ

（BD） に企業が求める人材や研究室が求める研究内容などをビックデータに付加

することで設計作品から向いている業界や企業を提示したり、 向いている研究室

を提示することで建築学生のアシスタントを行います。

By adding the human resources that companies are looking for and the research 

content that laboratories are looking for to the highly specialized big data (BD) 

collected by AI Competition and AI Reviewer, we can present industries and 

companies that are suitable for the design work and present laboratories that are 

suitable for the design work, thereby assisting architecture students. The system 

also provides assistance to architecture students by showing them suitable 

laboratories.

Program01

企業のリクルート

今まで提出された設計作品の総合評価的な能力の評価により向いている業界や

企業を提示し、 即日設計よりも正確な審査を行うことを目指しております。

Recruitment of companies

Our goal is to provide a more accurate review than the instant design process by 

presenting industries and companies that are suited to the overall evaluation of 

the design work submitted so far.

Program02

研究室のコンサルティング

大学院進学の際にプロジェクトや研究項目レベルで関連研究室を提示します。 全

国や世界レベルで検索し的確な進路を提示しアシストします。

Laboratory Consulting

We will provide you with relevant laboratories at the project or research item 

level when you enter graduate school. We will assist you in finding the right path 

by searching nationally and globally.

Program03

建築学生のマッチング

リモートが発達したなかで、 似ている価値観や性格、 能力を持っている学生同士

をマッチングすることでお手伝いや個性を強化することができます。

Matching Architecture Students

In the midst of remote development, matching students who have similar values, 

personalities, and abilities can help and strengthen their individuality.

■AI Education

AI によって完璧で天才な建築家は作れるか

私たちは建築設計を行う中で 「設計」 と 「評価」 の自問自答によって自分が正し

いと思う設計を行っている。 「設計プロセス」 ではノウハウや設計の経験や知識を

蓄積する無限の記憶力と、 「評価プロセス」 では統計データの比較分析によるに

よる客観的論理力を補うことで完璧で天才な建築家設計者をつくれるのではない

か。 しかし、ＡＩを成長させるためには人間の創造力が必要であり、 人間はＡＩのア

シスタントを受けることで人間の能力の限界を突破できる。ＡＩだけでは天才にはな

れないし、 人間だけでは天才になれない。

この 相互扶助をアクセラレーションすることが完璧な建築家をつくる条件になりうる。

In the process of architectural design, we ask ourselves the questions of "design" 

and "evaluation" to create what we think is the right design. In the "design 

process," we need an infinite amount of memory to accumulate know-how and 

design experience and knowledge, and in the "evaluation process," we need to 

supplement this with objective logic through comparative analysis of statistical 

data. However, human imagination is necessary for AI to grow, and humans can 

break through the limits of human ability by receiving assistance from AI.

Acceleration of this mutual assistance can be a condition for creating the perfect 

architect.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 AI✕Design

建築業界では様々な場面で AI や ICT などの最先端の技術が積極的に開発され

ている。

建築空間においては環境解析によるシュミレーションや構造設計における最適化、

造形操作においてはグラスホッパー、 またそれらを横断する BIM などにプログラミ

ングや AI が用いられている。

それらは、 部分的な AI であり部分的に最適化したり建築家をアシストしている。

私たちが開発している AI は真逆でマクロから攻める AI です。 建築設計の提案を

行う中で様々な用途や敷地に応答したり、 社会的要求やクライアントの要求に応

答するなど建築設計の概論を明らかにしていくことで、 私たちがベストな建築デザ

インができるように AI がアシストします。

In the construction industry, cutting-edge technologies such as AI and ICT are 

being actively developed in various aspects.In architectural spaces, programming 

and AI are being used for simulation by environmental analysis, optimization in 

structural design, grasshopper in modeling operations, and BIM across all of 

these.

These are partial AIs that partially optimize and assist architects. The AI we are 

developing is the exact opposite: AI that attacks from the macro level. The AI 

assists us in making the best architectural design by clarifying the general 

principles of architectural design, such as responding to various uses and sites, 

social demands, and client requirements in making architectural design proposals.

■　コンペ概要

世界建築学生賞は日本とイギリスとアメリカで中心に開催される世界最大級の建築学生コンペティショ

ンです。 建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院） で取り組んだ卒業設計

作品を対象に実施する建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。 WASA 世界建築学生賞

DIPLOMA では、 日本の卒業設計展の皆様と WASA 世界建築学生賞が協力し共同で大会を盛り上

げます。 建築家による対面審査を行う既存の卒業設計展に対し、 WASA 世界建築学生賞は予選

審査に提出されたすべての作品に対して AI が審査が採点を行い、 設計者能力の提示とともに、 類

似作品や建築物、 書籍、 概念を算出しアドバイスをオンラインで行います。 そうすることで、 予選

を通過する一部の学生のみが参加する従来の大会ではなく、 予選審査に提出した全ての学生が参

加できる有意義な大会を目指します。

 ※複数の卒号設計展に応募した場合、 WASA 実行委員のほうで自動的に応募者を統合します。

 ※WASA 世界建築学生賞の AI 審査は設計者の能力を示すもので各卒業設計展の審査 ・ 運営には

関係ない者とします。

■　協力希望団体

　　　　全国合同卒業設計展 2023

　　　　赤レンガ卒業設計展 2023

 　　　　せんだいデザインリーグ 2023

　　　　DesignReview2023

■　エントリー方法 （実行委員連携）

・ 各卒業設計展の予選審査 （0 時審査） に提出して頂きました応募者全員が WASA 世界建築学生

賞 DIPLOMA の対象となります。 エントリーデータは各卒業設計展実行委員と WASA 世界建築学

生賞実行委員で共有を行い円滑な審査を行います。

 ※個人情報の取り扱いに関しましては厳正な管理を行います。

■作品データ提出方法 （実行委員連携）

・ 各卒業設計展の予選審査 （0 時審査） に提出して頂きました応募作品が WASA 世界建築学生賞 

DIPLOMA の審査対象となります。 作品データは各卒業設計展実行委員と WASA 世界建築学生賞

実行委員で共有を行い円滑な審査を行います。

■　コンペ概要

世界建築学生賞は日本とイギリスとアメリカで中心に開催される世界最大級の建築学生コンペティショ

ンです。 建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院） で取り組んだ卒業設計

作品を対象に実施する建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。 WASA 世界建築学生賞

DIPLOMA では、 日本の卒業設計展の皆様と WASA 世界建築学生賞が協力し共同で大会を盛り上

げます。 建築家による対面審査を行う既存の卒業設計展に対し、 WASA 世界建築学生賞は予選

審査に提出されたすべての作品に対して AI が審査が採点を行い、 設計者能力の提示とともに、 類

似作品や建築物、 書籍、 概念を算出しアドバイスをオンラインで行います。 そうすることで、 予選

を通過する一部の学生のみが参加する従来の大会ではなく、 予選審査に提出した全ての学生が参

加できる有意義な大会を目指します。

 ※複数の卒号設計展に応募した場合、 WASA 実行委員のほうで自動的に応募者を統合します。

 ※WASA 世界建築学生賞の AI 審査は設計者の能力を示すもので各卒業設計展の審査 ・ 運営には

関係ない者とします。

■　協力希望団体

　　　　全国合同卒業設計展 2023

　　　　赤レンガ卒業設計展 2023

 　　　　せんだいデザインリーグ 2023

　　　　DesignReview2023

■　エントリー方法 （実行委員連携）

・ 各卒業設計展の予選審査 （0 時審査） に提出して頂きました応募者全員が WASA 世界建築学生

賞 DIPLOMA の対象となります。 エントリーデータは各卒業設計展実行委員と WASA 世界建築学

生賞実行委員で共有を行い円滑な審査を行います。

 ※個人情報の取り扱いに関しましては厳正な管理を行います。

■作品データ提出方法 （実行委員連携）

・ 各卒業設計展の予選審査 （0 時審査） に提出して頂きました応募作品が WASA 世界建築学生賞 

DIPLOMA の審査対象となります。 作品データは各卒業設計展実行委員と WASA 世界建築学生賞

実行委員で共有を行い円滑な審査を行います。

■新潟卒業設計展（地域）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

既存審査フロー

1 次審査
（書類審査）

■北海道卒業設計展（地域）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

既存審査フロー

1 次審査
（書類審査）

■Diploma×KYOUTO（指定大学）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

1次審査
（書類審査）

■NAF 中部卒業設計展（地域）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

既存審査フロー

1 次審査
（書類審査）

■活動範囲：東京近郊・オンライン
■活動内容：建築設計ワークショップ・建築巡り
■学生人数：70 名　：代表連携済み

■広島平和祈念卒業設計展（指定大学）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

既存審査フロー

1 次審査
（書類審査）

■赤レンガ卒業設計展（全国）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

1次審査
（書類審査）

■全国合同卒業設計展（全国）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

1次審査
（書類審査）

■せんだいデザインリーグ（全国）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

1次審査
（書類審査）

■DesignReview（全国）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

1次審査
（書類審査）

■建築学縁祭（全国 -関東）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

1次審査
（書類審査）

■JIA関東甲州越支部修士設計展（指定大学）

作品提出
公開審査

（会場審査）
最終審査

（大会審査）

既存審査フロー

1 次審査
（書類審査）

■トウキョウ建築コレクション（全国）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

最終審査
（大会審査）

1次審査
（書類審査）

■建築新人戦（全国 -関西）

作品提出
出展料：3000 円
場所：東京都代官山

グランプリ　１点　賞状＋副賞
審査員賞　　５点　賞状＋副賞

公開審査
（会場審査）

100 選
最終審査

（大会審査）
1次審査

（書類審査）
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低コスト 低価格

顧客体験小売業者

アクセス流入

選択肢

日本語：AKICHIATLAS.com　エントリー済み
http://akichiatlas.com/jp/about/AddForm.php

日本語：登竜門　エントリー済み　
https://compe.japandesign.ne.jp/plan-free/

日本語：コンペナビエントリー済み　
http://compe.sterfield.jp/lp/entry/

日本語：建報社　エントリー済み
https://kenchiku.co.jp/support/release.html

日本語：ルフタ　エントリー済み
https://luchta.jp/contact/

英語：エントリー済み：フォームの提出
https://competitions.archi/cat/all-competitions/

英語：エントリー済み：フォームの提出
https://www.archdaily.com/submit/opportunit

英語：エントリー済み
https://bustler.net/competitions

英語：エントリー済み：フォームの提出
https://studentcompetitions.com/competitions/

英語：登録欄不明
https://architecturecompetitions.com/

英語：エントリー済み
https://www.youngarchitectscompetitions.com/login/
index/signup

中国語：エントリー欄なし
http://www.shejijingsai.com/category/dasai/jianzhu

中国語：エントリー欄なし
https://www.archrace.com/competitions

建築学生団体フラット

■活動範囲：東京・日本大学理工学部建築学科公認
■活動内容：建築設計ワークショップ・講習会
■学生人数：70 名　：代表連携済み

建築デザインサークル（日本大学）

■活動範囲：東京・日本大学理工学部建築学科公認
■活動内容：建築設計ワークショップ・講習会
■学生人数：70 名　：代表連携済み

建築を学ぶ者の村（オンライン）

■活動範囲：東京・神奈川・オンライン
■活動内容：建築設計ワークショップ・建築講演
■学生人数：20 名　：代表連携済み

JIA 関東甲州越支部ジョイント

■活動範囲：大阪
■活動内容：建築設計ワークショップ・建築講演
■学生人数：40 名　：代表連携済み

KENKEN 近畿大学建築研究会

■活動範囲：東京・神奈川
■活動内容：建築設計ワークショップ・建築講演
■学生人数：20 名　：代表連携済み

宇都宮大学建築デザイン学生団体 UUAD

■活動範囲：オンライン
■活動内容：建築設計コンペ・ワークショップ
■学生人数：20 名　：代表連携済み

宇宙建築学サークル TNL

■活動範囲：関東 -前橋
■活動内容：建築設計ワークショップ（コロナ休止）
■学生人数：30 名　：代表連携済み

関東建築合宿・実行委員

■活動範囲：関西 -大阪
■活動内容：建築設計ワークショップ（コロナ休止）
■学生人数：100 名　：代表連携済み

関西建築合宿・実行委員

■活動範囲：東京・神奈川
■活動内容：空き家改修・
■学生人数：40 名　：代表連携済み

リノベ団体 DABO

■活動範囲：東京
■活動内容：空き家改修
■学生人数：30 名　：代表連携済み

リノベ団体（芝浦工業大学）

■活動範囲：仙台
■活動内容：空き家改修
■学生人数：10 名　：代表連携済み

学生建築施工団体 RED

その他連携建築学生団体

関連建築物の提示

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

関連建築書籍・雑誌の提示

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

関連建築家の提示

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

関連資格の提示

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

関連企業の提示 関連研修室の提示

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■　コンペ概要 Conference concept design

世界建築学生賞は日本と中国、 アメリカ、 ヨーロッパを中心に開催

される世界最大級の建築学生コンペティションです。

建築に関する教育機関 （大学、 短期大学、 専門学校、 大学院）

で取り組んだ設計課題作品やコンペティション、 卒業設計作品など

を対象に、 建築学生の総合的な能力を図るコンテストです。

参加されたすべての学生に対して AI アナリティクスによるフィードバッ

クを行います。 統計学と類型学と建築設計概論のコンプレックスによ

り建築設計作品を数値化し総合的な評価で公平に審査する最先端

成長型コンペティションです。 （実行委員）

■提携・後援：修士作品ページと連携 ■提携・後援：修士作品ページと連携 ■企業■提携：書籍プレゼントと提携■提携・後援 ■提携・後援■協賛

かごしま建築学生の会


