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はじめに
統合プロセスとしての建築設計
建物の生産は複雑なプロセスである。それはどんなに小さくても、空間的、技術的、歴史的、文化的、社会的、政治的、経済的など、多数
の問題を考慮し、それらを最もふさわしい形で統合しなければならない。このプロセスがデザインと呼ばれるものである。つまりデザイ
ンとは、対処すべき様々なパラメーターを考慮しながら、アイディアとコンセプトを組織化し、具体化することに他ならない。
このような統合プロセスとしてのデザインという考えのもと、このスタジオでは、敷地・プログラム・クライアントといった与条件から形
を模索する従来のやり方とは異なったアプローチを提案する。それは、敷地やプログラムを考慮するより先に、デザインのツール、プロ
セス、そしてテクニックの研究を行い、それを応用することによって、パラメーターとして与えられる諸問題を統合=デザインするという
方法である。しかし、このような方法は、これまでの学期で学んだことを否定するものでは全くない。それはむしろ、建築を生み出す手続
き的・分析的な論理を理解することによって、これまで取り組んできた一連の設計演習を総合することを可能にするものである。

建築と情報
このスタジオプロジェクトの目的は、形と空間の個人的表現を追求するのではなく、情報のネットワークとマネージメントを通じて建築
をデザインすることである。このようなデザインプロセスにおいては、建築の訓練は、 建築学の学問的背景と知識を理解し、これまでつ
くられてきた建築を延長する連続的進化と位置づけられる。本スタジオでは、このような進化する建築を可能にする現代的ツールとし
てコンピューターを活用する。それは単なる表現手段ではなく、単純なパラメーターが重なり合うことによって現れる複雑な秩序を形
として生成させるためのツールであり、２１世紀のグローバル化された複雑な社会で築かれる建築に不可欠な手段である。ここでは、
コンピューターに代表されるこのような手続き的手法によって創造性を発揮する「コンピュテーショナル・シンキング」を身につけるこ
とも重要である。
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1. データ構造の設計、オブジェクト指向的な考え方

2. 目的関数を考える、定量的に評価できる方法を抱き合わせる

3. 直接建築の要素にアプローチする

→　具体的なコーディング方法の習得
→　テスト&評価 を共存させたシステムの構築
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[課題] 別解 Alternative Solution [assignment] 

比較的周知されている建築プロジェクトを一つ取り上げ、各自のシステムで別
解を作る
    -取り上げるプロジェクトは各自一つでも、数人で同じプロジェクトでも良い。
　-別解の対象は建築の全体でも部分でも良いとする。
    -プロジェクトの要素を分解し、定量化（数値化）を検討し試みる
    -別解の見立て筋道を計画
    -システムを実装
    -別解の提示

留意点
    取り上げるプロジェクトは、大規模すぎない、機能が複雑すぎない事。
    別解では既存プロジェクトで達成されているすべての要件を解決しなくてもよい。

Pick up 1 architectural project which is widely known between architects, 
try to find alternative solution of it by your own system (rules).
    -Picking 1 architectural project for you, or you can share same project with others. 
　-Target ( of alternative solution ) can be entire that project or even just a part of  that. 
    -Analise the chosen project, splitting components, categorizing element, numeric conversion in your own way.
    -Build load map to find the alternative solution.
    -Implement your system
    -Presentation your alternative solution

points
    Do not pick up a project which is too huge, too complicate functioned.
    It is not necessary to solve all problems which are solved in the realized project.
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[課題] 別解 Alternative Solution [assignment]

Bibliotheques Jussieu / Rem Koolhaas
House III / Peter Eisenman 
Towada Artcenter / Ryue Nishizawa 
Maribor Art Gallery / Stan Allen
Rolex Learning Center / SANAA
Levene House / NO.MAD 
Le Couvent Saint Marie de la Tourette
  / Le Corbusier, Iannis Xenakis 
21_21 design sight / Tadao Ando

MAS(Multi Agent System)
　House III / Peter Eisenman 

Graph theory
　Towada Artcenter / Ryue Nishizawa 
　Le Couvent Saint Marie de la Tourette 
　 / Le Corbusier, Iannis Xenakis 
MAS + Graph theory
　Levene House / NO.MAD 
　Rolex Learning Center / SANAA
　21_21 design sight / Tadao Ando
　Maribor Art Gallery / Stan Allen
　Bibliotheques Jussieu / Rem Koolhaas

MAS / CA(Cell Automaton)
　Istanbool Market
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Alternative Solution
House III from Peter Eisenman

Student: Pennisi Fiammetta

House III - Peter Eisenman

The reason why I picked up the project House III, one of the Houses of Cards from Peter Eisenman, lies behind its concep-
tual idea. The house consists of a composition of simple geometrical elements that are putted together based on a system. 
This system, like a language, permits an infinitive number of variations. Not the house as an end product, but its process 
is being emphasized. Unlike in the other houses, the elements of House III are rotated differently to each other. This leads 
to many kinds of intersections.
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Alternative Solution
House III from Peter Eisenman

Student: Pennisi Fiammetta

Conceptual Diagrams

The structure of the house arises from a systematic process where the single elements – volume, grid or wall – are shifted, 
rotated or even split accordingly to each other. It is basically made of a cubic volume with a 3x3x2 grid structure. While 
the volume releases itself from the grid by rotating 45 degrees, the grid splits diagonally into two parts. Finally, the volume 
breaks into two parts as well, in which one part rotates back into the original orientation. 



Tokyo University
Adaptive Morphology
Spring-Summer 2014

Alternative Solution
House III from Peter Eisenman

Student: Pennisi Fiammetta

Focus and Alternative Solution

My focus lies behind the intersections that are being generated between the different elements. Therefore, my goal is to 
implement Peter Eisenman’s process into the parametric design and to see what kind of intersections I can generate by 
moving the different elements continuously and at the same time. By intensifying Eisenman’s process I want to develop 
other volumetric and structural variations. In a further step I want to choose one generated combination of intersections 
and designing a new house out of it. 

AxonometryUpper Floor

Conceptual Diagram Sketch



Tokyo University
Adaptive Morphology
Spring-Summer 2014

Alternative Solution
House III from Peter Eisenman

Student: Pennisi Fiammetta

Data Structure

As a starting point, I set up three agents. Each of them represents the same cubic volume that emerged from the grid struc-
ture as in Eisenman’s House III. The agents move or rotate and create intersections among themselves. While proceeding, 
the volumes continuously create different intersections whose volumes can be evaluated. In a next step I want to differ the 
agents by using other elements as well.   

Data Structure with volume intersection values
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Alternative Solution of Towada Artcenter
Mariko Mori

十和田美術館の別解を考える。

I will make an alternative solution of Towada Art Center.
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Alternative Solution of Towada Artcenter
Mariko Mori

展示室をつなぐ通路をとりあげる。現状では、動線がコントロールされている。拘束されているような窮屈な感じがする。展示室どうし
の往来の自由度が増すように、通路を変化させる。

I will change the number and the arrangement of corridors between exhibisions. 　
The simple conection between each exhibisions in Towada Artcenter makes us feel controled. It should more comlexed, which 
makes our experiences  and architecture various.
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Alternative Solution of Towada Artcenter
Mariko Mori

十和田美術館の単純な動線を、ありの巣のように複雑かつ立体的にする。
The simple conection between each exhibisions in Towada Artcenter should be complexed one like ant’s nests.
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Alternative Solution of Towada Artcenter
Mariko Mori

既存の展示室出入り口と、二階・三階に相当する高さに新設する出入り口を、agentとしてとりあげる。
展示室の繋ぎ方について、いくつかのグラフ理論を用いてモデル化する。

Agents are entrances of all exhibisions ,which involve both exsistig and new .
The way of connecting exhibisions are modeled on some kinds of mathmatical graph system.
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Alternative Solution of Towada Artcenter
Mariko Mori

展示室の繋ぎ方について、いくつかのグラフ理論を用いてモデル化する。
評価方法としては、展示室間の往来のパタンの多さを比較したり、近接中心性を用いて、よく通る場所がそれに適した配置になってい
るかを評価することを予定している。　

The way of connecting exhibisions are modeled on some kinds of mathmatical graph system.
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Alternative Solution of Towada Artcenter
Mariko Mori

完成イメージ。動線の自由度が増すとともに、外部空間での展示のあり方も変化する。　

The alternative solution makes our experiences  and architecture various.



Levene House by NO.MAD Architects
revisited by  - Diego Iglesias Gómez -

[MAS] Adaptive Morphology - Sota Ichikawa studio - 東京大学
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10 years 20 years 30 years

4 meters 6 meters 8 meters
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Jenny Kan
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

私は安藤忠雄さん設計のデザインサイトの，『一枚の布』というコンセプトに惹かれた。　
これは私自身の関心である、『直交グリッドではない方法でいかに空間を分割し、魅力的な場を
つくるか』という考え方と共鳴し、このプロジェクトの別解に挑戦しようと決めた理由でもある。
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

別解を考える上で、私は、この印象的な屋根に注目した。正確に述べるのなら、屋根を支える
重要なポイントに注目したといえる。現状では、屋根は上の図の少ないポイントを起点にし、
変化し、支えられている。
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

実施されたプロジェクトと異なり、屋根の変化する支持点を増やしてみたら、また、その支持点
を上下させてみたら、面白いのではないかという仮説をたてる。
ポイントの場所は既存の柱と壁の位置を基本としてとる。
テクニカルには、取り出したポイントをclassのAgentで定義する。このAgentは動かしたり、
高さを変えることが可能。これはプログラム、展示空間の容積、壁面の面積などの規定に
したがって制御されながら変化する。
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

Agent化されたポイントをつないでいく上でドロネ̶図の理論を利用し、空間をdivideする
ひとつながりの一枚の布のような面を生成する。
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

ここで、今回は比較的少ないポイントでのモデル化を試みる。　ポイントをagent化し、
ドロネー図の理論でひと繋がりの面の生成をシュミレートしている。
上の図は屋根伏図。
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

断面図。　ひとつづきの面が地階にも伸びているのがわかる。
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

俯瞰パ̶ス。　地面を透明にしたもの。　ひとつづきの面が広がっていく様がわかる。
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

内観パ̶ス。　直交グリッドでは生まれない変化に富んだ空間が生成されている。新しい
作品の展示の可能性がうまれるのではないか。
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Alternative solution of 21_21design sight
-A piece of cloth-

Yosiyuki Hattori

最後に、俯瞰パース。　静的で重たい印象だった外観も、かろやかに動的なものに変化する。
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ジュシュー大学における二つの図書館の建設は、1968年5月の出来事（五月革命）以降中ジュシュー大学における二つの図書館の建設は、1968年5月の出来事（五月革命）以降中
断されていたキャンパスの建設によって溜まりに溜まった社会的不足を解消すべきであ
る。本提案はキャンパスに新たな核を挿入することで、Édouard Albertのオリジナルの計る。本提案はキャンパスに新たな核を挿入することで、Édouard Albertのオリジナルの計
画が意義を復活させることができる。美しいことは確かだが、Albertの中庭 - 基壇の屋根 画が意義を復活させることができる。美しいことは確かだが、Albertの中庭 - 基壇の屋根 
- は風が強く、寒く、空白である。しかし、その不合理性はの原因は建物よりも、ジュシュー- は風が強く、寒く、空白である。しかし、その不合理性はの原因は建物よりも、ジュシュー
という敷地が三面性を持つネットワークであるという点にある。その終わることのないネ
ットワークは全ての動線を吸収し、人々を心理的に疲弊させ、そこに住もうとは思わせな
い。中庭は社会的な様相 - キャンパスの本質 - を意図されているが、台座と建物に挟まれ
たヴォイドの一切れとして体感される。その意図を強固に復活させるため、私達はそのサ
ーフェスを滑らかで社会的な魔法の絨毯として考えた。私達はサーフェスを折りたたみ密
度を増し、積み重なる層を形成した。そして最小限の囲いを付加しその層の群を建物 - ジ度を増し、積み重なる層を形成した。そして最小限の囲いを付加しその層の群を建物 - ジ
ュシューのネットワークの究極の象徴 - とした。既存の中庭の本質的な問題は分散してい
るが、この再構成によって、同じ物質を操作しつつも、それらを集中させることができる。るが、この再構成によって、同じ物質を操作しつつも、それらを集中させることができる。
より密度を高めるために、二つの図書館は重ねられる。科学は地面にはめ込まれ、人は上
へと昇る。その間にある中庭 - 南は地下鉄に、北はセーヌ川に接続する - は建物の中にへと昇る。その間にある中庭 - 南は地下鉄に、北はセーヌ川に接続する - は建物の中に
入り込み、建物への入口となる。そして、これらのサーフェス - 縦に繋がる強調されたラン入り込み、建物への入口となる。そして、これらのサーフェス - 縦に繋がる強調されたラン
ドスケープ - は“都市化”されている。図書館の特殊な要素は新たな公共領域に再移植さ
れる。街の中の建物のように。れる。街の中の建物のように。単純にスラブを積む代わりに、それぞれのレベルの断面は
上下の階に触れるように操作される。全てのスラブは単純な曲線、全ての機能的要素と
関わる歪んだ建物内の街路によって繋がれる。来訪者はボードレールのいう遊歩者とな
り、本と情報の世界 - 都市のシナリオ - によって誘惑され、それらをみる。その大きさと多
様さにもかかわらず、人々が居座るスラブは、街路とほぼ同じ効果を持つ。この内部街路様さにもかかわらず、人々が居座るスラブは、街路とほぼ同じ効果を持つ。この内部街路
はプログラムを超えた、“都市の”要素のシステムを内部空間に作り出す。例えばプラザ、公はプログラムを超えた、“都市の”要素のシステムを内部空間に作り出す。例えばプラザ、公
園、象徴的な階段、カフェ、店舗。動線による空間体験を豊かなものとし、より効果的で実
用的な通路を生み出すために、エレベーターとエスカレーターを用いて近道を作ること用的な通路を生み出すために、エレベーターとエスカレーターを用いて近道を作ること
で、機械的な歩道の選択肢を付加し、必要なプログラム同士の接続を生む。モニュメンタで、機械的な歩道の選択肢を付加し、必要なプログラム同士の接続を生む。モニュメンタ
ルなスケールの建築 - 平均天井高7m - に対して、人の占有領域2.5mはとるに足らない。“ルなスケールの建築 - 平均天井高7m - に対して、人の占有領域2.5mはとるに足らない。“
生命”が前景に展開するのに対する、穏やかな背景をこの建築は作り出す。この都市的な生命”が前景に展開するのに対する、穏やかな背景をこの建築は作り出す。この都市的な
コンセプトによる図書館の特殊な構成は、一人一人の表現と相違を無限に引き出すポテ
ンシャルを有する。また、構造の寿命と“定住”領域の寿命は必ずしも同じではない。街路
と公共領域は街における機能としては類似おり、同様に図書館の内容物と個々の建築の
内容物も類似している。この構造では、建築の特徴は保ったまま、プログラムは継続的に
変更可能である。変更可能である。

2 Bibliotheques Jussieuに関する説明文
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切れ込み
折りたたみ
内部に進入する立体街路
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対象

機能によるスラブの形成。それによるフロア感の断絶の解消。

分析

機能の仕切りとしての切込み
…書庫、開架、レクチャー室、垂直動線etc

勾配と機能
…0~4%：滞留場所、9~10%：通路

平均7mの高い天井高
…街路を意図したスケール

道筋
一つの定形の紙を操作するのではなく、微小な単位平面を並べる
ことによってスラブを形成する。各単位平面は上下前後左右のスラ
ブとの関係によってその角度が決定される。切込み、折り畳む手法
よりもさらにフロアから解放された設計を目指す。
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site : 
year: 
architects:

Grand Bazaar is formed by almost 4000 shops which have various scales, facade, contents and positions. During 
the history of 560 years, many facetor changed and still changing nowadays, and different shops starting forming 
a kind of balance, which is similar to the system of cellular automaton.  The unit can only be defined when it is in a 
proper density of environment. So in this project I would like to make an  experiment to see whether cellular automaton
system can simulate architecture planing in some degree, and if it can, how much can we rely on this system.

Grand_Bazaar, Istanbul
1455
unknown

reasons: 
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data : 

target: 

it is very difficult to gain the current position of shops and the floor plan of the the indoor bazaar( Iç Bedesten),and  
these data is very significant for this project. In contrast, the data of outdoor part is relatively easy to obtain and measure.
In addition the pattern of outdoor part is more various, which is helpful for the experiment of this project.

site_plan_trace
number_of_shops : about 4000
number_of_streets: 66
outdoor_bazaar

reasons: 
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target

neighbour

neighbour

neighbour

neighbour

neighbour

neighbour

neighbour

neighbour

n1

n2
n3

n4

n8

n7

n6

n5

id area distance

n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8

POWER value

P = Σa
d
i

i

neighbour

factors :  uncertain factors :
road
cross
height
.
.
.

area

distance

it is very difficult to gain the current position of shops and the floor plan of the the indoor bazaar( Iç Bedesten),and  
these data is very significant for this project. In contrast, the data of outdoor part is relatively easy to obtain and measure.
In addition the pattern of outdoor part is more various, which is helpful for the experiment of this project.
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P Evs
power value

best environment constant

if (p = e){
    nothing changed ;

    elseif (p < e){
        increase height ;
        * change position ;
        * sub-divide ;
    }
    else {
        decrese height ;
        * shrink building area ;
        * change position ;
    }
}

static evaluation method

interactive evaluation method

* change the area of each building by squeezing neighbour agent




