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2016 年度大会（九州） 

建築デザイン発表会［テーマ部門］講評 

※本講評は招待講評者によるものである。 

 

【アタリマエの建築－場所の云うことにきく（14020～14037）】 

講評：淺石 優（元東京都市大学教授） 

場所には固有の力があり、場所の云うことに耳を傾け、自身の身体感覚を拠り所に周りの

環境との関係を意識した建築。居心地の良い街のような建築、埋もれた身体感覚を発掘し

てくれるような建築。これらが今回のお題である。全体の 70％くらいの作品がテーマとは

無関係なものであった。21 世紀になって十数年を経った今日でも「アタリマエの建築」は

スタンダードナンバーになっていないのである。近代化のプロセスで、すっかり忘れ去ら

れた建物の基本的な概念である。 

 

＜個別講評＞ 

・14021 森具の家：よく考えられた切妻屋根の下に二層にわたって自由な平面がつくられ

ている。旗竿敷地とはいえ、北東コーナー以外は緑で囲まれているので、周囲のボイド

と住宅の開口部との関係をプランニングに生かせるとこの場所ならではの建築になった

と思う。 

・14022 野方のコートハウス：敷地境界線に沿って外壁を構成し、坪庭を配し、光や風を

室内に導入し快適な室内環境を確保した、旗竿敷地の住宅のひとつの解答である。京の

町家の「日陰の庭と日向の庭」による夏場の通風システムのようなことが組み込まれて

くると更によかった。 

・14023 オステリア ベッカフィーゴ：設計者は里海・里山をよく勉強していてえらく詳

しい、頭だけで設計したような建築とみた。勝山在住ということなので、一般論ではな

く、実際の勝山の里海とは、その関係性はどうなのだろうか。住み手の仕事も含めた豊

かな日常生活がいかに営まれるのかといった視点も欲しかった。 

・14024  FHN /小田部保育園：入れ子構造は大変良いと思うが、リング状の空間は均質で

子供にとって大空間なので、コア部分を小さい空間が集積した子供の世界にし、リング

状の空間にトイレやキッチンを浮遊させ変化を持たせると素敵な子供の居場所になった

かもしれない。 

・14025 複合化による小規模校の再編：問題提起も複合化も悪くないが、敷地内の学校以

外の建物や周辺地域との関係も考慮する必要があった。何よりもリノベーションした結

果、これまでに空間で、いろいろ楽しいコトが起こる、新しい子供と大人の居場所がで

きるというところが大事。 

・14026 光のエンベロープ：ビルとひとの相対的は立ち位置の関係によって人に与える光

の印象を変え、時刻や天候や季節の変化を反映する、3 つの断面の異なった外装材をラン

ダムに配置したよくできたファサードである。ファサードは抽象的な光の面と化すが、
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窓（具象）のあり方がその表現を弱めているのが惜しいところだ。 

・14027 ぬ利彦ビル：「変わらない価値の建築」をコンセプトとし、ミニマルさと、継承

された企業のアイデンティティを採り入れた 300 年の伝統を持つ老舗のテナントビル。

篭目模様の水平ルーバーで分割したカーテンウォール。和のデザインかどうかは別とし

て、一層を三分割することで新感覚のスケール感を建物に与えている。 

・14028 G.itoya：中央通りと背面の通りをつなぐ、裏も表もない誰もが入りたくなるよう

なガレリアということであるが、ナカナカ難しいようだ。一階のガレリア部分は二層吹

き抜けで、通りに開放された半外部の空間になっているくらいのことはやってほしかっ

た。 

・14029 巣鴨学園：ほぼ同じ配置の難しい建替え。旧本館のファサードのイメージの継承。

フェンスなどの古いエレメントの再利用、伐採した桜の内装材としての利用など、伝統

を継承しつつ、新しいキャンパスをつくることに大方成功している。 

・14030 聖／俗を渡る新しい風：デザイン的にはよくできているのだが、商業施設、ホテ

ル、遊戯施設が立体的にそれぞれ独立して配置されているため、複合の効果が出ていな

い。アクの強い浅草という場所をどう捉えたのかがはっきりせず、建築的ふるまい方も

曖昧になってしまったようである。 

・14031 水小諸駅合築化計画：リノベーションの場合、現況図がないとどうよくなったの

かが分からない。問題提起も複合化もよいが駅舎や周辺環境との関係性が見えてこない。

並置されている機能をもっと緩く繋ぐと複合化の意味が出てくる。二階のホールは一階

に移し自由につかえる場所にすると人も集まりやすく、まちのライフスタイルを生み出

すきっかけにもなる。（富山市／グランドプラザ参照） 

・14033 ROX／3G：フットサルコートが街とつながり（主に聴覚的なもの）、それに集合

住宅が面している断面はうまくいっていると思うが、浅草という場所をどのように捉え、

どのように建築化したのかなどは考えていないようだ。 

・14034 水天宮：長男・次男のお宮参りをした水天宮であるが、その当時は街に開放され

た入りやすい、地域とつながったお宮だった。それに反して本案は高層棟をくぐって入

る、閉鎖的なお宮になってしまった。社殿の復元同様、動線の保存も重要なことである。 

・14035 ニフレル：「外装を考え、エントランスホール、トイレ、水平垂直動線をつくり、

あとは展示屋さんご自由に」ということでつくってしまったように見えてしまう。全体

がもっとポーラスになり、動植物、水生生物、そしてひとが自然環境に近づいた健康的

な建築にしてほしかった。 

・14037 経路選択による多様な空間定位の有する建築：日本一わかりにくい渋谷駅。安藤

建築のことだから、ただの動線ではなく様々な空間が組み込まれているので、空間エレ

メント・デザインサーベイにはふさわしいのかもしれないが、シークエンスに着目した

設計手法ということになるとわからなくなる。 

 

＜顕彰者＞ 

・14020 ラオス中学校建設計画 ラオスの土と木をつかう快適校舎計画 第 2 段階：加藤
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隆久（明星大） 

「電気はなくても快適な建築」。自然通風、自然採光による快適は教室。現地の材料を使

用。村人が建設に参加、メンテナンスができるようにする。森林保護を考えたブロック

の開発。これらを素直に建築化した素晴らしい学校である。「アタリマエの建築」そのも

のだがとても新鮮だ。多くの建築家への警鐘。 

・14032 サイト・リノベーション（その 12）：杉浦久子（昭和女子大）・黒木志保・福森沙

紀 

現地の人にとっては当たり前な風景も、外来者にとっては新鮮である。このような場所

性を映しこむ空間を寒冷紗によって生成し、新しいかたちの人の居場所をつくりだした。

（インスタレーションのような芸術的空間がひとの居場所になっているかどうか写真で

はわからないが） 

・14036 地域になじみ自然を感じる療養環境を目指して－久野病院－：桑原悠樹（竹中工

務店）・野田隆史・前田達彦 

ナースステーションを含めたコアを中心に、中廊下を介して病室が取り囲むプラン。コ

アには三つの質の違う中庭があり、東西面にある四人部屋は患者一人ひとりがマイ景色

を楽しめる、お見舞いの人も入院した人も元気になるような病院である。 

 

 

【「Co」を実践する建築（14038～14057）】 

講評：木下庸子（工学院大学教授） 

デジタル時代の昨今、人と人とがフェース・ツー・フェースで交わる建築について考えて

みたいと思ったことが、本テーマのきっかけである。デザイン発表後の感想は、「Co」が意

味する「インターラクティブな人のつながり」を実践する建築は思いのほか広い領域をカ

バーすることがわかり、私自身にとっても発表を通して気づかされたことが多々あった。

ひと言で言うと、「Co」を実践するには「人」と、建築(ハード)あるいは企画(ソフト)との

相乗効果によるものではないだろうか。 

私自身が実務を基本とする建築家であるために、発表内容はリサーチの領域だけではなく、

それをどのように展開し実現したか、あるいは実現に至ってないまでも、どのように実現

し得るかが評価のポイントとなった。そういう観点からすると学生たちの、プロジェクト

ベースの提案については、若干ハンディがあったことは否めない。提案、実現、また実現

されたものの検証がなされてこそ、次なる展開があると考えるからである。総括の際に会

場からいただいたコメントの、「カタチへの責任、カタチにならないものへの責任」という

言葉が、私の考えを的確に表現してくれた。 

  

（1）共に住む 

・14038／14039 ソトマで育てる、ソトマでつながる その 1、その 2：建売分譲住宅 3 棟

の事業コンペ時に、「ソトマ（外の居間の意）」と呼ばれる、異なる所有者が庭の一部を

供出し共同利用する外部空間を提案している。分譲後はその空間利用を定点観測するこ
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とで「ソトマ」という共有空間の妥当性を検証しようという、根気強さが求められるプ

ロジェクトである。建売分譲住宅における共有空間はとかく、管理に対する居住者の基

準の違いや、転売時の問題点など、クリアすべき点が多々考えられるなかで、「ソトマ」

を実現できたばかりか、その妥当性を検証するに至った努力がすばらしい。これからの

分譲住宅の共有空間の在り方の前例となることに期待する。 

・14040 集まって住む新しいかたち：アクティブシニア、大学生、シングルペアレントを

住人として多世帯交流を想定したシェアハウスである。選ばれた住人構成により、互い

の時間や作業のギブ・アンド・テイクがうまく成立し得る図式が描けることが、成功の

鍵となるだろう。是非、実現してほしい。 

・14041 家族ノカタチ：実在する 4 家族へのヒアリングがベースとなっている点にリアリ

ティを感じる。各家族の 10 年後の姿を、両親と子どもたちの総勢 14 家族の具体の集住

形式に反映させているのが面白い。生活行為に根差したデッキや広場が、複数家族をつ

なぐ鍵となるだろう。 

・14042 「太秦かろん」プロジェクト・その 1：初動期：10 年間空き家となっていた元美

大の女子寮をシェアハウスに再生するプロジェクトである。「一坪フィット」と呼ばれる

モジュラー空間をセルフビルドでカスタマイズしながら自分の領域を確保するというコ

ンセプトは面白いが、具体的な生活の場が若干見えにくい。 

・14044 個を緩やかに繋ぐ 4 つの直方体：企業の独身寮において、社員がプライバシーを

保ちながらも生活の中で緩やかに繋がる適度な距離感を、異なった機能の四つの直方体

によるプライベート／パブリックのグラデーションで達成した建築（ハード）である。

人が交わるきっかけづくりが今後の運用（ソフト）の課題となるだろう。 

 

（2）共に学び、共に生きる 

・14045 共育：子どもと地域が共に育ち合う「共育」の場としての保育園である。昔から

人々が慣れ親しんだ、集落から神社に向かう小径上の立地は絶妙な選択といえる。集落

に巡らされた、「おさんぽ／ぱとろーるコースのぬけみち」が保育園まで延長されること

で、地域が園児を見守る目を持つという提案に発展性が感じられる。 

・14046 C.W.ニコルの「森が学校」計画：宮城県東松島市の公立小学校に隣接する森に、

実際に学生たちの手により施工された「サウンドシェルター」である。モデルとなった

原型があったとはいえ、平面、断面において音が反響するよう試行錯誤された集音装置

は、通常聞き流してしまう音までも気づかせてくれることだろう。 

・14047 暮らしの理想を叶えるキッチン： 「インボルブド・デザイニング」と呼ばれる、

関係者が問題提示と提案を行う仕組みによるキッチン改修プロジェクトで、築 38 年の戸

建て住宅の福祉転用計画である。市民自らがリノベーションの担い手となり、それを建

築家が取りまとめる仕組みに、建築家の新しい職能を感じる。 

・14049 演劇を愛する学生のための芝居小屋：早稲田に建つ学生のための芝居小屋で、商

店街という日常の街なかで演じられる非日常としての演劇が、街との交流の接点となる。

舞台演出に用いられる 48.6φの単管を、サイン照明や手摺を含む建築の仕上げ材として
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フルに使用し、重要なデザイン要素としたことが新鮮に感じられる。 

・14050 プロテスタント教会における礼拝堂空間印新への課程：二つのプロテスタント教

会の事例で、祭壇が正面にある伝統的なバジリカ形式と、祭壇を囲む現代の形式といっ

た、対照的な礼拝堂空間である。設計に向けて、1 年以上もの対話を費やすワークショッ

プが実は、互いの信頼のためにあるという設計者のコメントが印象に残った。 

 

（2）共に労う 

・14051 アーティスト・イン・レジデンス事業を用いた既存施設の活用：空き家となる長

野県の築 79 年の木造庁舎を Artist-in-Residence（AIR）に改修する提案である。その村の

特産物や自然を使って活動するアーティストに限定し、地域住民との活動から村の魅力

を再発見しようという、空き家問題を解決し、地方創生をも果たせそうな企画である。 

・14052 暮らしの諸相：沖縄、伊是名集落の新たな定住者たちの暮らしの場を、伝統的な

暮らし方や民家構成の綿密な調査に基づいて提案している。伝統や暮らし方の本質を維

持しつつも、現代の様式にも対応できるものとすることで、伝統文化の維持と建築遺産

の延命に貢献できるであろう。 

・14053 ワカミヤハイツ：東京、足立区において都市農のあり方の提案で、木造賃貸アパ

ートから菜園付きのコミュニティアパートメントへと改修している。コンクリートに覆

われたタタキを土に戻し、賃貸住戸の 1 戸を、農作業には不可欠な休憩、収納スペース

を持つコモンルームとすることで、築 40 年の木造建築を見事に再生させている。 

・14054 吉川家住宅にみるデザインパターンを用いた「ふるまいの複層性」のある建築の

提案：生活の場と仕事の場を併せ持つ自身の実家を題材とし、「場の状態」を 19 個のデ

ザインパターンである「ふるまいの複層性」として抽出している。それらを用いて、「ふ

るまいの複層性」を持つ建築を新規に提案しようという試みである。19 のパターンに自

由度が組み込まれることで、設計ツールとしての有効性が増すのではないだろうか。 

・14055 「人と自然と響きあう」研究所：「知の交流」のしかけとなるべく、これまで分

散していた基盤研究と技術開発の機能を集約して一新された、世界最先端の研究のため

のリサーチセンターである。クローズドゾーンとオープンエリアを明快に区分しつつも、

断面的にずれながら繋がるオープンエリアが多様な人とのコミュニケーションを果たす

重要な機能を果している。 

・14056 あわしま堂栃木佐野工場：効率重視で標準化された箱型建築に一石を投じる提案

である。食育、直売、交流をテーマに、お菓子工場を生産の場だけでなく、学習施設を

も含む新しいビルディングタイプへと発展させ、郊外のコミュニティのあり方の可能性

を追求している。 

 

＜顕彰者＞ 

・14043 龍宮城アパートメント コミュニティの場に時間の奥行きを与える：宮部浩幸（近

畿大） 

築約 60 年の木造アパートに共用ダイニングと水周りを増設し、耐震補強と温熱環境の性
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能向上とともに空間再生と事業再生という二つの課題をバランスよく満たした改修計画

である。先代オーナーが妻・乙姫のために建てたことから名付けた「龍宮城アパートメ

ント」もなんともレトロでロマンチックな臭いがする。シェアハウスを成功させるため

の有効なしくみ（募集時の条件、清掃他）など、このような企画の今後の普及に期待が

かかる。 

・14048 TSURUMI こどもホスピス：出口亮（大成建設）・片瀬順一 

病気は文字どおり「気の病」とも言われ、医学的な治療とともに精神的なケアが必須で

ある。特にこどもとなれば、それは尚のこと顕著であろう。TSURUMI こどもホスピスは

15 歳以下の難病を患う子どもに遊びと学びを提供し、成長を支援する環境形成に取り組

んだ施設である。公園に隣接した恵まれた立地とはいえ、自宅と医療施設の中間的な役

割を果たすべく設計された本施設は、建築設計が担い得る力の強さと大切さを感じずに

はいられない。 

・14057 JR 中央線高架下におけるコンテナを活用した商業施設の計画 コミュニティス

テーション東小金井／モビリティステーション東小金井：古澤大輔（日本大）・黒川泰孝・

籾山真人 

 JR 中央線高架下に魅力的な建築的ポテンシャルを見出した提案である。飲食店、雑貨店

を中心としたコミュニティステーションと、レンタルサイクルポートとカフェが併設さ

れたモビリティステーションにより構成される。海洋コンテナ 40 個と鉄骨純ラーメンの

フレームファサードで成り立たせており、フレームファサードを塀や門扉同様の工作物

として位置づけることで、建築確認をコンテナのみで成立させるなど、実現のための法

規、構造、施工上の試行錯誤を痛感する。 

 

 

【「生活」概念の再考をうながす建築（14078～14095）】 

講評：土居義岳（九州大学教授） 

・「住のこわれ」グループでは、20 世紀が想定した最小限度の人間的生活がかならずしも確

保されえない 21 世紀的状況について、応募者たちは果敢に問題提起をした。 

・「神と自然」グループでは、日常生活はとうぜん神聖なもの、人間を超越するものとも関

連があるという視点で、応募者たちはその諸相を具現化しようとした。 

・「訳あり地区の再生」グループでは、応募者たちは、さまざまな課題を抱えた地域での生

活について、新しい視点をもたらそうとした。 

 

（1）住のこわれから 

・14078 ヨーロッパ難民の問題に正面から取り組んだのはよいが、それを EU の経済、高

齢化問題の解決に転化しようとするのは、やや安直である。 

・14079 訪日外国人を対象とした複合医療リゾートの提案：これからの建築プログラムと

して適切な提案であり、建築としての完成度は高いが、医師たちすでに描くメディカル・

タウン構想にくらべ、クライアント像などまだインパクトが弱い。 
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・14080 地域包括ケアシステムを総合化した複合福祉拠点の提案 北海道函館市緑の島を

活用した施設の設計：地域と医療の融合ということと、都市から離れた人工島という立

地は、整合していない。 

・14083 ここでしか住めない住民のためのコミュニティ形成：困難者への優しさはあるが、

コミュニティ概念への批判はもう少しほしい。 

・14084  UDC プロセスを用いた被災地の交流施設の設計：方法論を事後的に適用するこ

との提案として興味深かったが、被災の本質にはせまっていない印象である。 

 

（2）神と自然 

・14085 「とどまる」～コミュニティの継続～：神社コミュニティにとどまることと、神

聖なる空間の造形とが、やや無媒介に結合されている。 

・14086 つむぐグスク：沖縄のコスモロジックな世界観がテーマだが、かつて岡本太郎が

深めたような、掘り下げもほしい。 

・14087 梅郷礼拝堂：廃寺の再興計画として興味深く、構造形式に美学を織り込んでいる

実作品だが、制約もあったであろう実作ゆえに、神聖さの印象はやや弱い。 

・14088 彌彦神社神苑整備事業：神社がスポーツ施設を提供することで、社会的に重要な

働きをし、そのことで神社はたんなる宗教法人を超えた役割をもつという文脈における、

成熟した建築家による実作品の提案であり、弓道場内部の素材感と神社建築の外観との

コントラストは印象深い（違う評者なら、受賞の対象としたであろう）。 

・14089 ミカン里：四国のミカン園が地方移住の場となるという自由な発想には好感をも

つが、だからこそ、クライアント、しくみ、などの実現可能性を高めてほしい。 

・14091 都市の森：ドームを支える立体的木構造を森にみたてるわけだが、そのメタファ

ーが実体的にとどまり、アルゴリズムにまで深まっていないのは惜しい。 

 

（3）訳あり地区の再生 

・14093 新世界との邂逅：まだ反社会的コミュニティもいる旧繁華街の再生だが、景観、

身体、入浴という諸概念がやや散漫に結びつけられており、論としてはもっと説得力が

ほしい。 

・14094 木森、長者町へ還る：間伐材をテンポラリー建築として都心に回帰させる運動と

してのプロジェクトだが、林業振興はいいとしても、もう少し夢や祝祭性を描くべきで

はないかと思う。 

・14095 建築と文字の関係の可能性：新しい住まいをあらわす新しい漢字の提案だが、物

と言葉を一致させようということの意義、あるいは不一致にあるかもしれない意義も考

えてほしい。 

 

＜顕彰者＞ 

・14081 これからの地方都市における医療健康タウンモデル 島根県 U 市をモデルにして

【1】：竹内朝子（早稲田大）・笹原千晶・根本友樹・恒川真一・出口亮・岡崎啓祐・古谷 
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誠章 

地方都市をコンパクトシティ的方針で再編成するなかで、医療と地域の空間や社会が、

さまざまな具体的な諸相で連携することが、きめこまかくスタディしており、問題提起

においても解放においてもレベルが高い。 

・14082 これからの地方都市における医療健康タウンモデル 島根県 U 市をモデルにして

【2】：笹原千晶（早稲田大）・竹内朝子・根本友樹・三橋啓史・小杉知弘・古谷誠章 

地方都市をコンパクトシティ的方針で再編成するなかで、医療と地域の空間や社会が、

さまざまな具体的な諸相で連携することが、きめこまかくスタディしており、問題提起

においても解放においてもレベルが高い。 

・14090 農村景観資源の維持活用の為のエコロジカルインフラストラクチャ 阿蘇におけ

る 気候変動を考慮した水系システムデザイン：市川雅也（竹中工務店）・武田史朗 

阿蘇カルデラにおいてエコロジカル・インフラストラクチュアを整備しようという計画

である。日本の国土では、インフラの更新はすでに主張されているが、人為的土木工作

物と自然やエコロジーを一体化させてインフラと呼ぶ発想には意義が認められるし、そ

れをプラットフォームとして、そのうえに建築、ツーリズムなどの諸プロジェクトを成

立させるしくみの提案は、21 世紀らしいものと認められる。 

・14092 崇仁の再生 居住空間を含む大学キャンパスによる地区再生計画：川島快（京都

大）・高田光雄 

すでに居住している被差別民を追い出すことなく大学キャンパスを再生し、そのなかで

彼らと学生とを共住させる社会実験ともいえるプロジェクトだが、かなり具体的文脈で

スタディしており、問題意識の高いプロジェクトである。 

 

 

【循環する建築・都市（14001～14019）】 

講評：金田充弘（東京藝術大学准教授） 

未提出 

  

＜顕彰者＞ 

・14008 Repair を超える Redesign としての公共施設の保全更新 立川市立中砂保育園大

規模改修を通して：國分昭子（IKDS） 

・14015 衣に住む：隈太一（東京大） 

・14017 紙の椅子“BOOK CHAIR”：伊藤遼太（東京大）・青木佳子・郭寧・兵郷喬哉・川

添善行 

 

 

【環境性能とデザイン（14096～14114）】 

講評：高口洋人（早稲田大学教授） 

環境性能とデザインの両立を実現すること、その現状と知見を共有することが本セッショ
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ンの目的である。そういう意味で、この 10 年の環境性能の向上に比べ、デザイン性が際立

って向上していることが確認できた。比較的建設費に恵まれ、最先端の技術をふんだんに

採用した建築もあるが、一般的に普及している技術を組み合わせ、高いデザイン性と環境

性能を両立できているものも多い。特に小規模な設計事務所が、熱負荷シミュレーション

や CFD を使いこなしており、これからに期待が持てる。一方で、執務者のビヘイビアコン

トロールといった視点も含をデザインはまだ少ない。建築物をいかに使いこなすか、とい

う視点がこれから重要だろう。 

 

（1）住宅デザインと環境性能 

・14096 集合住宅における住戸の改修提案 環境的な設計アプローチを通して：集合住宅

の省エネ・断熱改修事例。外断熱でなければ、室内容積が小さくなってしまうが、薄い

真空断熱材を使用して回避している。予算面から部分的な採用に留まっているのが残念。 

・14097 窓改修と放射暖房による熱環境のデザイン：設計者自らが、放射暖房や断熱性の

強化、またその運転方法について試行錯誤している。知識も重要だが体験・体感として

修得することも設計者としては重要。 

・14098 狭小旗竿敷地に建つ外部環境を取り入れた住宅の設計：狭小敷地での通風を CFD

で確認している。都市部の風向きは周辺環境に大きく影響されるし、窓開けも外気の汚

染物質や騒音の影響を受ける。都市部では通風も大事であるが、室内側の風の流れや閉

鎖時の熱環境解析も重要。 

 

（2）エネマネハウス(ZEH)・ZEB 

・14100 エネマネハウス 2015 継ぎの住処：集合住宅の一室という設定。アジアでの展開

という要求に対して、質の高い回答となっている。 

・14101 ワセダ ライブ ハウス：質の高い住宅を提供することよりも、コトとしての住

まい造りに重点を置いた提案になっており、建築の新しいあり様を示している。 

・14102 GREEN HAT 2030：屋上空間の使い方として、植栽と PV の併用を高い水準で実

現している。 

・14103 地域の資源を集めてつくるやまぐちさんの風の家：械技術偏重になりなりがちな

ZEH において、地域性の表出に真摯に取り組んでいる。特に蓄熱土の提案は、デザイン

としての特徴出しとして面白い。 

・14104 ZEH ＋水 - 水と暮らしの重ね箱- その 1 計画趣旨と空間構成：21 世紀は水の世

紀と予測されるなか、住宅として何ができるかを示した点が高く評価できる。設備の見

せる化としても挑戦的。 

・14106 ZEB の実現 滋賀銀行栗東支店：比較的低層で ZEB 実現が容易な条件ではある

が、それでも駐車場に PV を設置しなければ ZEB 達成が困難であることを示したのは貴

重。普及版 ZEB のリファレンスとしても役立つ。 

 

（3）建築デザインと環境性能の両立 
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・14107 文化財建造物のサステナブルエネルギー利用 重要文化財 自由学園明日館：使

用しながらの動態保存をする文化財建造物において、一体として扱う付属建築物の性能

を高めることで、全体の質を上げる提案となっている。建物と一体化した BIPV も、デザ

イン性の向上という意味でこれからの展開が期待できる。 

・14108 静岡理工科大学建築学科棟 社会との接点となる地域の縁側：機械によるアクテ

ィブデザインではなく、必要とされるアクティビティに合わせてパッシブデザインを行

っている。設計の本来の姿。OPR と CMT 呼ぶブリーフィングとコミュニ-ションも役立

っている。 

・14109 環境がつくる「新しい学びのかたち」 立命館中学校・高等学校長岡京キャンパ

ス：元々学校という比較的低負荷な建築用途ではあるが、アトリウムのある建築でも

500MJ/㎡程度までエネルギー消費を低減できるという好例。放射パネルのデザインとの

融合も評価したい。 

・14110 東京経済大学新図書館 国分寺崖線の自然の恵みを取り込んだ図書館計画の実

践：図書館の多様化する機能と求められる性能を厳密に定義することで、図書館として

は珍しいデザインの多様性と環境性能の両立を実現している。 

・14111 京橋 MID ビル：延べ床面積 1 万㎡程度の中規模オフィスでも、ここまで環境性

能を高められるという好例。高めの賃料設定で満室というリーシング結果は、環境投資

が経済的にも合理性があることを証明している。 

・14113 創造性と環境性能を両立する研究開発空間 デンカイノベーションセンター本

館：研究施設としては、できることは全てやったという印象。中規模オフィスでは珍し

いダクトレスとするためのコアンダー効果の活用など、挑戦的な設計。 

・14114 水辺の景観を担う－「パークホスピタル」の実現－：立地の特徴を活かすという

意味で、外部の船舶の電源を活用する三段構えの電力確保は秀逸。建物単独でレジリエ

ンスを高めるだけでなく、地域を活かし活かす計画がなされている。 

 

＜顕彰者＞ 

・14099 狭小パッシブハウス 風の塔がある家：松尾沙耶（村本建設）・森本順子・ 

宇野朋子・ 杉浦修史 

通風が期待できない奥まった敷地で、重力換気と採光を目的として吹き抜けを丁寧に計

画している。CFD や室内温熱環境の数値シミュレーションを使った試行錯誤により、質

が向上している。 

・14105  ZEH＋水－水と暮らしの重ね箱－その 2 導入した技術と住宅の展開：五明遼平

（立命館大）・近本智行・宗本晋作・上坂僚・織田浩平・亀山大介・胡内裕翔・小寺雄也・

棚橋弘貴・松嶋洸樹 

21 世紀は水の世紀と予測されるなか、住宅として何ができるかを示した点が高く評価で

きる。設備の見せる化としても挑戦的。 

・14112 日本の風土に根差したオフィス ソフトウェア・サービス本社ビル：川村明寛（竹

中工務店）・増田俊哉・有田博・宮澤芳文 
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何か特別なことをするというよりは、中規模オフィスにある当たり前の建築要素を、丁

寧に設計することで環境性能を高めている。執務者のビヘイビアコントロールの結果も

楽しみ。 

 

 

【集団設計でつくられた建築・まち（14058～14077）】 

講評：藤村龍至（東京藝術大学准教授） 

未提出 

  

＜顕彰者＞ 

・14058 公共建築の新しい創造プロセス 市立吹田サッカースタジアム：大平滋彦（竹中

工務店）・浜谷朋之・大谷博三 

・14066 （仮称）南山ハウス計画 地域づくり人材と協働でのエリアマネジメント南山の

活動拠点計画：川端南実希（首都大）・川原晋・山本大地・中川望・東伸明 

・14072 （仮称）花畑広場 つかいながらつくる市民広場：田中智之（熊本大） 

 


