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2017 年度大会（中国） 

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。 

 

【建築緑化（14068～14080）】 

講評：藤森照信（東京大学名誉教授） 

歴史がかったものと緑化を試みた例を担当し、それらについて述べる。まず“歴史”も“緑

化”もごく普通になされるようになったことが嬉しい。しかし、緑化の技術の向上はあま

り進んでいないのは何故だろうか。緑化を進めるには、植物の改良と特別な土壌の開発が

必要ということかもしれない。そんな中で、14073 と 14079 と 14080 を顕彰しようと思う。 

 

＜個別講評＞ 

（1）歴史と緑化 

・14068 バーミヤーン仏教寺院：バーミヤーンの大昔の町を発掘成果に従って復元すると

いうことの意味はどこにあるだろう。まずは破壊された大仏をどうするかを考えてほし

い。 

・14069 合掌造の移築古民家の利活用のための構造補強に関する検討：合掌造民家を再利

用する志を嬉しく思った。現地から移築されたものをさらに手を加える努力をよしとし

たい。歴史的建造物の再利用の頂部ではなく裾野の形成に効果が認められるからだ。 

・14070 太田アートガーデン：さりげない古民家と蔵をさりげなく再利用しながら、緑地・

小広場を付加するアイディアは極めて現実的でいい。 

・14071 立体型都市農園と温室を複合した集合住宅：非現実的案ではあるが、こうした夢

が未来を拓く可能性がなくはない。 

・14072 グランドメゾン白金の杜：これだけ質の高い緑地を現実の計画の中で獲得した努

力は素晴らしい。 

・14074  水の複合利用による地域防災施設の提案：グネグネと曲りながら上昇する緑に、

最初は面白さを感じたが後になって必然性の無さを感じてしまった。 

（2）建築緑化 

・14075 緑～間合いを紡ぐ場所～：よく考えられた水辺の計画だと思うが、何か一つ、誰

も思いつかないアイディアがほしい。 

・14076 いけふくろうの森：こんな案が池袋に本当に出現する日はそう遠くないのでは、

と思わせる現実性が素晴らしい。 

・14077／14078 尼崎の工場敷地内 庭園計画その 1／その 2：工場のただの残地の緑化に

これだけ精力を注いだ努力は素晴らしい。 

 

＜顕彰者＞ 

・14073 S 歯科医院：山田信博（札幌市立大） 
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小さな成果に違いないが、管理のこともよく考えられており、顕彰に値する。 

・14079 Landform Architecture 場所の形を紡ぐカタチの提案：今利育美（IAO 竹田設計）・

平瀬有人 

日本列島の片隅にこんな面白い形状の農地が広がっていたことを教えてくれてありがと

う。それだけでも顕彰に値する。 

・14080 としまエコミューゼタウン 南池袋二丁目 A 地区第一種市街地再開発事業：浦木

拓也（日本設計） 

よくここまでの緑を実現した。区役所と住宅を一緒にした再開発の計画はそう簡単には

いかないはずだ。顕彰したい。 

 

 

【建築・都市におけるプレイスメイキング（14029～14049）】 

講評：倉田直道（工学院大学名誉教授） 

未提出 

  

＜顕彰者＞ 

・14033 サイト・リノベーション（15）：杉浦久子（昭和女子大）・黒木志保・福森沙紀・

中居真優 

・14038 御船町東小坂仮設団地コミュニティスペース 地域に見合った“居場所”のデザ

イン：田中智之（熊本大） 

・14041 シェアフラット馬場川 リノベーションによる若者のまちなか居住促進のための

仕組みづくり：石田敏明（神奈川大）・田野耕平 

・14044 地域拠点創造のリノベーション 東川町文化芸術交流センター：小篠隆生（北海

道大） 

 

 

【建てる場所から発見した新鮮な建築（14001～14016）】 

講評：村上 徹（広島工業大学教授） 

それぞれの建築が位置する場所は多様である。場所から固有の何かを見い出し、その力を

借りてデザインを進めてみると素直で説得力のある固有な空間が成立する場合が多くある。

街・自然などの変化は常におこり、建築を成立させる社会も変わり続ける。建築的機能要

求等と場をつなぐ形態も常に無数に存在し続けることができる。今回のこのテーマ部門に

ついての発表も実に多様だと感じた。 

 

・14001 湯郷の残滓：ダムの完成とともに水没してしまう温泉街の躯体の遺構を再利用す

る計画。水位が大きく変化することに注目しての提案デザインであるが、水没を繰り返

す毎の諸問題が考えられ、この立案には少し無理があるとも思われる。 

・14002 結い留める水田：土木と建築を融合させながらの計画。ここに表現されている建
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築デザインでは、棚田のある美しい風景をむしろ壊しているのではないだろうか。土砂

崩れ防止策は別の技術を採用し、森林と棚田が連続した景観を残し、近くの別の場所に

小さく分棟化したような施設として考えることもできる。 

・14003 木霊の権化：軌道の形を新たな道とし、骨格を形成するところは、平行移動させ

た等高線を考えれば理解できる。生活領域の建築はこの山間風景に対して密集させすぎ

た感がある。また、このような環境の中で、消費領域をここまで積層させる必要がある

かは疑問である。 

・14004 甲州市勝沼のワイナリー集積地帯における傾斜を利用した複合ワイナリー：葡萄

棚と傾斜地を建築と一体化させたデザイン手法等、十分に理解できる。断面図に表現さ

れている棚高と施設の天井高などのより詳細な計画を希望する。もう少し建築自身を地

中に埋め込む方が良いのでは。 

・14005 遊びの継承：ヤマザクラの落葉から発想した屋根形状を主にデザインを進めてい

るのだが、子供たちの運動能力をテーマにするならば、もっと自由に動き回れる平面、

室内外の場が周辺環境と一体となるような外皮のデザインをもっと提案してほしかった。 

・14006 コウノイエ：土間ギャラリーに計画した「クマノバン」のデザインが新鮮である。

小階段を設け、視線の高さや方向性に変化を与え、小規模な民家の改修において最小限

の要素で大きな効果を生んでいる。 

・14007 地域性を纏う病院建築：中越地方の伝統建築の空間要素をうまく計画に取り込み

ながら、都市と田園風景の境界に提案している。地域の気候風土に立脚したデザインは

説得力がある。外壁などの仕上材料等の提案もお願いしたい。 

・14009 水辺のレストランの再生：水面のある風景の敷地に、建築での水平面をイメージ

し、そこにレストラン機能を挿入するという発想、そのシンプルさを限界まで残してほ

しかった。用途上での表出により、少し建築の明確さが消された感がある。 

・14011 世界遺産「花の窟」の文化と魅力を伝え、癒される場、「お綱茶屋」：お綱の美し

いカーブと、茶屋建築の直線的な形態の対峙のさせ方が良い。ここでの建築は瓦を用い

た勾配屋根の棟を傾斜させ、また広場を囲む平面も角度を振ること等により、建築の持

つ強さを和らげているところが評価できる。 

・14012 自然葬による日本的葬送儀礼の再編成：三昧場などの葬送空間モデルを参照しな

がらの計画には説得力を感じる。アプローチや公園墓地などの日常と非日常をつなぐラ

ンドスケープが美しい。火葬棟の計画にもう少しデザイン性を与えたならばもっと理解

しやすいであろう。 

・14013 縮退の町：過疎地域の存続や合併などの手法に新たな選択肢を提案しながらのデ

ザイン。祭事の場の最小限とも言えるデザイン付加は人口減少のためのミニマムな計画

であり理解でき美しい。しかし、住民がいなくなってしまう残風景はやはり侘しすぎる。 

・14014 墳墓のある家：敷地周辺の多くの古墳群から発想した住宅。その形態は微笑まし

い感さえある。墳墓形状の部分での、トイレや浴室などをこの場所から外し、何もない

非日常的な純粋空間だけにすれば明確で新鮮なデザインになるであろう。 

・14015 あばれ櫓：ここで計画している建築規模が、敷地に対して大きすぎるのではない
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だろうか。この種の計画には広場の計画が必要と思われるのだが、露地的な平面構成と

している点は説明不足であろう。 

・14016 ふみの森 もてぎ：古い蔵や土蔵などを曳家再生しながらの小さなボリュームで

の連続形は説得力がある。また新たに加えた建築ボリュームの構造デザインが明快であ

る。これらの構造材などの美が全体の空間を引き締めている。 

 

＜顕彰者＞ 

・14008 森の新たな体験を創出する集会場 女神の森セントラルガーデン：伊藤周平（竹

中工務店）・大石卓人・伊藤宏樹 

高低差のある敷地条件から逆に発想した水平面に、主な室を配置することによる視線の

抜けと風景の切り取り手法、この場を移動することにより変化するシークエンスが素晴

らしい。全体のシンプルなデザインが、場との呼応をより明瞭化している。建築の詳細

なディテールと、ランドスケープの一体性が巧みである。 

・14010 ヨシドーム －西の湖回遊路計画 その 1－：木下潤一（滋賀県立大）・神戸涼・

野田慎治・中村優・白井宏昌・永井拓生・松岡拓公雄・田口真太郎 

ヨシ産業の衰退に伴い、必要がなくなったヨシを用いた新たな風景の創出。ヨシのみを

使って成立させたパビリオンは実に美しい。構造形式の選択と部材のシンプルな接合方

法などの工夫が成功し、実に説得力のある場のオブジェが成立している。毎年の行事と

しても可能なので、より成熟させていただきたい。 

 

 

【新しい部分と全体（14095～14113）】 

講評：乾久美子（横浜国立大学大学院 Y-GSA教授） 

要項では新しい集団的な設計の手法や、使い手の創造性を引き出すようなプランニングの

あり方を単純に問うたつもりであった。しかし、「新しい部分と全体」というテーマ名が誤

解を呼んだのか、集まった作品は私の想定とは違うところにあるものが多かった。プロの

実務者にとってみれば、集団的設計も使い手の創造性を引きだすことは自明すぎるもので

あり、また、設計があくまでもシミュレーション内での出来事でしかない学生にとっては、

設計における「他者」を想定することが困難すぎたということなのだろうか。期待したの

は、集団性や、使い手の創造性を引き出すことを、これまでにない新しい建築の姿をつく

るエンジンとして捉えてみることだったのだが、こうした仮説を共有することは難しかっ

た。テーマ設定、そしてそれを伝える言葉の拙さを大いに反省した。とはいえ、相当な実

力をもつ実務者の発表に頭が下がったり刺激を受けたり、学生からの新鮮な提案に感心し

たりと、力作ぞろいの発表を聞かせていただくことを楽しんだ。 

 

（1）部分の集合 

・14095 邇保姫神社新本殿・幣殿：伊勢神宮からの受賜材を活用しながら神社を再建する

計画。非常にプロフェッショナルなジャンルであり、その困難さの程度を判断すること
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は難しいものであったが、来てみないとわからない材には強烈な「他者」性を感じた。

その「他者」性がどのように顕在化し、訪れるものに訴えるものになっているのかをも

う少し知りたいと感じた。 

・14096 変形可能なテンセグリティのデザイン：テンセグリティを可変させる研究。こう

した可変的な架構の先にあるのは、生物のような建築であろう。それはいったい何に反

応をして可変するのだろうか。そこのストーリーを知りたいと感じた。 

・14097 公共建築の中にある「個」の空間：メタボリズムを再読したプロジェクトである

が、何を批判的に継承しているのかが少しわかりにくかった。歴史を振り返る時には、

対象との距離感を測りながら、乗り越えを検討するとよいのではないだろうか。 

・14099 3 人はある時、団地の中で：団地の建替えにともなって生まれるオープンスペー

スの提案である。建替えに伴って生まれる喪失感や、社会に偏在する生きづらさの感覚

を建築で表現するというものである。そうした感覚を表現するとともに、それらをあた

たかく包み込むような空間をつくることも検討するといいのではないかと感じた。 

・14100 花のような建築：みやした公園を題材に、建築の終わりかたのデザインを検討し

ている。マテリアルスケールにあわせて段階的に解体を進めるというもので現実性と詩

的なストーリーが高度に結びついた力作だが、さらに、再生の方法や、構造についても

言及されるべきだろう。マテリアルスケールという「他者」の設定は学生が本テーマに

取り組む時の手がかりとして有効だと感じた。 

 

（2）建築の全体性 

・14101 愛知県立愛知総合工科高等学校：日本の学校建築の議論の成熟を感じる作品であ

った。高機能でありながら伸びやかな空間を獲得している様子がプレゼンテーションか

ら感じられた。プロセス上どのようなトップダウン／ボトムアップの相克があったのか

が是非知りたいと感じた。 

・14102 大倉本館：テナントビルでありながらメインテナントのイメージを尊重するとい

う難しい課題を解き切った計画。本テーマが望む生き生きとした「部分」（ここにおいて

はテナント）をわざわざ視覚化しないという選択に、様々な決意と責任を感じた。 

・14103 地域に溶け込む群形：ガソリンスタンドと財団法人事務所のコンプレックス。他

に例をみないユニークなプログラムをいかに地域の風景へと接続するかに心が砕かれて

いる。本発表会の中でもっとも広域的な視点をもって説明された作品であったが、建築

の粒度以外の要素が地域から語られるとよいのではないかと感じた。 

・14105 「不均質な場の連続」と「風景の創出」：簡便な鉄骨構造でつくった HP シェルを

一列の壁柱でヤジロベエのように支えるという計画。どこをとっても庇の下にいるよう

な軽やかさをプレゼンテーションから感じた。もうすこし屋根レベルの設定が低い時、

トップダウン的な HP シェル屋根がボトムアップ的な場所づくりへと応用されるという

ストーリーが強化されるかもしれないと感じた。 

・14106 多様なスケールが連続する「ひだ状平面」のワンルーム：矩形、大平面、中層の

オフィスビル 2 棟に対する提案。さりげない工夫により多様な部分が形成されており、
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設計の精緻さと高度さに舌を巻いた。 

 

（3）建築と都市 

・14107 林の奥に座して四顧し、傾聴し、睇視し、黙想す。：独歩の「武蔵野」を読み解

きながら構成論的に建築を設計するという提案。精緻な論理の組み立てに感心しつつも、

構成がそのまま立ち上がり抽象的な空間にとどまること、またそれぞれのパーツを繋ぐ

のがシーケンスだけであることが残念であった。部分をスケッチした先にたちあがる「武

蔵野」という全体性をどう紡ぎだすのかが問われている。 

・14108 そとロジ・うちロジ：仙台藩の町家にみられる外路地の形式を現代に生かそうと

いうもの。外路地が都市構造とどう関係されているのかが明示されていない。提案が地

域の都市構造の中でどう位置づくのかを提案するといいのではないか。 

・14109 そぞろ歩きしたくなる湯本温泉：丁寧なスケッチが計画規模にあっていることに

好印象を覚えたが、ひとつひとつの提案の密度が薄いことが残念であった。スケッチが

たぐりよせる空間イメージから設計がスタートできるのか、が問われている。 

・14110 部分の大きさ、全体の大きさ：住宅を解体し、ラディカルに再構成しようという

ものでアイデアコンペ的だがよくまとまっている。ただ、構成や規模と敷地選定、オブ

ジェのようなやわらかい形の壁のリアリティについて、さらに追求されることを望む。 

・14111 野毛アートサーカス・サファリ：野毛エリアのストリートを立体化し、エリア全

体にスポット的にどんどんつくっていこうという提案。ボトムアップ型のまちづくりと

して、敷地選定や、規模の選定に戦略性があるとよりよいと感じる。 

・14112 築地地区における中央区新市場整備計画：新しい魚河岸として仲卸市場に観光的

な側面を付与しようというもの。搬入と客動線の混乱などの整理だけにとどまらず、建

替えのプロジェクトとしての規模の適正さなどについても検討するとよかったのではな

いか。 

・14113 こども食堂の空間的課題からみた住宅地再生プロジェクト：こども食堂の改善を

きっかけに住宅地全体を改変しようというもの。敷地境界線を越え増築をすることなど、

日本の土地所有の現実や事業性など様々な点で現実性をどうとらえているのか、またこ

ども食堂という新しい活動がもつ社会的意味合いの本質とはないか、この辺りを追求す

るとよいのではないか。 

 

＜顕彰者＞ 

・14098 ランドスケープとしての茶室：櫻井花（慶應義塾大）・井上岳・アルマザン ホル

ヘ 

合板のユニットで東屋をつくることそのものはさほど目新しい試みではないが、ユニッ

トというアイデアの前に「ランドスケープ」のような内部空間を作ろうとしたところに

本提案の特徴がある。ランドスケープとユニットの結びつきがどのような論理構築から

導きだされたのかは不明であったが、次の思考のステップとして、このインテリアがラ

ンドスケープらしいと感じたのであれば、そこからランドスケープを再定義することも
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可能かもしれない。ひとつのパーツの繰り返しでできていることがランドスケープらし

さを醸し出しているということなのだろうか？ その辺りを検証し、トップダウン的な

思いつきと、ボトムアップ的なユニット建築とが有機的なストーリーを編み上げる地点

を見つけ出して欲しい。 

・14104 不均質な透明性の獲得 大西学園中学校・高等学校：金井謙介（竹中工務店）・

鈴木重則・天野周平 

日照や法規などの与件から自動的に決まるプログラム配列を前提に、光や音に対する課

題解決を丁寧に行うという計画。トップダウン的に決まる配列とボトムアップ的な課題

解決との間で揺れ動きながら最終的なプランニングが決まっていったのだと想像する。

そうしたダイナミズムが空間の生き生きとした質に現れていると感じるプレゼンテーシ

ョンであった。 

 

 

【大自然な空間を生み出す形態（14134～14145）】 

講評：佐藤 淳（東京大学准教授） 

未提出 

  

＜顕彰者＞ 

・14136 Installation kaguya パビリオン：中川香子（東京大）・青木謙治・稲山正弘 

・14139 樋井川の記憶 樹木構造による船着場：江口知里（武庫川女子大）・杉浦徳利・

田川浩之 

 

 

【ハイパフォーマンス建築デザイン（14050～14067）】 

講評：秋元孝之（芝浦工業大学教授） 

新築建築物の省エネルギー基準への適合義務化の動きが進んでいるなかで、ゼロエネルギ

ーを実現する ZEHや ZEB への取り組み事例も増えてきている。本部門では、環境性能が高

く、優れたデザインをもった住宅・建築等の提案を数多く紹介して頂いた。「パッシブ・エ

ネルギー利用のデザイン」、「省エネルギーオフィスのデザイン」、「様々な建物用途のデザ

イン」の三つのセッションにおいて、それぞれ 6篇ずつ、総計 18編の発表があった。何れ

も設計者の強い拘りがある優れた作品であるため、甲乙つけがたく、受賞作品を選定する

ことに大変な困難を極めたが、最終的に 14051 と 14060 の 2 篇の作品を顕彰した。今後も

更に優れた建築デザイナーと環境エンジニアのコラボレート作品の出現に期待したいと思

う。 

 

（1）パッシブ・エネルギー利用のデザイン 

・14050 微気候の家：ローコストの省エネルギー住宅である。人体熱モデルを用いて、深

部体温を求めて熱的快適性を考慮した設計を行い、断熱性能や開口率といった外皮条件
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が決められており、環境エンジニアリング手法を取り入れた設計手法が目を引く作品で

ある。 

・14052 ひょうご発安心安全ハイパースマートシティの構築に向けて：通風、採光、温熱

環境の可視化のためのシミュレーション・ツールを活用した、播磨科学公園都市におけ

る伝統木造住宅を対象とした評価事例である。地域の自然環境に配慮した開口部の開閉

パターンを検討する等、の比較的簡易な環境設計手法を示している。 

・14053 太陽熱木材乾燥庫：屋根部で太陽光発電パネルを冷やしながらプレヒートした空

気を取り込み、ガラスの温室効果を利用した木材乾燥庫の興味深い作品である。パッシ

ブソーラー倉庫とも言えるその環境配慮への取り組みには好感が持てる。 

・14054 パッシブタウン黒部第 1期街区：扇状地の地域エネルギー・ポテンシャルを活用

した魅力ある作品である。3.2ha のアクティブな生活のためのパッシブデザインを実現し

た。太陽エネルギーの他、地場産の木材チップによるバイオマスエネルギー、地下水が

巧みに利用されている。 

・14055 チムニーの森：山を切り開いた新興住宅地における、環境共生と建物利用者のウ

ェルネスに配慮したスキップフロア型建築をデザインしている。この空間構成によって

生じる上下方向に連続した空間を光と風を制御するソーラーチムニーとして活用した点

が興味深い。 

 

（2）省エネルギーオフィスのデザイン 

・14056 ナカニシフランクフルトオフィス：日系企業の欧州拠点サービスセンターの新築

及び増築計画である。ドイツならではの最先端環境技術と日本の自然親和的な空間が調

和した美しい作品である。ゼロエネルギービルを目指した様々な技術が盛り込まれてい

る。 

・14057 都市型中規模ビルにおける「省エネモデル建築」をめざして：使いやすく、省エ

ネ、ローコストな都市型中規模ビルである。東面におけるブラインドレスのガラスブロ

ックの多様なメリットには目を見張る。ワーカー参加型のエコワークスタイルと設備制

御を組み合わせた優れた環境性能をもつ提案として評価したい。 

・14058 ウェルネス縁側：都市部の中層オフィスビルにおける健康的で快適なゼロエネル

ギー建築の提案である。伝統的な縁側空間に太陽光パネルや光ダクトなどの現代技術を

融合し、パネルの熱で生じる気流でパネル裏を換気する等の工夫は秀逸である。 

・14059 安川電機本社棟：北九州における企業の本社棟である。エネルギーを賢く使うた

めの執務者の環境調整行動を誘発する仕掛けも提案されている。パッシブな自然採光、

自然換気と、アクティブな太陽光発電、蓄電池、タスクアンビエント空調、等が調和し

た作品である。 

・14061 オーク目黒：2016年に竣工したテナント・オフィスビルである。南側ファサード

には簾のような特徴的なデザインの雁行型カーテンウォールが配されており、不快な西

日を抑制する、等の効果を発揮している。シンプルな技術を組み合わせた省エネビルだ。 

 



9 

 

（3）様々な建物用途のデザイン 

・14062 小野薬品工業水無瀬研究所第 3研究棟：大阪北部にある医薬品研究所の既存棟に

隣接して造られた新棟である。新たな発想をうみだす仕掛けとなる中間フロアは、コミ

ュニケーションを促進し、上下をつなげる空間となっている。極力プレキャスト化を進

めて、現場型枠を出さない工夫も評価したい。 

・14063 研究施設における知的生産性を高めるための建築空間の計画手法：知的生産性を

高める建築計画手法を示している。異分野の研究部門を対面させて、その間の廊下がコ

ミュニケーションを誘発するエリアとなるような事例を紹介している。計画手法を採用

した施設における学会論文発表数の推移は興味深い。 

・14064 都市型タワーキャンパスにおけるパッシブデザイン：大阪都心部のタワーキャン

パスである。低層部の地域開放ゾーン、高層部の大学ゾーンにより構成されている。高

層部外装には自然エネルギーを活用する多機能性をもったデザインが採用されており、

高層におけるパッシブデザインの好事例を示している。 

・14065 静岡理工科大学建築学科棟：意匠・構造・環境・設備・材料の総合的教材となる

建築デザインが随所に施された大学建物である。バランスウェイトをもつ自然換気装置

や自然光利用のトップライト、全天空照度による自動照明制御など、環境制御の細部に

工夫がみられる作品である。 

・14066 動的な建築で自然エネルギーを制御するデータセンター：サーバーの消費電力に

対する建物全体の消費電力の比率が極端に低いインターネット・データセンターである。

外部条件に応じて空気の流れをデザインし、自然エネルギーを完全制御することを目指

した挑戦的な環境配慮建築として高く評価できる。 

・14067 人とガスが出会う場所をデザインする−hu+gMUSEUM−：大阪の提案型ショールー

ム施設である。未来への強い発信力を象徴した外皮デザインが特徴的である。壁面緑化、

木製ルーバー、ウォールダクト、地中熱利用、スマートエネルギーネットワーク、等の

多彩な省エネ技術が盛り込まれた秀作である。 

 

＜顕彰者＞ 

・14051 矢吹町中町第二災害公営住宅 「通間」と「縁にわ」を持つ住空間の提案と環境

調査：岩堀未来（岩堀未来建築設計事務所）・山田浩幸・鈴木啓・倉本剛・中川純・中村

大介・新木由美子・野元彬久・田辺新一 

 寒冷地における快適な生活を目指した災害復興住宅である。パッシブ・エネルギー利用

によって、アクティブな「環境交流装置としての建築」を実現している。不整形緩斜面

の敷地に雁行配置したデザインが町とつながる秀作である。 

・14060 ゼロへの挑戦 竹中工務店東関東支店 ZEB 化改修：田附岳夫（竹中工務店）・田

中宏治 

築 13年の中小規模のオフィスビルの居ながらの改修事例である。全国のストックオフィ

スビルの相当数を占める同規模建物改修の手本となるものだ。レジリエント性にも優れ

たスーパー省エネビル化が実現できており、その普及波及効果に期待がかかる。 


