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温室効果ガスの削減は重要な地球環境問題です。我が国の行動計画の全体像は

地球温暖化対策推進大綱で明らかにされていますが、今年はその評価・見直しの

年に当たっています。今4月、いくつかの数値が公表されましたが、建物の建設や

使用がその多くを占める民生部門での達成度の低迷がとりわけ目立つものでし

た。このため来年度からの追加施策のひとつとして既存建物の省エネ改修促進

が導入されようとしています。

ストックの活用となる既存建物の省エネ性能の効果的な向上のためには、建物外

皮や設備機器の性能についての豊かな経験と高い技術力を持つ専門家の的確

なアドバイスが有効となります。

専門家集団である私たちは「環境・文化・未来のグランドデザイナー」として、お客

さまの環境共生への取り組みをサポートすることにより、地球環境への配慮に貢

献してまいります。

平成16年10月　　取締役社長　小田川和男

ごあいさつ

環境方針 私たちは、地球環境への配慮を経営の重点課題とし、企業活動の全領域で「環境と

の共生」に努めることが、自らの責務と認識して、次の基本方針のもとに行動しま

す。

1. 建築物の企画・設計・監理に当たっては、お客様と協働して、以下の重点方策に

取り組み、魅力あふれ、持続可能な建築及びまちづくりの創出を通して、真に

価値ある社会の実現を目指します。

　　① ロングライフ

　　② 自然共生・環境保全・景観形成

　　③ 省エネルギー

　　④ 省資源

　　⑤ 廃棄物削減

2. 日常のオフィス活動においては、用紙の使用量の削減やリサイクルの促進を図

るとともに、空調・照明等のエネルギー使用量の削減に努めます。

3. 業務の遂行に当たっては、環境関連の法律・規制等はもとより、当社が同意した

環境に関する外部からの要求事項も、これを遵守します。

4. 環境保全及び汚染予防の為に、環境マネジメントシステムを構築し、その継続

的な維持・改善を図ります。

株式会社 三菱地所設計（平成13年6月1日制定）

私たちは、豊かな経験と高い技術力を結集して、
お客さまの環境共生への取り組みをサポートします。
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自然共生
環境保全
景観形成

地域の自然生態系の調査・保全
緑を創造する技術の提案
風土、歴史、文化の継承と創造
人にやさしい街づくり

廃棄物削減 建設廃棄物の削減・再生利用の推進

ロングライフ 建物の長寿命化技術の提案
既存建物の改修

省エネルギー 建物の省エネルギー化技術の提案
地域エネルギーシステムの構築

省資源 再生資材の提案

三菱地所設計の環境共生への取り組み



03the effort for environmental symbiosis 2004

the effort for environmental symbiosis

三菱地所設計は明日の生活環境をデザインします



三菱地所設計の環境共生技術
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将来の用途変更、設備更新に、柔軟に対応
できるように、階高、床荷重、設備スペース
等の基本的性能をゆとりあるものとする。

ゆとりの確保

将来の使用勝手の変化に対応しやすいよ
うに、設備配管を含め、躯体（スケルトン）
と内装（インフィル）を分離する考え方。

免震構造、損傷制御設計法を用いた構造（
丸ビル）、制振構造（横浜ランドマークタワ
ー）、構造体の補強等がある。

空気調和設備、衛生設備、電気設備、昇降
機、防災・防犯設備等の改修がある。

自然環境調査、ビオトープの設置等により
、開発で失われる自然環境を調査し、ある
いは、生き物の生息拠点を復元する。

敷地の緑化、既存樹木の保存、屋上、壁面
緑化、透水性・保水性舗装等により、潤いの
ある都市環境を創出し、ヒートアイランド
現象、都市水害を抑制する。

街並みや景観に配慮したボリューム計画
や色彩計画、歴史的建造物の保存等によ
り、都市や地方の景観を形成する。

適切な建築材料の選択、ゆきとどいた工
事監理により、室内空気汚染問題を予防
する。

スケルトン・インフィル

構造的耐久性向上

設備改修

自然生態共生

都市気候緩和

景観形成

室内空気汚染防止

断熱性能の向上・日射の遮断

自然光や外気の利用

照明システムの効率化

空調システムの効率化 ①熱源システム

建物形状や開口部の配置計画、開口
部・屋根・外壁の断熱性能向上、庇、エア
フローウインドウ、ブラインド制御システ
ム等により、外部からの熱負荷を低減する
。

自然採光、自然通風、外気冷房、ナイトパ
ージ等により、太陽光線や外気を積極的
に利用する。

人感センサー、タイムスケジュール管理、
タスク・アンビエント照明、高効率照明器
具等により、電気設備関連の省エネを図
る。

高効率空調機器、コージェネレーション、
蓄熱システム等により、空調熱源の省エネ
と、電力使用量の平準化を図る。

ロングライフ系の技術ロングライフ系の技術
自然共生
環境保全
景観形成系の技術

省エネルギー系の技術



environmental symbiosis technology
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空調システムの効率化 ②搬送エネルギー

地域冷暖房

ビル管理システムによる最適管理

クリーンエネルギー

大温度差冷温水システム、高機能ＶＡＶ等
により、空調関連の水・空気の搬送エネル
ギーの省エネを図る。

一定地域内の建物に熱を製造するプラン
トから冷水、温水、蒸気等の熱エネルギ
ー供給し、冷房、暖房、給湯等を行う。

空調衛生、電気、昇降機等の最適運用管理
により、省エネを図り、また、維持保全計画
を確実にする。

太陽光発電パネル、ヒートチューブ、風力
発電設備等により、太陽光、地熱、風力、河
川熱等を積極的に利用する。

省エネルギー系の技術

部分更新容易な工法

再生資材の活用

雨水の再利用

熱帯雨林の保護・国産木材の活用

トイレや間仕切り等のユニット化により、
改修時の廃棄物の発生量を抑制し、また、
リサイクルを容易にする。

再生骨材、廃ガラスを利用したタイル等の
再生資材がある。

雨水や機械排水を処理し、便所洗浄水等
に再利用する。

木材代替型枠の利用、天然石の有効な利
用、国産木材の利用等により、熱帯雨林の
保護に寄与する。

省資源系の技術

建設残土、解体廃棄物等の発生量を削減
する。

断熱材のノンフロン化等、低環境負荷材
の利用により、改修、解体時の有害廃棄物
の発生を抑制する。

生ゴミのコンポスト化や、ゴミ分別のシ
ステム化等により、建物運用時に発生
する廃棄物のリサイクルを促進する。

建設時、解体時の建設廃棄物の適正処理
と適正リサイクルを確認する。

低環境負荷材

ゴミ処理システム

廃棄物の再資源化・適正処理

廃棄物削減系の技術

廃棄物の少ない計画



ロングライフ

複合都市のリニューアル
サンシャインシティ
サンシャインシティは民間による複合都市開発として、業務・商業・

住居・文化施設・交通施設の融合した建築として昭和53年に竣

工・開業しています。

建物の運用管理はサンシャインシティみずからが行い、特に来場

者・在館者への安全性・利便性の確保に努め、さらに中水道施設

や地域冷暖房施設、屋上緑化等により地球環境問題対策を考慮

した運営を行っています。

サンシャインシティは建物のロングライフ化を目指し平成7年に

第1次長期保全計画を、平成9年、平成13年と中期保全計画を

作成し計画的で確実な改修を行い、維持保全に努めています。

現在までに実施された主な改修としては、高層棟4棟及び低層

店舗棟の外装補修、オフィス棟のエレベーター・トイレ・エレベー

ターホール・事務室の内装改修、低層店舗棟のリニューアル、舶

来会館棟の施設入れ替えを含めたリニューアル等があります。

又、設備的にはテナントニーズに対応するため空調システム・ＯＡ

電源システムの改修、信頼性の高い電気設備への改修、省エネ

ルギーを考慮した照明器具の更新やＢＥＭＳの採用があります。

安全確保の為の防災設備の改修も実施済みです。地域冷暖房

施設は供給量の増加や機器の能力低下に伴いシステム再構築

を含めた改修を実施中です。

復元とリニューアル
一橋大学兼松講堂
本建物は、建築家伊東忠太の設計により、関東大震災の影響の

多く残る1927年（昭和2年）に大学の講堂の様式としては当時

主流であったゴシック様式ではなくロマネスク様式の建築とし

て建設され、以来77年を経過し大学関係者はもとより地域住民

にも親しまれてきました。しかしながら、経年劣化に伴う建物外

部・内部の破損の状態が大きくなり、平成13年夏、如水会より依

頼を受け建物健全度調査を行ないました。その結果、劣化が顕

著であった[外壁タイル・石のクラックや浮き、柱、壁、床のひび割

れ]の改修、更に大学より要望のあった機能改善（講堂全面改修、

客席更新、楽屋・便所新設、空調新設、照明改修）を含めて改修計画

を立案しました。特に外装改修は復元を原則として、破損した砂

岩はレリーフを含めて復元し、テラコッタタイルは現状に出来る

限り合せて修復か焼き直しを行ないスクラッチタイルの不具合

部分は張り替えました。又、兼松講堂は音楽関係者からは音響上

の評判が良い建物で、音響反射版の設置・新規客席による吸音

の低減等、音響性能の改善も考慮した設計とし、竣工式でピアノ

の独奏を行った演奏者からは賞賛を得ています。
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所 在 地：東京都豊島区
規　　模：地下5階、地上60階
延床面積：585,872 m2

所 在 地：東京都国立市
規　　模：地上2階
延床面積：2,760 m2
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OAフロア

Infill 可変・更新性
「インフィル=間取りや設備などの変更
・更新が容易にできる仕組み」
●住戸内の間仕切り壁、内装、住戸内
給排水、電気設備、浴室、キッチン、洗
面化粧台など

Skeleton 耐久性
「スケルトン=強度の高いコンクリートを
用いた、耐久性に優れた構造躯体」
●柱、梁、外壁、床スラブなど

改修後の窓廻り

long life

時代とともに成長するビル
新青山ビル
当ビルは複合用途の大型テナントビルで青山一丁目の交差点に

あり、地下鉄銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅にも接

しています。立地に大変恵まれていますが、このことは同時に時

代の変化に敏感な場所といえます。竣工後25年を迎えていま

すが、その間常に建物所有者・管理者、設計者、施工者が連携し、

建物機能面からも時代のニーズに柔軟に対応してきました。

その一例を紹介しますと事務所階のオフィス内部では、梁成（は

りせい）を600mmに抑えた設計としており、テナントの借室要

望に柔軟に対応しています。具体的な例としては、当初は中央廊

下形式だったオフィス形式を大部屋形式にも無理なく改修でき

ています。これは、梁下の天井懐に充分な余裕があるために設

備ダクトや配管の取り回しが容易となり、可能となったこととい

えます。また、ＯＡフロアの導入に際しても、空調システムを改修

して逆に天井高を高くすることも行っています。

当ビルの所有者・管理者は、昨年今後20年の長期修繕計画も作

成していますが、これまでの建物維持管理、機能更新の先進性と

併せて評価していただき、当ビルは平成15年度BELCA（建物・

設備維持保全推進協会）賞（ロングライフ部門）を受賞しました。

スケルトン・インフィル
THE HOUSE Minami Azabu
THE HOUSE Minami Azabuは都心高級住宅地に建設中の

マンションの計画です。ここでは、世代を超えて住み継がれる住

宅を目指して、サステナブルデザインを設計の柱の一つとして

位置づけています。強度の高いコンクリート及び鉄骨を用い

た耐久性に優れた構造躯体（Skeleton）と間仕切りや設備な

どの仕上げ（Infill）を明確に分離し、将来のライフスタイルの変

化や世代交代に対応可能な柔軟性を持つ永住型の住まいを提

案しています。当計画ではコア形式及び住戸形態上、共用部にＰ

Ｓを設置する方法だけでは、設備配管を専有部から分離するこ

とができない為、隣接する住戸間毎に共用設備ボイドを設置し、

そこに排水竪管を配置する方法を併用することによって、Ｓ＆Ｉを

実現しています。

また、快適に住み続けられる住宅を実現するために、建物内外に

大胆に自然を取り込むことも試みています。建物全周にわたる

既存の樹木の保存や、中木植栽による屋上緑化、内部空間への

植栽・水景の導入などにより、本計画は周囲に新しい景観をもた

らし、住み継がれていく都心居住の提案となっています。
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所 在 地：東京都港区
規　　模：地下4階、地上23階、塔屋1階　　　　　
延床面積：101,385 m2

所 在 地：東京都港区
規　　模：地下2階、地上10階
延床面積：29,904 m2



敷地配置図
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レジデンシャルゲートアライバルコート

所 在 地：大阪市此花区
規　　模：地下1階、地上6階、塔屋2階
延床面積：41,223 m2

所 在 地：横浜市西区
敷地面積：約16,400 m2

自然共生・環境保全・景観形成

森を創る
MMタワーズ
MM2１地区という都市的で洗練されたハイグレードな街に､ハ

ードな都市空間との結界として「森」を創り、そこに住まう人々が

誇りを持てるランドスケープを創造しました。

ＭＭ21地区は､石・タイル・メタル等のハードスケープが中心の

ため、MMタワーズでは、面としての緑のヴォリュームが必要と

考え､3棟の超高層建築群に見劣りしないスケールとしました。

「THE　FOREST」と名づけられたこの森は､約300本の中高

木から構成されており、都市のヒートアイランド化の抑制にも寄

与します。樹種は、季節感を創出し、五感を刺激するユリノキ､コ

ブシ､モミジ等の落葉樹を主体とし､敷地外周には環境圧に配慮

しクス、ユズリハ等を配置しました。

この森は、人と自然と都市の共生を目指すMM21地区のエコロ

ジカルな「拠点」として、(財)日本野鳥の会との共同作業により、

鳥や昆虫などの生物の生息環境確保にも留意した多様性のあ

る樹林構成としました。また、敷地内の歩行空間以外は地被類等

で覆い、微気候が緩和されることで、居住者にとっても心地良い

空間創造になるよう配慮しました。

壁面を緑化でアートする
舞洲スラッジセンター
オーストリアの芸術家、フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサ

ー（1928～2000）の遺作となった舞洲スラッジセンターは、

大阪市内8カ所の下水処理場から舞洲へ圧送されてくる汚泥を

焼却する施設です。

「技術と自然と芸術の調和」を表現するため、壁面をセラミック

タイルやゴールデンボール、緑化などにより装飾し、人びとから

敬遠される施設を親しみのあるものとしました。

フンデルトヴァッサー氏と共に図面やスケッチをもとに2ｍ四方

の模型を作成し、模型の通り施工するマニュアルとしました。規

格化された現代の素材を用いながら同氏の設計思想に合致し

たものづくりは試作の連続でした。自然界には存在しない直線、

そして画一性をなくすことが設計の前提でした。壁面バルコニー

や屋上に多くの種類の木々を植え、大地である床には自然の森

を歩いているかのようなウェーブをもたせ、適度なストレスを身

体に与える体験建築としています。
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体験学習・市民活動の場「環境工房」 公園のセンター施設「エコハウス」

全体計画図

北側入口エリア

西側丘陵エリア

多目的広場

原っぱエリア

水辺エリア

環境工房エリア

東側丘陵エリア

センター施設エリア

natural symbiosis, environmental preservation, landscape formation

里山の復元と創造
柏崎刈羽地域（仮称）環境共生公園
里山の復元と創造を目指すこの公園は、公園としての機能に加

えて、自然体験の場、環境･エネルギー学習の場、市民活動・

交流の場、地域情報の発信基地としての役割を担うことが期待

されています。設計にあたっては、「環境学校」という形で市民

の方々が中心となった環境学習や市民活動を実践する場となる

ことを想定し、様々な工夫を取り入れることが必要でした。

例えば、計画地の丘陵部は下草刈りなどの里山の暮らしを学ぶ

場として位置づけながら、小動物や昆虫の生息空間として多様

性を与え、林内の多様な環境学習のため明るい疎林空間や広

場を園路に沿って点在させています。また、かつて水田利用さ

れていた土地の一部はそのまま体験農園として、または湿生樹

木園として活用しています。クロサンショウウオなどが生息する

谷筋は保全しながら施設のレイアウトを行い、防災上必要とな

る調整池は、通常は多自然型のため池として活用できるように

しました。さらには、建物やその周りのしつらえも、計画地の

歴史と文化に根ざした特徴を取り入れることに努めるなど、こう

した工夫は公園全体で70を超えています。

完成時には、地域や世代を超えた交流の場として活用していた

だけることが期待されています。

歴史性と多様性のある美しい都市へ
丸の内MY PLAZA
（明治安田生命ビル街区再開発）
重要文化財明治生命館を動態保存し、特定街区重要文化財特

別型により計画された再開発計画．明治生命館は、岡田信一

郎が設計、昭和9年（1934）に竣工し、日本の様式建築の最

高傑作とも言われています。しかし、戦時中は金属の供出、戦

後は長くGHQに接収されていましたが昭和31年に接収が解

除され、三菱地所の設計監理により、失われた面格子やブラケ

ットもこの時ようやく復元されました。その後、昭和43年に東

側に隣接し明治生命新館が建てられ、一部の立面が失われて

いました．再開発は、明治生命新館をはじめとする3棟の建物

を解体、約127m×約90mの街区を一敷地とし、保存により

1500％（重要文化財220％含む）という高い容積の計画が

可能となりました。地上30階の超高層の新建物と明治生命館

との間の空間は、ガラスの屋根で覆われています。このパサー

ジュの部分は、昔の街路を屋内の路地空間として再現させ、同

時に、失われていた明治生命館の東面の立面も修復されまし

た。仲通りから明治生命館や皇居が見える吹抜け空間やアトリ

ウム・パサージュは、新旧の対峙する他に例のない魅力的な空

間として、多くの人々が集うオープンスペースになると期待され

ています。また、新築された明治安田生命ビルは、明治生命

館と共生したデザインを街区全体に展開するだけでなく、自然

採光等の環境共生の考え方を踏襲したデザインを目指しました。
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所 在 地：新潟県柏崎市
完成予定時期：平成18年6月予定
公 園 面 積：約30ha

所 在 地：東京都千代田区
規　　模：地下4階、地上30階、塔屋2階　　　　
延床面積：147,134 m2



図1　エアフローシステム（標準として採用）

図2　ダブルスキンシステム（東西面の一部に採用）

所 在 地：東京都千代田区
規　　模：地下4階、地上29階、塔屋1階　　　　
延床面積：65,584 m2

省エネルギー

省エネ型外装システム
丸の内北口ビルディング
当建物では、テナントオフィスビルという特性に考慮した省エネ

ルギー型の外装システムを実現しました。

基準階のオフィスは東面に大きく開けていることから、外壁全体

に垂直・水平ルーバーを採用し室外で日射熱の排除することによ

り、熱負荷の低減をはかりました。

水平ルーバーは、雨水の流れ易さ、積雪、風切り音などに対する

対策を考慮し、汚れにくい外壁ディテールとしました。垂直フィン

は清掃ゴンドラのレールを兼ねており、室内への照り返しを防ぐ

べく細かいリブが入っています。

外壁は大気中のNOx・SOxを分解する効果とセルフクリーニン

グ効果のある大型陶板タイルとし、開口部のＬｏｗ－Ｅガラスは遮

熱のみならず、異なる厚みの組み合わせとすることにより直面す

る鉄道騒音の遮音にも寄与しています。

柱の外部側をスペースを利用して、ぺリメーター用の空調され

た空気を窓台部分までたちさげて、チャンバー化した窓台からブ

ラインドボックスと一体となった開口部上部のスリットまで導く

ルートとし、効率的なエアバリア式のぺリメーター空調システムを

実現しました。

以上のようなディテールにより外装システムにおける省エネル

ギーを追求するとともにメンテナンス性にも十分配慮した計画

としました。

地球にやさしい外装システム
丸の内MY PLAZA
（明治安田生命ビル）
明治安田生命ビル街区の外装は、乾式の御影石のパネル、ア

ルミユニットカーテンウォール、長寿命のガスケットで構成し、

ロングライフのシステムを目指しています。110m×37mの基

準階フロアの全周に窓に面した居住スペースを配置し、オフィ

スワーカーに潤いと眺望を与え、自然採光を積極的に活用しま

す。その自然光を照度センサーで感知し、天井照明を減光し電

力の使用量を低減します。しかし、床から天井面近くまでの高さ

のある大型窓システムは、自然採光に有効ですが、逆に室内へ

の熱負荷を増大させます。そのため、ガラス間の中間層の空気

を強制的に換気するエアフローシステム（図1）と、ガラス間に

外気を導入し自然対流により換気するダブルスキンシステム（

図2）の2つのシステムを計画し、実大実験を行い、双方の

システムを外装に採用しました。

双方のシステムとも、複層ガラスと単板ガラスの3枚のガラス

を用いて、高断熱とし、窓際の室内環境を向上させました。そし

て、眺望を確保しやすい50mm幅のブラインドを太陽追尾シ

ステムで自動制御し、高性能の日射遮蔽を行うことが可能とな

っています。また、附室廻りのダブルスキンシステムは加圧排

煙の排煙窓としても利用し、2つのシステムがありながら統一

された端正な外観デザインとなっています。

10 the effort for environmental symbiosis 2004



Ｂ４Ｆ

Ｂ3Ｆ

Ｂ2Ｆ

Ｂ1Ｆ

1Ｆ

2Ｆ

3Ｆ

ピット

Ｂ４階：機械室

Ｂ４階：電気室
　　Ｂ４階：
機械式駐車場

氷蓄熱槽:1000m2

1.38

0.39

0.58

0.440.43

0.58
0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

冷凍能力 4747kW
(1350RT)

1台目 2台目 3台目

COP低下

タ
ー
ボ
冷
凍
機
シ
ス
テ
ム
C
O
P

冷水送り・返り温度差9℃の場合

過流量制御
システムに
よる改善

冷水送り・返り温度差3℃、定格
水量の80％で増段とした場合

全景 西側エアフローウィンドウ

南側カーテンウォール

energy saving

コミッショニング
池袋地域冷暖房施設
昭和53年に竣工したDHCプラントシステムの機器更新に当り

、コミッショニング（運転実績解析調査）により熱源容量、分割台

数、運転方法などについて最適システムの検討提案を実施しま

した。特に、冷水送り・返り温度差の低下によりシステム効率

が低下している実態を改善するため、冷水流量を定格の70％

～150％の範囲で可変できる「熱媒過流量制御冷凍機システ

ム」（三菱重工業株式会社と共同特許出願済）を考案し導入し

ました。竣工時にはプラント全体でシステムの再構築により約

30％の消費エネルギー削減が見込まれています。

方位を意識した外装計画
シーノ大宮サウスウィング
敷地条件の中でエネルギー効率の良い配置と外装を意識し計

画しました。正面性、開放感を強調した南面のフルハイト開口は

Low-Eガラスと庇ルーバーの併用で日射による熱負荷を軽減し

、眺望が大きく開けた西面は、浅い角度で差し込む西日による熱

負荷が予想されるため、横連窓のエアフローウィンドウを用いる

ことで熱負荷を軽減しています。直接日射を受けない北側は複

窓ガラス、最上階まで隣接建物と向かい合う東面にはコアを配

置し、方位ごとに最も適した壁面のシステムを採用することで良

好な窓際の温熱環境を効率よく実現しています。

蓄熱システム
丸の内MY PLAZA
（明治安田生命ビル）
氷蓄熱システムとは、割安な夜間電力を用いて氷を蓄え、昼間

に解氷して冷房するシステムです。本建物の地下4階機械室の

床下には、単体のビルとしては日本最大級の1,000m3を超す

氷を貯める水槽が設置されており、施設全体の年間冷房負荷の

30％以上を賄うことが可能です

流れている水は0℃以下に冷却しても凍結せず過冷却水の状態に

なりますが、衝撃を与えると氷粒を瞬間的に生成します。この氷の

シャーベット状で流動性があり、溶けやすく利用しやすい性質を

利用したダイナミック型過冷却方式を採用しており、①地下ピッ

ト利用による機械室面積の削減、②ピークシフトによる電力負荷

の平準化、③格安な夜間電力使用と、ピーク調整契約によるラ

ンニングコストの大幅な削減、④夜間電力使用によるCO2排出

量の抑制、⑤蓄熱媒体として「清水」利用による環境汚染の防止

等が可能となる、優れた蓄熱システムです。
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所在地：東京都豊島区
冷熱源設備容量：21,300RT 温熱原設備容量：60t/h

冷水過流量制御ターボ冷凍機　
TR-4A,4B（1,350RT×2）

冷凍機システムの効率低下と熱媒過流量制御システムによる改善

所 在 地：埼玉県さいたま市大宮区
規　　模：地下２階、緒上１９階、塔屋１階
延床面積：30,502 m2



ホール多目的

エントランス廊下地域開放ゾーン

廊下

廊下

廊下学習ゾーン

廊下 学習ゾーン

学習ゾーン

自然採光

自然通風自然通風

テフロン二重膜

省エネルギー

自然採光
丸ノ内ホテル
丸ノ内ホテルは、賑わい交流拠点づくり、周辺地区との歩行者

ネットワーク構築、丸の内の連続的な街並形成をコンセプトに

開発された「丸の内オアゾ（ＯＡＺＯ）」内の中核施設として東京

駅前に計画されました。インテリアは和のテイストを感じさせる

モダンな内装デザインでまとめられており、総客室数205室

の宿泊特化型ホテルです。9階から17階までの客室階は高さ

約50mのアトリウムを内包し、昼間はトップライトからの自然

採光が客室廊下にも届くよう工夫するとともに、アトリウムの最

下部である7階も明るい雰囲気のロビー空間となっています。

8階にあるフレンチレストランは全館避難安全検証を採用する

ことでアトリウムと一体的に計画され、トップライトからの光あ

ふれる開放的な空間を実現しています。アトリウム上部にたま

った熱は、アトリウムと客室廊下との間に強化ガラスを設置し熱

を遮断することで廊下の省エネにも配慮しています。尚、客室

も出窓形状の大型窓を採用したことで非常に明るいインテリアと

なっています。

光と風のある「ふれあいゾーン」
石狩市立緑苑台小学校
コンセプトは「地域に開かれ・生涯学習の拠点とした・多様な

学習集団に対応する学校」でした。

校舎棟の中心には、壮大な3層吹き抜け空間を設け、それに

面して学習ゾーン地域開放ゾーンを配置する事で、この空間を

地域の人々や学童のふれあう多目的ホールとしました。

多目的ホールはテフロン二重膜構造のトップライトで覆われ、一

年を通し、充分な自然採光・自然通風を取り入れることで、明

るく、開放的で、みんなに愛される、まさに地域に開かれた空

間となりました。

また夏場の排熱には最小限の排気設備のみ設け、年間を通じ、

照明・熱負荷環境に対し大きな省エネ効果を発揮しています。

テフロン素材の特性としての防汚性・自浄性により、長期にわ

たるメンテナンス費用軽減も図られています。

視覚的にも空間的にも開放感のあるコミュニケーションスペー

スに相応しいふれあいゾーンは、社会参加の第一歩を体験する

学童たちが日々の自然とふれあう場として、又、地域の人々が

利用する生涯学習拠点として活用されています。
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所 在 地：東京都千代田区
規　　模：地下4階、地上17階、塔屋2階
延床面積：63,180 m2

所 在 地：北海道石狩市
規　　模：地上3階
延床面積：6,521 m2（校舎／4,795 m2、体育館／1,726 m2）

energy saving



外観（改修後） 外観（改修前）

客席エリア（改修後） 見学者通路（改修後）

靖国通り側完成予想パース 既存躯体と新築建物の
位置関係を表したイメージ図

resource saving

既存躯体を生かした改修
キリンビール名古屋工場
ここ数年、「既存の建物ストックの有効活用」がよく話題になりま

すが、本建物は、すでに1994年（平成6年）時点ですでに建物

資産（ストック）生かしたレトロフィット※）計画がなされています

。これは、キリンビール社の経営方針の一つでもありました。当

時のビール工場の雰囲気を後世に伝えるべく独特の形態と空間

ヴォリュームをもつ銅製の仕込釜、麦汁濾過器などを演出として

利用し、また、ビール瓶利用の照明器具や歴史の染み込んだ塗

り床、タイルの保存などで新築の建物ではつくり得ない雰囲気

を実現させています。あわせて、これまでの閉鎖的な工場のイメ

ージを払拭するため、道路との遮蔽物を撤去・緑化することによ

り、一般市民に開かれたイメージを演出しています。この建物は

総合棟と呼ばれていますが、かつてビールを生産していたハード

ウエアの中心から、事務所・厚生施設・見学者受入施設という工

場の管理および地域文化の中心という知的生産（ソフトウエア）

の中心として生まれ変わっています。

（仮称）市ヶ谷プロジェクト
当プロジェクトは建設当時20数年で壊すことになるとは夢にも

思わなかったであろう損害保険会社の本社ビル建替え工事です

。

当初既存建物をリニューアルして利用することも検討されまし

たが、本社仕様のため賃貸事務所にするには使いにくく、非効率

な建物であることから建替えることになりました。

計画にあたり、既存を全て撤去してから新築工事をおこなうの

ではなく、これから頻発する都市の、それも密集地における建替

えのひとつの解となることを目指しました。

そこで、解体騒音を最小限にすること、解体に伴う廃棄物を最小

限にすること、既存躯体を利用した効率的な設計をすることを

念頭に職住近接環境に配慮した設計を行いました。

以下の観点から既存地下躯体を最大限残した計画としています。

１）既存地下躯体外周部を土留めに利用する。

２）新築部分を既存躯体の内側に納まる大きさとし、躯体打設

後、新築躯体を防音壁替わりに残りの部分を解体するこ

とにより、騒音を最小限に押さえる。

３）解体による廃棄物を最小限にする。

４）既存躯体による地下空間を利用し、タワーパーキング並み

のコストで地下自走式駐車場を設ける。

以上により、工事費の削減と地球環境に与える影響を最小限に

する解体工事、新築工事となるよう配慮した設計を行っています

。

本プロジェクトが都市における建替えのひとつの方向性を示す

とともに、新しい施設が地域に溶け込み親しまれることを願って

います。

環境負荷低減と都市における建替えのひ
とつの解を目指して
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省資源

waste reduction廃棄物削減

注）
レトロフィットとは、既に存在するものを否定せず、現
在では得がたい価値を持った部分（躯体・個性・手づく
り技能）に創意工夫・新しい技術を加え、新たな価値を
創造することを意味する。

完成予定：2004年10月末日
所 在 地：東京都千代田区
規　　模：地下1階、地上11階、塔屋1階
延床面積：14.600m2

所 在 地：愛知県西春日井郡
規　　模：地上6階、塔屋1階
延床面積：7,244m2



壁面緑化パネルユニット

二番町ガーデンの環境共生

二番町ガーデンでは、環境共生を主要なテーマと捉え計画を進めていきま
した。環境共生といっても地球環境といったマクロな話から近隣環境とい
ったミクロの話まで、その位置付けの幅は拡がりがあります。本プロジェ
クトでは、ヒートアイランド現象の低減に貢献するといわれる屋上緑化と
ともに、熱輻射の軽減策としてビルの壁面緑化も行っています。これは特
に、西日の影響が懸念される建物の西側壁面に大々的に採用しています
が、それは同時に、隣接する寺院の境内へののぞき込み防止のための目
隠しスクリーンとしての機能も合わせもっています。
この他、周囲環境との調和を探っては様々な工夫を行っています。建物が
接するエリア毎に、周囲の状況は大きく異なります。高層棟が面する南側
近隣に対しては、見下ろし防止の為の目隠しルーバーを、戸建ての住宅が
近接する東面に対しては、植栽帯を配した「緑の小径」と有孔折板で構成
された半透明の目隠しスクリーンを、住宅ゾーンが広がる北側エリアに対
しては、セットバックしたボリューム設定とテラスの緑化及び壁面緑化を施
しています。
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執務空間に対しては、積極的な外気導入を
計っています。天井面まで大きく開いた
Low-Eガラス開口の足下に、外気を取り入
れる目的で内倒し窓を設置しています。外
気を呼び込むことによって、中間期の空調
負荷を低減する効果が期待されます。また、
夜間残業や休日出勤時には、個人単位で自
由に通風が取れることは、ビルの省エネとと
もにユーザーの使い勝手上、大きなメリット
となります。

西日の影響が懸念される建物の西側壁面に
は周囲への熱輻射の問題を解決する策とし
て、ビルの壁面緑化にも努めています。これ
は特に、周囲への覗き込みを防ぐという目的
も兼ねており、竣工時には、はじめから緑のス
クリーンを形成している必要性が求められま
した。この為、ユニット化されたフレームに農園
で苗を植えつけ、その場で1年近く育てた後
に、現場に持ち込み据え付けるという工法を
選んでいます。

所 在 地：東京都千代田区
規　　模：地下2階、地上14階、塔屋1階
延床面積：58,208 m2



Nibancho Garden

15the effort for environmental symbiosis 2004

周辺への環境を考慮して緑化された屋上の緑を、オ
フィスワーカーの為に積極的に解放し、青空の下に
設けられたもう一つのオフィス空間としての作り込
みをはかっています。ここでは、無線LANの設置等
モバイルワークに対応することは勿論、木陰の下で
気分を一新しながら発想の転換を促し、より創造的
な意見交換を引き出すことで、密度の高いコラボレ
ーションの場となり得ることを目的とした空間を提
供しています。我々はこの新しい執務空間を“オープ
ンエアーオフィス”と名付けました。



断面模式イメージ図

■ リサイクル材の積極的利用

■ 自然通風／ナイトパージ

■ 各階トイレの中水利用

■ ドレン水の廃熱を
利用した外気冷却

■ 屋上緑化

■ ドレン水の廃熱を
　 利用した床冷房

■ 高効率機器の採用

■ ゴミの分別収集

■ エアーシャフト（風の道）

■ 昼光利用

■ 屋上緑化

■ フレキシビリティーの確保

A

A

給気

排気
事務室

W
W

空調ドレン水
の利用アトリウム

貫通通路打水 ミスト雨水利用
DHCより
熱源の供給

計画中プロジェクトの環境共生への取り組み

新丸ビルの改築
●地球温暖化対策への積極的な取り組み

新丸ビルでは、先行プロジェクトでその効果が実証された環

境共生技術を更に洗練して導入すると共に、風力や太陽光、

雨水などの自然エネルギー利用にも積極的に取り組んでいま

す。また隣接街区が連携することにより、丸の内エリア全体と

してヒートアイランド防止や風の道の確保などにも取り組ん

でいます。
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2009年度完成予定
所 在 地：東京都千代田区
延床面積：2,993 m2

三菱一号館の復元
100年以上の歴史を持つ近代オフィス街丸の内。その原点「三

菱一号館」が復元されます。一号館と隣接して整備される広場は

、高度化が進む都市の中での「癒し」空間、歴史・文化の拠点とな

ります。また一号館は、ほとんどが自然素材である「土＝煉瓦」と

「石」と「木」でできており、建物に触れる人々に自然の恵みの有

り難さを伝えることでしょう。構造にはオリジナルの煉瓦造と長

寿命化を実現するため、免震構造の採用を計画しています。

【要点】
● 三菱一号館の歴史。街の歴史環境の整備。高層高密度化した都市の中での「癒し」。
● 丸の内再開発の第二ステージ → 歴史・芸術などの「文化」「情報発信」「ホスピタリティ」の拠点。一号館
と一体となった広場の形成。

●  免震構造の導入。長寿命煉瓦造の実現。
● 自然素材＝土と石と木でできた建物。再利用可能な素材。自然素材に触れることで自然の恵みのありが
たさを知る。

1. ロングライフ
● 耐震性の向上
兵庫県南部地震クラスの極大地震においても、継続的
に建物機能を維持。

● フレキシビリティーの確保
用途の変更、設備の更新に柔軟に対応。余裕のある階
高、床荷重の設定などの基本性能にゆとりをもたせた
100年建築。

2. 自然共生・環境保全
● 屋上緑化
屋上に緑化を行い熱負荷を低減させると共に、潤いの
ある空間を創出。

● 電波障害・光害の予防
高層部のルーバー、フィンによる反射障害の抑制。

3. 省エネルギー
● アトリウムを利用した自然採光、換気、排熱利用
ドラフトを利用した自然換気システムを採用すると共に
、排熱を空調熱源として利用。  

● 外気冷房
中間期および冬期の空調に外気を利用、負荷を軽減。

● 外装の縦フィン、横ルーバによる日射遮蔽
高層オフィスフロアは併せてLow-Eガラス、エアバリア空
調方式を採用、熱負荷を大きく軽減。

● 自然通風
オフィス基準階外装ペリカウンターに換気窓を設け、中
間期、夜間など空調停止時の自然換気を実現。

● 各種センサを利用した高度な照明制御
昼光センサ、人感センサを利用した、きめ細やかな制御
により負荷を軽減。

● BEMS（Building and Energy Management System）
高度なBAS（自動制御）を採用し、ビル設備を最適運
転。

● 高効率機器の採用
トランス、照明、モーターなど、エネルギーロスの少な
い高効率機器を採用、負荷を軽減。

● 搬送エネルギーの低減
大温度差空調、VAVシステムなどの採用によりエネル
ギー消費量を低減。

4. 省資源・循環
● 各部ユニット化による廃材削減
● エコマテリアルの採用、再生資材の利用による処理　 
負担軽減

the effort for environmental symbiosis 2004

明治27年の煉瓦造オフィスビル 内部（銀行営業室）

2007年度完成予定
所 在 地：東京都千代田区
規　　模：地下4階、地上38階
延床面積：約195,000 m2



俯瞰パース

模型写真

木材チップをリサイクルした舗装材 外壁かごのモックアップ

外壁かご・ペットボトル 外壁かご・植物

外壁かご・軽石 夜には軽石の隙間から光がもれる

the effort for environmental symbiosis in projects under plan

愛知万博三菱未来館
● 環境に配慮したエキスポ

2005年、愛知県で開催される愛知万博は、地球環境問題に対

する取り組みとして3Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）をテーマ

としています。

三菱未来館では、パビリオン自体を環境化することで、万博のテ

ーマに対するひとつの回答を提出しています。

● 屋上緑化

建物の屋根面には、軽量土壌にコケ種苗を混入した緑化を行っ

ています。このうずまき状の緑の屋根は、空調負荷を低減すると

ともに、会場へのアクセスとなる新交通システムの電車へ向け

た「環境博」のアピールにも貢献します。

また、基礎は杭を使用しない直接基礎とし、敷地内の土砂の移動

を低減します。さらに、建物導入部の舗装材として、木材チップを

圧縮したリサイクル材を採用し、万博終了後に自然に土に戻る環

境素材としています。

● リース材の採用

会期後の再利用を目的とした単管、足場板などの建設リース材、

空調機器、受電変圧機器などのリース機器を積極的に採用して

います。

● 壁面の環境化

建物の外壁は、エキスパンドメタル製のユニットかごによって構

成されます。各かごには壁面を緑化する植物、再利用可能なペッ

トボトル、軽石、竹材、竹炭、瀬戸物などいろいろな素材が詰まっ

ており、建物を包み込みます。特に植物は、生育時期の異なる複

数の樹種を選定しており、会期の半年の間に建物の表情を変化

させます。

また、出口部分においては、かご内に霧を充満させ、冷気による

気温の低下を行います。

なお瀬戸物は、万博開催地である瀬戸市にちなんだもので、再

利用品としています。

このように三菱未来館においては、Reduce、Reuse、

Recycleを促進する床、外壁、屋根によって建物をデザインし構

成することで、それ自体が「３Ｒ」となるよう計画されており、訪れ

た人々が、このうずまき状の建物を様々な角度から見ることで、

地球環境の大切さを再認識することを提示しています。

○愛知万博開催期間

　2005年3月25日～9月25日
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所 在 地：愛知県愛知郡長久手町
規　　模：地上2階
延床面積：1,965 m2
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お問い合わせ：技術情報部 [03-3287-5810]
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