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三菱地所設計は、お客様や施工会社への技術提案を骨格として、
ISO14001環境マネジメントシステムを構築・運用しています。
（平成14年1月認証取得）

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。
ごあいさつ
日本語の「もったいない」が世界に広まっていると聞きました。
きっかけはノーベル平
和賞受賞者でケニア環境副大臣のワンガリ・マータイ女史が今年２月の来日で知り
、その後、国連本部の会議で紹介するなどしたことによるそうです。
このことばにはゴ
ミ削減から再使用、再利用、
さらには修繕までもの意味が含まれており、
こうしたこと
ばを持つ我が国でのサステナブル（持続可能な）建築の重要性については改めて申
し上げることもないと思われます。
一方では、身近に新たな環境問題が起きています。
アスベスト問題です。
これは健康
問題でもあり、罹患から発症までの時間があまりにも長く、気づいたときには重大な
結果をもたらすため社会問題化しています。
アスベストには安価で劣化しない性質
があり、多くの建材製品の中にも少量ながら含まれてきましたが、今般私たちは、原
則として全プロジェクトでアスベストを全く含まない（ゼロアス）製品の使用をお客さ
まにご提案することを明確に致しました。
私たちは「環境・文化・未来のグランドデザイナー」
として、お客さまの持続可能な社
会形成への貢献をサポートするとともに、身近な環境問題にも最適にお応えしてま
いります。

平成17年11月

環境方針

取締役社長

小田川和男

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）
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三菱地所設計の環境共生への取り組み

02

the effort for environmental symbiosis 2005

the effort for environmental symbiosis

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

自然共生・環境保全・景観形成
三菱地所設計は、地球環境にやさしい建築を提案します。

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

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

廃棄物削減
建設廃棄物の削減・再生利用の推進
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三菱地所設計の環境共生技術
ロングライフ系の技術

省エネルギー系の技術

ゆとりの確保

自然生態共生

断熱性能の向上・日射の遮断

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。

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。

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。

スケルトン・インフィル

都市気候緩和

自然光や外気の利用

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。

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。

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。

構造的耐久性向上

景観形成

照明システムの効率化

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。

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。

設備改修

汚染防止

空調システムの効率化 ㈰
㈰熱源システム

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。

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染や、室内空
気汚染、電波障害などを予防する。

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。

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。
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自然共生
環境保全
景観形成系の技術
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environmental symbiosis technology
省エネルギー系の技術

省資源系の技術

廃棄物削減系の技術

空調システムの効率化 ㈪搬送エネルギー
㈪

部分更新容易な工法

廃棄物の少ない計画

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。

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。

建設残土、解体廃棄物等の発生量を削減
する。

地域冷暖房

再生資材の活用

低環境負荷材

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。

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。

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。

ビル管理システムによる最適管理

雨水の再利用

ゴミ処理システム

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。

雨水や機械排水を処理し、便所洗浄水等に
再利用する。

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。

クリーンエネルギー

熱帯雨林の保護・国産木材の活用

廃棄物の再資源化・適正処理

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。

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。

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。
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ロングライフ
ローコスト賃貸住宅でのスケルトン・インフィル
ルピナス守恒
小倉駅から約15分のモノレール守恒駅に隣接した敷地です。敷地
北側の4階レベルをモノレールが近接して走り、その下は、かなり
の交通量のある幹線道路です。賃貸集合住宅として、
この悪条件を
克服するために、様々な配慮を行なった計画としていますが、さら
に将来のプラン変更可能なスケルトン・インフィルとすることが必
要と考えました。
3階〜10階を家族向けや単身赴任者向け2LDK、3LDK、2階を学生
向けのLDK、1階が店舗の構成です。
条件の悪い北側居室は防音対策を行い1室までとして、水廻りを
北側に集中させることで配管を床上処理し、縦系統をすべて共用
部とすることを容易に可能としています。
また住居間仕切りを乾式
壁とするためにSRC造のワンスパンのラーメン構造としています。
住宅部分は将来、例えば2室を一体として、駅前の利便性を売りと
するSOHO的な使われ方も可能です。その、玄関扉を開けたときに
室内を見通せないプランとした上で、さらに近接する守恒駅から
の視線に配慮し、廊下に縦ルーバーを設置しました。北側外観の
特徴となっています。

所在地：福岡県北九州市小倉南区
規模：地上10階
延床面積：5,126 m 2

「居ながら施工」による国内最大級の「中間層免震レトロフィット」
愛知県西庁舎
免震レトロフィット工法は、耐震性能が不十分な既存建物に免震
部材を組み込み、地震入力を低減させる補強法で、高い補強効果
が認められています。愛知県西庁舎において、防災拠点としての耐
震性能を確保するために、地下1階を免震層とする免震レトロフィ
ット工法による耐震改修工事を実施しました。工事範囲を免震階（
地下1階）に極力集中させることで、庁舎としての機能を確保し、建
物を使用しながらの「居ながら施工」が可能となりました。
工事中における建物使用者の安全と業務への影響を極力抑える
よう、綿密なシナリオを組み立て、改修設計を行いました。免震装
置を取り付けるために58本のSRC柱を順次切断する必要があり、
仮受け工法の構造実験を事前に行い、安全を確認した後、免震工
事に着手しました。免震装置は鉛入り積層ゴム、弾性すべり支承を
採用しています。
免震層の築造にあたり、既存ドライエリア、地下駐車場を活用する
ことで、
コンクリート、鋼材等天然資源の消費削減および残土の削
減につながりました。

所在地：名古屋市中区
規模：地上10階、地下3階
延床面積：32,305 m 2
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柱切断面

柱切断後

免震部材セット後

long life
歴史的建物（古書籍収蔵庫）の耐震補強
靜嘉堂文庫
静嘉堂は岩崎彌之助(1851〜1908)と小彌太(1879〜1945)の父子
二代によって設立され、多くの古書籍と古美術品が収蔵されてい
ます。本敷地（約15,300m2）には、5つの建築物と岩崎家の霊堂が
あります。そのうち、1992年竣工の美術館を除き、4つの建物（書庫
・文庫（東京都選定歴史的建造物）及び美術品倉庫・旧閲覧室）に
ついて耐震診断を行いました。その結果、
「書庫」については、所定
の耐震性能に疑問があることがわかりました。
この「書庫（設計：三

改修前

色合わせ中のタイル見本

菱合資会社／桜井小太郎）」は、大正13年（1924年）の竣工です。
設計段階で耐震壁の位置を決定するに当たり
1.内部の古書籍の保存環境（通風・湿度・温度など）を極力変え
ないこと
2.外観の印象も変えないこと
3.外部からの耐震壁打設工事とし、内部の影響を極力少なくす
ること
により設計を進めました。外壁タイルの形状も特殊なスクラッチタ
イルでしたが、色彩・形状とも現在の風合とほとんど変わらない外
観（耐震壁設置）を実現することができました。

所在地：東京都世田谷区
規模：地上3階
延床面積：約578 m 2

新設耐震壁
改修後

既存躯体を利用し生まれ変わるファサードと空間
追手門学院大学付属図書館・宮本輝ミュージアム
築35年たった図書館は何度となく増改築を繰り返し利用していま
した。建物を活かしながら、学生が活用し、新生できることができ
る図書館をいかに建設するかが課題でした。
コンペにより追手門
学院大学図書館の改修工事を受注しました。
既存建物は広場に面して閉じた空間となっていました。今回広場
と一体となった空間として再構成し学生の視認性を高め、入りや
すいファサードとしました。
広場と一体となった空間の上部床を取り、2層の吹抜け空間とし大

改修前ファサード

改修後ファサード

きなエントランスホールを設け宮本輝ミュージアムを併設ました。
大学の卒業生である芥川賞作家 宮本輝氏の愛用品や直筆原稿を
展示し、学生や様々な方々の交流の場としました。
外壁は既存の壁の外側にもう一枚外壁を設けることで、止水性能
の向上、既存壁と新設壁間に空気層による断熱効果等メリットが
多く既存壁を破棄せずに行える設計としました。
また、既存の屋根に学生がでられるテラスを緑化し、直下の居室
温度上昇を防ぐ配慮をしました。
既存躯体を残しながら機能改修だけでなく、付加価値をつけた新
築同様の建物を目指しました。

所在地：大阪府茨木市
規模：地上4階、地下1階
延床面積：2,172 m 2

宮本輝ミュージアム
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自然共生・環境保全・景観形成
次世代へ残すもの
志木ガーデンヒルズ
計画地は武蔵野・野火止台地を縁取る斜面林が、まとまって残さ
れており、次の世代へ引き継いでゆくものとして、その保全・利用と
再生を開発テーマとしました。
特に西側斜面地に既存樹が多く、公園、遊歩道や広場と一体的に
整備する計画としました。
本計画では、市民・行政を含めたワークショップにおいて、提案・協
議・調整を行い、市民・住民による管理・保全により、地域に開かれ
た緑地として、次の世代に引き継がれてゆくことを前提にしていま
す。
また、半円球の枝張りの、直径20mにもなる大イチョウを広場のサ
ークルに移植し、
シンボルツリーとしました。
既存樹は、エノキ、
コナラ、ムクノキ、イヌシデ、エゴノキ、ムクロジ、
ミズキ、キンモクセイなどから構成され、四季のうつろいを感じさ
せてくれます。
新たな植栽を合わせ、中高木約800本、低木約600本、四季折々の
緑と花が楽しめる植栽計画としました。

所在地：埼玉県志木市
開発面積：約14,800 m 2
2
緑地面積：約4,200 m（既存緑地
約2,000 m 2）

パッシブな環境制御による住空間

ソアラノーム代々木上原
この建物は平均専有面積165m2の住戸9戸により構成される外国
人用賃貸集合住宅です。敷地境界に迫る近隣の狭小住宅郡から
の圧迫を柔らかくいなす為に、住戸内と近隣建物との間にツタで
緑化された半透過なメッシュ＝「グリーンレイヤー」、大型バルコ
ニー、木製ルーバー、光庭等幾重かの心理的な層を設け、住まい
手が周辺に対し適切な距離感を感じられる様に意図しています。

グリーンレイヤー

住戸内はリビング･ダイニング･キッチンを一体の空間とし、そこに
約4ｍ角の大きなバルコニーと光庭を絡ませることにより､眺望・
プライバシーの制御と、通風・採光等の「抜け」の良さの両立を目
指しました。気候の良い中間期には室内と大型バルコニーが開放
された連続する空間となり、夏期には大型バルコニーが奥深い軒
の役割を果たして室内環境を制御し､住まい手が日本の四季の“う
つろひ”を気持ち良く直に感じる事が出来る空間を実現しています
。敷地境界にあるグリーンレイヤーは、近隣を視覚的に和ませ､経

光庭

大型バルコニー

年にてゆっくりと緑葉の密度を上げていくと共に､ささやかながら
周囲の温暖化に抵抗をしています。
視

居室
光庭
ルーバー
大型バルコニー
近隣及び街路

所在地：東京都渋谷区
規模：地上3階、地下1階、塔屋1階
延床面積：2,372 m 2
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距離感

レイヤー

線

natural symbiosis, environmental preservation, landscape formation
街並み「保存」
と有効活用
大阪証券取引所ビル
大阪証券取引所旧市場館の特徴的な外観は証券の街「北浜」の顔
であり、昭和10年の竣工以来、永く大阪市民に親しまれてきました
。
しかし株式取引の電子化に伴い、立会場のある市場館はその役
割を終え、高層ビルとして建替えることとなり、街の顔であった市
場館を「保存」
し、活用することを検討しました。
当時の雰囲気を忠実に残す為、正面の外壁は躯体ごと残し、新し
い構造躯体と内側で繋げました。ビルの高層部はセットバックさ
せ、低層部の輪郭を保持することで、
「街並景観の保存」を行いま
した。正面の金属製の面格子など長い年月の間に失われたものに
ついても、竣工当時の状態に復元しております。
また、内部空間についても、旧建物の玄関広間だった吹抜空間の
内装を保存し、拡張してアトリウムとして公開、活用しました。当時
の趣向を凝らしたステンドグラスや楕円形に石を貼った吹抜広間
など現代では作り出せない独特の雰囲気を持つ内外装を、新ビル
の内外観に採り入れ活かし、
シンボルとして役立てています。

所在地：大阪市中央区
規模：地上24階、地下2階、塔屋1階
延床面積：53,932 m 2

環境共生教育の場「エコテラス」
フェリス女学院大学緑園体育館
フェリス女学院大学緑園キャンパスは横浜市泉区の緑豊かな丘
陵地に位置しています。
フェリス女学院大学ではもともと学生によ
る環境活動が盛んであり、緑園体育館では様々な環境提案を学生
と共に実現しました。
この体育館はアリーナ棟と部室棟と、
これらをつなぐ二層吹き抜
けのエントランスホールで構成されています。部室棟屋上のビオ
トープは、周辺の生態系を再現しようというもので、植栽帯と池か
らなっています。植栽帯の部分は樹木や草花をおりまぜて奥行き
感をもたせ、一部に下垂型の植物を植えて壁面緑化をおこなって
います。
また周辺より飛来する昆虫のための水場として池を設け、
池ではめだかが泳いでいます。
さらに緑化の断熱効果や自然エネ
ルギーについて継続的に研究できるよう、躯体等に温度センサー
を設置し計測しています。
このほかにも太陽光発電パネルや太陽熱温水器を設置し、緑溢れ
る憩いの場であると共に多角的な環境共生教育の場として、
「エ
コテラス」
と名付けられ、親しまれています。

所在地：横浜市泉区
規模：地上3階、地下1階
延床面積：3,156 m 2
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省エネルギー
自然光を操るコンクリートルーバー
FBS福岡放送ビル
21世紀型ローカルＴＶ局のモデルとして、マルチメディア時代
に対応できるコンテンツ制作工場とすることを意図し、全ての
人に使いやすく、かつ可変性の高い機能的でシンプルな建物と
しました。
デザインにおいては、経験に裏付けされたシンプルで確実なディ
テールを応用しながら、ローカル局として周辺地域へアピールで
きるものとしました。特に交通量の多い西側の前面道路に対し
ては、彫の深い格子をリズミカルに配することで、光と影による
シンプルで清潔感あふれる表情としました。この格子は在来工
法のスラブとＰＣによって構成しており、垂直ルーバーが直達
日射を遮蔽することでペリメータの温熱環境を向上させ、また
水平ルーバーはライトシェルフとして機能し、天井面へ自然光

oﬃce

oﬃce

oﬃce

oﬃce

建物高層部の中心にはトップライトのある高さ15mの吹抜を

oﬃce

oﬃce

置き、明るく一体感のある執務空間としました。この吹抜は各階

oﬃce

を導いています。

風

oﬃce

oﬃce

事務室の換気窓から取り入れた風の通り道として活用されて

oﬃce

います。

oﬃce

光

news center

studio

所在地：福岡市中央区
規模：地上10階、地下1階
延床面積：15,236 m 2

oﬃce

studio

断面図

断面詳細図

Low-Eガラスと南側コア計画
みなとみらいビジネススクエア
本建物はみなとみらい21地区で東西100ｍ、南北240ｍもある大
きな街区の北端に位置します。周囲の街区も同程度の大きさで、
オフィスや集合住宅が混在し、近い将来、高さ80〜100ｍクラスの
超高層建築の街並みが形成されます。
東西に長く南側隣地となる敷地条件に対してごく普通に平面計画
を嵌め込むと南側コアとなりますが、
この平面計画の優位性につ
いて、省エネの視点からも検討しました。
を目標としました。

N

横連窓で開口率48％の外装デザインに対し、
PAL値270
（MJ/m2・年）
北西側全景

基準階平面図

窓ガラスにはLow-Eペアガラスを全面的に採用しましたが、単層
フロートガラスを比較ケースとしました。
コア配置の違いによる負

けいゆう病院

荷損失の違いについては、南側コア計画を基準に平面を90度づ

M.M. TOWERS
39街区

つ回転させた3つの比較ケースを検討しました。

32街区

警察活動センター

本建物はＰＡＬ値257であり、目標値をクリアするとともに、平面
計画、外装材料の優位性がよくわかります。
設計
比較A
比較B
比較C
比較D

比較ケース
南側コア／Low-Eペア
南側コア／単層フロート
西側コア／Low-Eペア
北側コア／Low-Eペア
東側コア／Low-Eペア

PAL値
257
306
273
266
274

40街区

33街区

M.M. TOWERS
FORESIS

PAL値比較表
N

※PAL値：建物外皮の年間熱負荷係数
所在地：横浜市西区
規模：地上14階、地下2階
延床面積：29,241 m 2
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41街区

34街区

横浜メディアタワー
美術館前庭

広域配置図

energy saving
外断熱工法の採用
二番町心法寺客殿・庫裡
都心の巨大なビルに隣接する寺院の客殿・庫裡の計画です。環境
に配慮したいというクライアントの意向に応え、省エネルギーに優
れる外断熱工法を採用しています。コンクリート躯体の外側に直
接ポリスチレンフォーム保温材を貼り込み、
グラスファイバーメッ
シュと特殊なトップコートで仕上げるこの工法は、
ドイツで開発さ
れ近年日本でも広まりはじめた新しい工法です。意匠的にもシー
ムレスでフラットな壁面を構成することができることが魅力です。
外断熱の場合、コンクリート躯体が室内の暖房や冷房からの熱を
蓄熱するため、室内温度が安定し快適な環境が維持できるだけで
なく、結露の発生も抑えることなど、躯体及び建物全体の耐久性を
増すともいわれます。

所在地：東京都千代田区
開発面積：地上2階
延床面積：651 m 2

氷蓄熱システムの採用
糖業会館・ニッポン放送本社ビル
本建物の省エネルギー対策として氷蓄熱システムを採用しており
ます。
氷蓄熱システムは、電力需要の少ない夜間に冷凍機を運転し氷蓄
熱槽に蓄熱し、空調負荷の大きい日中に冷熱を蓄熱槽から放熱す
ることによって、消費電力の平準化を図ります。
これにより、冷凍機
や発電所の効率的な運転が可能となり、省エネルギーにつながり
ます。
また、都心に設置された本建物は、
日中の冷凍機運転の稼働
率が下がるため、ヒートアイランド対策にも寄与します。

所 在 地：東京都千代田区
規
模：地上9階、地下4階、塔屋1階
延床面積：13,088 m 2

氷蓄熱は水蓄熱に比べて、少ないスペースで容量を確保できる高
密度な蓄熱システムです。地下機械室に設置された氷蓄熱槽は、
夏期の冷房ピーク時の約３割を賄うことのできる容量です。

熱媒過流量制御冷凍機システムの導入

本システム
2.4

昭和51年に竣工したDHCプラントシステムの機器更新に当り、運

2.0

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。特に小負荷（部分負荷
）時に、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75％〜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)と共同特許出願済）を導入しました。最適システムの提案により
、機器更新完了時（2008年5月完了予定）において、省エネルギー20
％以上を見込んでいます。

システム COP

大手町地区大手町センター

1.6

過流量システム1台運転

過流量システム2台運転

定流量（従来）システム2台運転
1.37

1.36

1.35

1.35

0.80

0.78

0.77

0.78

1.50

1.2
0.8

従来システム

1.02

1台

定流量（従来）システム3台運転
1.25
1.17

1.39

1.53

0.98 1.15

1.50

1.49

1.15

1.12

1.41
1.02

2台運転
1.29

0.88

1.52
1.22
1.15

0.91

0.4
0
2
4
6
8
10
時
冷凍機システムCOPの改善
※本データは、既にシステム導入したプラントにおける
効果検証結果です。

12
刻

14

16

18

20

22

熱媒過流量制御システムは第43回空気調和・衛生工学会賞／技
術賞（技術開発部門）を受賞しました。
所在地：東京都千代田区
機器概要
ターボ冷凍機：1,000RT（タンデム型）
冷水流量：定格流量 504m3/h
378m3/h〜756m3/h（可変）
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energy saving

省エネルギー
自然エネルギーの積極的利用
電機工業会館
社団法人日本電機工業会は国内電気機器関連の事業の発展と技
術の標準化、高度化を主な活動の内容とする団体であり、電機産
業に関連する環境保全対策もその活動内容のひとつになってい
ます。本建物は日本全国にある工業会の中心となる施設であり、会
の活動主旨を表象するものとして環境に配慮した施設を目指すこ
とが設計コンセプトのひとつになっています。
電機工業会館は、既存樹木（サクラ）の保存・高効率設備機器の使

太陽光発電パネル

用・中央監視のLONWORKS対応等環境に配慮した提案を実施し
ており、省エネルギー対応のひとつとして屋上に太陽光発電パネ
ルを設置しています。
コア部分の屋上緑化スペースをのぞき、屋上
のほぼ全面に太陽電池パネルが取り付けられています。周辺には
太陽光を遮る高層ビルなどの遮蔽物が無く、建物自体も南を向い
ているため理想的なパネル配置となっています。
また発電の状況
は多くの来館者の目に触れるよう、1階エントランスの受付カウン
ターに置かれたモニターで見ることが可能となっています。単なる
リアルタイムの電力量表示だけでなく、
日月ごとの変遷表示、CO2
削減量への変換表示等様々なモードで見ることが可能となってい
ます。

所 在 地：東京都千代田区
規
模：地上6階
延床面積：2,847 m 2

免震層を用いたクールチューブの採用
NHK山口放送会館
災害時の情報発信拠点、防災拠点として建物機能を維持する必要
性から、計画当初より免震構造の採用は必須条件となっていまし
た。設計を進めていく中、免震層の空間ボリュームは大変大きくそ
の有効利用を検討していたところ、1.地下躯体であり、比較的気温
が安定していること。2.十分な気積量が確保できること。3.建物が
整形で、東西南北全ての面から外気導入が可能なこと。
といった
観点から、
クールチューブとして利用する計画となっています。
ここ
から供給される外気は、視聴者プラザの空調として利用、公共性
の高い建築物からランニングコストを抑える課題にも対応するこ
とが出来ています。
また免震層の下部ピットに水蓄熱層を設け、さらなるランニング
コストの削減を図っています。氷蓄熱との検討を行い、比較的メン
テナンスが容易な水蓄熱を採用し、上部が免震層という安定した

免震装置
／積層ゴムアイソレータ

空気層を断熱層として捉え、相互に安定した温熱環境が確保でき
るよう、複合検討された構成となっています。

免震層（クールチューブ）

所在地：山口県山口市
延床面積：5,644 m 2
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免震装置
／弾塑性ダンパー

resource saving

省資源
和風造作材の再利用による伝統空間の再生
善光寺
客殿新設にあたり、旧大座敷等の既存材料を利用したいとの施主
要望があり、既存材料の再利用検討を始めました。材料の状態や
利用可能寸法、再利用のコスト等も念頭におき1.貴重な材料（違
い棚の金物や透かし欄間）、2.施主の思い入れのある材料（照明器
具、襖の引手）、3.新設建物の空間に合う材料（書院部障子、筬欄間
、床框）に分類し、利用の可能性を検討しました。
これらの材料は1階の二間続きの和室に組み込む事とし、柱位置
や部屋の大きさ、天井形状、高さなど、既存部材寸法に合わせる形
で再構成し、当初の新建材を使った和室の考えから伝統的な和室
のしつらえに方向転換を行いました。その結果、旧座敷の面影を
思わせる物となり、施主からもこの座敷に座っているとなにか懐か
しく、
こころ落ち着きますとのお話を頂いています。
木材が貴重になっている現在、木目の良い材料や、金物の細工や
透かし彫りの技術も減っていきている中、仕事の手間はかかりま
すが、
これらの財産をいかしていく事も大切であり、人のここも和
ませるものであると改めて感じる空間となっています。

所在地：東京都港区
延床面積：1,356 m 2

waste reduction

廃棄物削減
伐採材の還元
富士スピードウェイ改修計画
富士スピードウェイ改修計画では、
リニューアル工事にて発生した
伐採材の一部をチップ化し現地に撒き出すことで、伐採材の有効
活用と廃棄物の削減に取り組むと共に、樹木を土に還元する自然
循環を実現しました。
幹と枝葉・根に分別した伐採材は、枝葉と根の部分を現地に用意
した破砕機械でチップ化して森林に撒き出し、緑化肥料としの効

破砕機械によるチップ化

チップ撒き出し状況

果を期待すると同時に、場内の裸地に敷均し土地を肥沃化させる
ことで今後の緑化促進を図っています。
さらに、新規植栽のマルチ
ング材としても活用し、樹木にとって良好な生育環境を整えました
。
チップ材の撒き出し厚さは、過湿や酸素不足、窒素過多など土壌
に悪影響を与えず、また発酵による熱や悪臭が発生しない30cm
程度としています。
なお、伐採材の幹部分については工事で使用する仮設杭材や、
パルプ材の資源として有効活用しました。
この取組みにより約10,000tの廃棄物を削減させ、樹木を土に還
元する自然循環を実現し、環境負荷の低減に努めました。

所在地：静岡県駿東郡
開発面積：233 ha
コース全長：4,563 m

the effort for environmental symbiosis 2005

13

東京ビルの環境共生

快適な緑化による環境負荷の低減
VERTICAL GARDEN 屋上緑化

JRの線路側に面する低層部のファサード面は、各階に大小のテラ
スを持ち、利用者のアメニティを高める計画としている。それぞれ
のテラスにはボリュームのある落葉樹を列植することで、
あたかも地上の木々が建物の垂直面へ延長されたようなファサー
ドとなっており、自然と共存する新しい丸の内の表層を表現し
ている。

GREEN WALL 壁面緑化

北側敷地境界にある屋外貫通通路では、新しく東西に貫通する歩
行者ネットワークをより豊かな物とするため、壁面緑化パネルによ
るGREENWALLを計画している。

GREEN NETWORK 周辺街路との連携

外構については敷地に面する歩道部分も含めた一体的な歩行者
空間として整備し、植栽計画では街路樹と連続性を図り、床仕上げ
においては保水性舗装でヒートアイランド対策としている。

14
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Tokyo Building

方位に合わせた外皮デザイン

OPEN EDGE

SKIN-SYSTEM

REFLECTED SCREEN

東京ビルの外観デザインにあたっては、1700％の超高容積のボリ
ュームを複数のスキンが重なり合ったファサードとし、都市景観と

GLASS SKIN

GREEN SCREEN

の調和を図っている。各々のファサードでは長大なファサードを持
つ東西面は縦リブ、南北面は水平フィンとし、ペリゾーンの日射遮
蔽にも有効なデザインとなっている。

NAKED PLATE

REFLECTED SCREEN

簡易エアフローシステム+Low-eガラス

窓廻りの空調システムでは窓ガラスとロールスクリーンを二重サ
ッシと見立てて、その間に吸い込みファンを設けて、
ブラインドに
吸収された日射を排出する簡易エアフローシステムを採用してい
る。
ブラインドは電動にて一斉制御とし、特に東側に大きなファサ
ードを持つ東京ビルの午前中の立上がり負荷低減を図っている。

南面：水平フィン
南面のPAL値を30％削減

28.8m
114.2m

18.0m

N

東西面：大小の縦リブによる立上げ時の熱負荷底辺

壊さないコンストラクションマネジメント

B社テナント
内装工事
A社テナント
内装工事

東京ビルでは、テナント工事に伴う撤去工事を最小限とできる
C.M. (コンストラクション-マネジメント)を3つの手法で実現してい

C社テナント
内装工事

ます。
作る環境負荷+捨てる環境負荷

撤去部分

1.テナントニーズを包括する合理的な拡張スペック
・UGR19のベース照明
・貸室内床開口

ビルオーナー基本工事

・各スパンの排煙口
2.テナントニーズを想定したオプションを予め設定
撤去部分の縮小、不要A工事の中止

・廊下無しプラン
・ELVホールセキュリテイ扉

A社テナント
内装工事

B社テナント
内装工事

拡張パック

C社テナント
内装工事

オプション設定

ビルオーナー基本工事

・チョイス可能なカーペットタイル色
・屋上テナント設備スペース
3.早めのテナント工事設計を誘導し、不要なA工事を中止
所 在 地：東京都千代田区
敷地面積：約 8,090 m 2
建築面積：約 5,678m 2
延床面積：約 149,340 m 2
規
模：地上33階、地下4階、塔屋1階
最高高さ：約 164 m
構
造：鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造
主要用途：事務所、店舗、駐車場、その他（地域冷暖房施設）
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CASBEE 建築物総合環境性能評価システム
CASBEE早わかり
サステナブル（持続可能な）建築の普及には、建築物の環境性能を総合的・客

CASBEEは、設計者が設計の企画段階、実施設計段階で自己評価システムとし

観的に評価する評価尺度と、
これを運用する制度が必要です。

て利用するほか、専門家による第三者評価を行えば、
ラベリングツールとして

建築物のサステナビリティについての評価結果の開示は、建築の資産価値や

も利用できるものです。

企業の環境への取り組み姿勢の評価につながり、さらには、建築主や設計者

設計事例の（仮称）みなとみらい21地区40街区プロジェクトは、愛知万博長久

がより優れた環境性能の建築をつくる動議づけにつながると考えられるから

手日本館、同瀬戸日本館とともに、
（財）建築環境・省エネルギー機構から、第1

です。

回のCASBEE評価認証（Sランク）を、受けています。

そのような背景で開発されたCASBEE（建築物総合環境性能評価システム）は

地方自治体では、建築行政に利用しています。名古屋市、大阪市、横浜市では

、エネルギーや資源の消費量を減らしながら経済成長を達成しようという環

既にCASBEE簡易版による届け出制度が運用されています。

境効率の概念を取り入れており、
より良い環境品質・性能の建築物を、
より少

CASBEE評価員登録制度も昨年から運用されていますが、
これはCASBEEの適

ない環境負荷で実現することを評価します。式で表せば、

正な運用と普及を目的としたものです。当社では11名が登録しています。

BEE（環境性能効率）=

Q（建築物の環境品質・性能）
L（建築物の外部環境負荷）

を評価尺度としています。
L：建築物の外部環境負荷で評価（境界外）
Building Environmental Loadings

LR：建築物の環境負荷低減性
Reduction of Building Environmental Loadings

Q：建築物の環境品質・性能で評価（境界内）
Building Environmental Quality & Performance

L-1：エネルギー

LR-1：エネルギー

Q-1：室内環境性能

建物の熱負荷制御、
自然エネルギーの利用

音環境、温熱環境、光・視環境

設備システムの高効率化、効率的運用

空気質環境

LR-2：資源・マテリアル

Q-2：サービス性能

水資源保護、低環境負荷材の使用

機能性、耐用性・信頼性

LR-3：敷地外環境

対応性・更新性

L-2：資源・マテリアル
L-3：敷地外環境

Q-3：室外環境性能

大気汚染防止、騒音・振動・悪臭防止等

生物環境保全と創出

仮想境界

まちなみ・警官への配慮等

資源消費、CO2排出など

排気、騒音、廃熱、排水など

近隣建物

近隣建物

土壌汚染
仮想境界に基づく環境品質・性能（Q）
と環境負荷（L）の定義

環境ラベリング

BEE=3.0

100

S

原点（0,0）
と結んだ直線の勾配として表示されます。Qの値が高く、Lの値が低
いほど傾斜が大きくなり、
よりサステナブルな性向の建築物と評価できます。
この手法では、傾きに従って分類される領域に基づいて、建築物の環境評価
結果をランキング（環境ラベリング）することが可能となります。
グラフ上では建築物の評価結果を BEE 値が増加するにつれて、Cランク
（劣っ
ている）からB-ランク、B+ランク、Aランク、Sランク
（大変優れている）
としてラベ

建築物の環境品質・性能 Q

横軸のLに対して縦軸のQがプロットされる時、
グラフ上にBEEの評価結果は

BEE=1.5

A

BEE=1.0

B+
B-

事務所
学校
物販店

50

飲食店
集会所

C

病院
ホテル

リング（格付け）
されます。

共同住宅
0

0

50
建築物の環境負荷 L

BEE による環境格付け
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工場等

Comprehensive Assessment System Building Environmental Efficiency
丸の内北口ビルディング

Q 環境品質・性能向上の特徴的な取り組み

所 在 地：東京都千代田区丸の内
竣工時期：2004年8月
用
途：事務所
評
価：自主評価
2
商業ホテル棟を含む）
面
積：10,791 m（敷地、
2
74,225 m（延床）
構造・階数：SRC造（地下）、S造（地上）
地上29階、地下4階、塔屋1階

BEE=3.0

建築物の環境品質・性能 Q

100

S

A

BEE=1.5

B-

BEE=3.3

71

BEE=1.0

B+

BEE
=0.5

50

C

0

22

0

50
建築物の環境負荷 L

100

CASBEE ランキング
（BEE=Q/L）
Q-2（重み係数=0.3）
5
4
3

Q-1
（重み係数=0.4）

2
1

Q-3
（重み係数=0.3）

0

LR-1
（重み係数=0.4）

LR-3
（重み係数=0.3）
LR-2（重み係数=0.3）

レーダーチャート

M. M. TOWERS FORESIS
所 在 地：横浜市西区みなとみらい
竣工時期：2008年1月（予定）
用
途：集合住宅
評
価：IBEC
2
2
面
積：20,568 m（敷地）
、153,564 m（延床）
構造・階数：RC造（免震）、地上30階、地下1階

BEE=3.0

建築物の環境品質・性能 Q

100

S

68

A

BEE=1.5

BEE=1.0

B+
B-

BEE=4.3

Q-1 室内環境
・小分割（60〜70m2）
でのVAV制御
・エアバリアによるペリメータ処理
・昼光センサーによる照度制御
・CO2センサーによる外気量制御
・F☆☆☆☆材料の採用とメンテナンスを配慮した内
装材
Q-2 サービス性能
・天井高さ2.8m（一部階3.0m）、階高4.2m（一部階
4.6m）
・制震装置、高床荷重ゾーンの設定
・コンセント容量90VA/m2の対応
・各階リフレッシュコーナー
・自由度の高いオフィスレイアウト
・設備の冗長性、ユニット化、予備スペース
・更新を考慮した設備計画、予備スリーブ
・耐久性の高い材料の採用
Q-3 室外環境（敷地内）
・外構の緑化、屋上緑化
・公開空地と屋内アトリウム空間
・街区全体の調和、導線計画

・地域冷暖房
・低騒音機器の採用と騒音対策の徹底
・中水および雨水貯留による下水道負荷の低減
・駐車場台数確保と駐輪場の整備
・風害シミュレーションの実施と街区配棟計画屋内貫通通
路
・ゴミ分別回収とリサイクル
・脱臭装置

LR 環境負荷低減の特徴的な取り組み
LR-1 エネルギー
・PAL値195MJ/m2の高断熱性能
・大温度差利用による空調搬送動力低減
・昼光利用、高効率機器
・BEMSによる効率的な運転管理
LR-2 資源・マテリアル
・節水器具、雨水利用、中水設備
・空調ドレンの簡易濾過再利用
・窒素ガス消火設備
・設備更新配慮のプランニング、内装パネル化
LR-3 敷地外環境
・地域冷暖房

Q 環境品質・性能向上の特徴的な取り組み

LR 環境負荷低減の特徴的な取り組み

Q-1 室内環境
・床スラブ厚300mmコンクリートによる静謐環境
・地域冷暖房熱源による全居室空調+屋外機レス化
・大きな開口部+全周バルコニーによる日射遮蔽
Q-2 サービス性能
・スケルトン＆インフィル方式
・免震構造+耐震等級「3」
・各住戸に光ファイバーを4本配置して情報インフラを
整備
Q-3 室外環境（敷地内）
・周辺環境と融合するデザイン
・地域との共生アクティビティフロアを設置
・
「都市の森」づくり+屋上緑化

LR-1 エネルギー
・地域零段熱源の採用
・全戸Low-e複層ガラスを採用
・全熱交換型換気システムの導入
LR-2 資源・マテリアル
・リサイクル材・電炉鋼の採用
・窒素系消火設備
LR-3 敷地外環境
・オーバル形状による騒音防止
・屋外機レス化による騒音防止
・緑化によるヒートアイランド化の防止

BEE
=0.5

50

C

0

0
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50
建築物の環境負荷 L

100

CASBEE ランキング
（BEE=Q/L）

Q-2（重み係数=0.3）
5
4

Q-1
（重み係数=0.4）

3
2
1

Q-3
（重み係数=0.3）

0

LR-1
（重み係数=0.4）

LR-3
（重み係数=0.3）
LR-2（重み係数=0.3）

レーダーチャート
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〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル
http//www.mj-sekkei.com
お問い合わせ：技術情報部 [03-3287-5810]
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