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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、高い職 業 倫 理 意 識のもと、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
昨年11月に発覚した耐震偽装は個人の犯罪として立件されましたが、建築確認制
度や建築士制度の根幹を揺るがす事件にまで発展しました。
これは国が国民の安全を守るという根本使命に立ち戻って制度を見直す必要性の
ある事態と国自身が受け止めたからです。その結果、社会資本整備審議会答申「建
築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」には、建築士制度の抜本
的な見直しのための施策が盛り込まれ、今臨時国会で法改正される見通しとなって
きました。
私たちは、今まで以上に自己研鑽に努めるとともに職業倫理意識を高め、
「環境・文
化・未来のグランドデザイナー」
としてお客さまの期待にお応えし、信頼とご満足の
得られる仕事を続けてまいります。

平成18年10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技術

ロングライフ系の技術

04

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

ゆとりの確保

自然生態共生

地域冷暖房

用途の変更、設備の更新に対応するため
階高、床荷重等の基本的性能にゆとりを
持たせ、同時に魅力ある建物を創出する。

人と自然との共生、周辺の生態系の再現
をめざし、様々な手法を用いて開発で失
われる自然を代償し、生物の生息拠点を
確保する。

一 定 地 域 内 の 建 物 の 熱 源 設 備 を 一カ
所に集 約し、高 効 率 機 器の採 用 や 効 率
的 運 用 により省 エ ネ・環 境 負 荷 軽 減 に
寄 与する。

スケルトン・インフィル

歴史的建物の保存と再生

自然採光・自然通風

将来の使用勝手の変化に対応しやすいよ
うに、建物を構造体（躯体）
と設備・内装に
分けて設計する考え方。

歴史的建造物を次世代に建築文化として
継承するため、再生にふさわしい構・工法
を採用し、景観形成の一助とする。

自然採光・自然換気・ナイトパージ等の採
用により、太陽光線や外気を積極的に利
用し、建物の省エネルギー化を図る。

耐震補強

ヒートアイランド化抑制

太陽光発電

耐震補強、適切な運用、維持保全、再生
を行うことによって建物の長寿命化をは
かる。

屋上緑化、既存樹木の保存、透水性舗装
などにより潤いのある環境を創出すると
共に、ＨＩ現象、都市水害を抑制する。

クリーンエネルギーの導入、エネルギーの
多様化に寄与すると共に、大気汚染物質
の抑制につなげる。

設備改修

雨水の地中還元

蓄熱システム

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。

都 市 化により雨 水は地 中 への浸 透を阻
止されてきたが、雨水の地中還元にはイ
ンターロッキングなどの、透水性舗装が
有効である。

蓄熱システムの採用により、夜間電力の
利 用・ピークカット対 応・低 容 量 熱 源 器
の採用が可能になり、運転費の低減につ
ながる。
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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

ビル管理システムによる最適管理

節水

排出土の少ない計画

ビル管理システムの導入により、空調衛生・
電気・昇降機等の設備機器の維持保全と
最適管理により、省エネを図る。

雨 水 や 一 般 排 水 、機 械 排 水を 処 理した
後 、便 所 洗 浄 水 などの 雑 用 水 に再 利 用
する手法で水資源の有効利用を図る。

切土・盛土のバランスを図る適切な宅盤
レベルの設定により排出土の少ない計画
を実現する。

照明システムの効率化

部分更新容易な工法

ごみ処理システム

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。

トイレや間仕切り等の、部位・部材について
ユニット化・標準化した設計・構法を選択
することで、建設副産物の抑制とリサイクル
を図る。

生ゴミのコンポスト化、
ごみ分別のシステ
ム化等により建物運用時に発生する廃棄
物の削減及びリサイクルを促進する。

空調システムの効率化（熱源システム）

再生資材の活用

低負荷環境材

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。

再生骨材・タイル等の再生資材、木質系材
料を選択することで資源のリサイクルと温
室効果ガスの低減に寄与する。

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。

エアフローウィンドー・ダブルスキン

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

窓際の熱環境を快適に保ち、空調機器の
負 荷を低 減 するために窓を複 層 化した
構造。換気のための開口部が窓の上下に
ある。

鋼製型枠、デッキプレート、天然石、国産木
材等の有効な利用により熱帯雨林の保護
に寄与し、建設副産物の削減を図る。

コンクリートがらのリサイクル、生ゴミのコ
ンポスト化、生活廃水処理システムなどに
より、廃棄物の削減を図る。
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ロングライフ
スケルトン・インフィル
南青山テラス常磐松フォレスト
当計画は南青山7丁目、所謂青山の喧噪から少し離れた高級住宅
地に立地するマンションです。
ここでは世代を超えて住み継がれる
「社会的ストック」
としての住宅を目指して、サステナブルデザイン
を重要な設計テーマの一つとしています。その中でスケルトン・イ
ンフィルの手法も導入しています。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）
を明確に分離することで、構造躯体を壊す
ことなく、設備や間仕切りを更新・変更できるため、将来のライフス
タイルの変化、世代交代に対応可能な柔軟性を持つ住まいの提案
となっています。具体的には共用の配管は総て住戸内を通さずに
共用スペースに配置しています。当計画は住戸数も多く、
また住戸
規模も様々であることことから、共用ＰＳだけでなく、共用設備ボイ
ドを設置することで、
メンテナンス可能な設備配管スペースをつく
り、
スケルトン・インフィルを実現しています。
また、
これ以外にも、省エネルギー、バリアフリー、健康仕様、セキュ
リテーといった、住むための基本性能をデザインと共に大切に造り
込むことで、設計テーマの実現を図っています。

所在地：東京都港区
規模：地上12階、地下2階
延床面積：31,209 m2

I n ﬁ l l 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

建物の再生と賑わいの創出
慶應義塾大学日吉キャンパス食堂棟
食堂棟は約40万m2という広大な慶應義塾大学日吉キャンパスの
中心に昭和49年に建設され、その後、約30年間に亘り、学生のキ
ャンパスライフの支援施設として、
その役割を担ってきました。
しかし、
30年という時間の経過の中で、建築、設備の老朽化、建物の耐震
性も懸念され、学生の要望をはじめとした社会的ニーズの変化に
対応しきれないようになってきました。

1F 食堂（改修前）

2 F 食堂（改修前）

1F 食堂（改修後）

2F 食堂（改修後）

1F 食堂（改修後）

所在地：神奈川県横浜市港北区
規模：地上3階、塔屋1階
延床面積：5,168 m2

そこで、
「キャンパスの情報発信基地として学生が集う空間」
をコン
セプトに建物の躯体とサッシを除き全面的に解体し、
スケルトンか
らの改修を行うこととしました。大規模空間を確保すべく、耐震壁を
外周廻りに配置する計画としました。食堂は、1,2階ともカフェテリ
ア形式とし、大小のパーティーにも対応可能なスペースとするとと
もに、家具や内装は、食堂全体が明るく伸びやかな空間となるよう
デザイン提案を行い、設備については、省エネルギーとメンテナン
ス性を重視した計画としました。
また、外装については、内部の賑
わいが溢れ、キャンパス全体を活気づけられるように、内部との連
続感を持たせたテラス席を設け、屋外でも食事を楽しめる計画とし、
これらの改修により建物の再生と賑わいの創出が実現しました。
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long life
時代の要請に応えた安全な建物に
銀行会館
銀行会館は1965年11月に竣工し、
築後約40年を経過しています。
そ
の間、各種改修を随時実施して建物の維持管理が行われてきまし
たが、経年による建物・設備の劣化が進むとともに、機能の維持が
難しくなってきました。
また、
アスベスト含有材の使用、内装の不燃
化対策など面で現行法規の基準を満たさない事及び新耐震基準
以前に建築された建物であるため、耐震性も懸念されていまし
た。

外観

外観

5階 ラウンジ

5階 理事会室

そこで、当社にて建物現況調査を実施し、中長期にわたって効率的
に建物を維持保全するため、次の目的を達成する改修計画を策定
しました。
１．劣化部分を改修し、建物の機能回復をはかる
２．建物の安全性の向上（耐震性、内装制限）
３．執務環境を改善
４．省エネ・省力化対策を検討する
５．アスベスト処理、ＰＣＢ等使用機器の対策を行う
設計段階においては、耐震補強を執務空間への影響が少ない外
付け鉄骨ブレース構造とし、重厚で端正な外観のｲﾒｰｼﾞを損なわ
ないよう前面のバルコニー部分に設置した鉄骨ブレースを金属パ
ネルで覆い、調和のとれた計画としました。
また、内部改修については、法規に不適合な部分の是正と安全対
応工事を優先し、吹付アスベストの除去・封じ込め、大講堂の天井
更新による耐震化、内装の不燃化等の改修を行い、時代の要請に
応えた安全な建築に生まれ変わりました。

5階 大講堂

所在地：東京都千代田区
規模：地上8階、地下4階、塔屋3階
延床面積：18,052 m2

テナント移転を契機とした全面リニューアル
丸の内仲通りビル（旧三菱電機ビル）
1963年に竣工した三菱電機ビルは、
これまでも様々な修繕・更新
を行い健全な維持保全がなされてきましたが、キーテナントの移
転に伴い、全面リニューアルを行うこととなりました。新規テナント
入居までの５ヶ月の工事期間で、
でき得る限りのリニューアルを行
うという方針で計画を進めました。
執務空間は現在のオフィスビルとして望まれるスペックにグレード
アップを行っています。照明、ｺﾝｾﾝﾄ容量、空調負荷の増強24時間
対応、およびOAフロア、入退出セキュリティの実装などです。その

改修前ファサード

改修後ファサード

ほか共用部については全面美装化、
リフレッシュルーム、喫煙ｺｰﾅｰ
の設置、駐車場の共用化、１階のテナントについては仲通りの整備
方針に従って店舗化を行っています。
外装改修は、既存外装ﾀｲﾙの落下対策を施すことと共に、イメージ
については様々な議論を経て「華やかに変貌しつつある仲通りの
商業環境にふさわしいデザイン」
とする方針でまとめられました。
全体的にアースカラー系を基調とし、大判タイル、テラコッタルー
バー、ライムストーン等、親しみやすい素材感を持つ材料を使用
して、今までの丸の内にはない柔らかなイメージの外装となって

改修前エントランス

います。

所在地：東京都千代田区
規模：地上10階、地下4階、塔屋2階
延床面積：46,026 m2

改修後エントランス
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自然共生・環境保全・景観形成
上海初の壁面緑化プロジェクト
浦東新区科技創新センター
上海の新しい科学技術の振興の場として既存の建物を改修すると
いう課題の国際コンペの仕事を獲得して、方案設計、初歩設計とい
う日本でいう基本計画から実施設計と途中までに相当する範囲を
当社で担当しました。求められる建物のテーマとして、今後の科学
技術が進むべき方向性を指し示す環境配慮型外装を提案しまし
た。既存の外装を利用しながらコンセプトを表現して、環境と共生

外観（工事中）

外観（コンペ案）

する21世紀の科学技術像をシンボライズすることを目指していま
す。具体的には、既存の建物の外壁に構造的に独立したスクリーン
を構築し、壁面緑化ユニットを設置することで日射遮蔽と環境負荷
の軽減、景観の改善を試みています。一部に2等のシンガポール事
務所の内容を取り入れることになったため、必ずしも当初のコンペ
案通りではありませんが、
ウッドスクリーンによる建物外装、自然通
風による室内環境改善なども含めて、
トータルな環境配慮型の提
案を実現しました。環境負荷が大きいとされる中国ですが、今まで
の反省の上に急速に環境共生を重視する方向に転換しつつある
のも事実です。海外の優れた提案を積極的に取り入れて、
どんどん
実現してゆく中国の判断力とエネルギーを実感しました。

所在地：張江高科技園区
規模：地上8階、地下1階
延床面積：12,880 m2

施設全景（コンペ案）

中庭廻り
（基本設計）

施設のメインファサード（基本設計）

自然と生活空間の融合都市

上海市浦東新区唐鎮新市鎮都市計画
上海市街地と浦東国際空港との中間地点に位置する約1800ha規
模の唐鎮において
「有機的生命都市」
というコンセプトのもと、人間
と動植物の生命力あふれる都市空間を提案いたしました。
地区に張りめぐる既存の水路網、緑地に対して新たな水と緑の連
携システムを付加し、有機的ネットワークを構築しました。
この「水
と緑のネットワーク」は景観環境（ランドスケープ）構成の重要な要
素だけでなく、
ヒートアイランド現象への有効なコントロール・生物
の多様化実現に必要な条件を提供しています。

全体土地利用計画

中心地区模型

約200haの唐鎮中心地区は都市の中庭として位置付け、水と緑の
ネットワークに囲まれたヒューマンスケールな街としています。歴
史的建造物である聖堂に対し、
「香華山」
と名付けたランドスケー
プマウンテンを新たなランドマークとして計画しました。香華山は
文化施設・スポーツ施設・駐車場・インフラ施設を内包し、表層は
緑に覆われた憩いの場となる
「環境装置体」
です。山と聖堂は賑わ
いの都市軸で結び、
シンボリックな景観と都市構造を明確にしてい

中心地区水のネットワーク

ます。
またガイドラインによって緑地やオープンスペースを点在さ
せ、花木が四季を彩り、歩いて楽しい街を創り出しています。

所在地：上海市浦東新区
計画規模：約1,819ha（全体）
約200ha（中心地区）
計画人口：約15万人（全体）
約１万5千人（中心地区）
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中心地区基本構想パース

中心地区緑のネットワーク

natural symbiosis, environmental preservation, landscape formation
人に優しい木造建築、自然との共生
仙台白百合学園学童保育施設
仙台白百合学園は仙台市の郊外（泉パークタウン）に移転し８年
が過ぎました。
既存建物との調和に配慮した建物配置、
デザインが要求されます。
主な用途としては、小学校の学童施設、中高の合宿施設を兼用と
いうことで、
より私生活に近い施設として利用されます。木は慣れ親
しんだ優しい素材であり、子供達に落ち着きと優しさ、安らぎを感じ

東側外観と既存建物

プレイルーム吹抜と張弦梁

させます。空間的にも、集成材による大断面構造材を用いることで、
大空間の実現も可能になります。張弦梁構法で小屋組みを構成し、
構造フレームを見せることで、
より木造建築としての創造的な空間
が生まれます。集成材はCO2の吸収量低下の対応として森林の循
環サイクルを考慮した、
自然環境を考えた材料であり、防火、構造の
観点からも優れた材料といえます。
所在地：宮城県仙台市泉区
規模：地上2階
延床面積：505 m2
1階プレールーム

自然環境・周辺環境との共生集合住宅
井の頭公園パークハウス吉祥寺南町
第一種低層住居専用地域にある敷地は、井の頭公園が南側に隣
接し、
さらにそこから続く約4000m2もの自然林を擁しています。
｢井の頭公園パークハウス吉祥寺南町｣は、
この自然環境を保護・
継承しつつ周辺環境のさらなる向上を実現させた集合住宅です。
法55条、法86条、安全条例ただし書き、の3つの認定を取得するこ
とにより全駐車場の地下化が可能となり、
自然林を保護するだけで

所在地：東京都武蔵野市
規模：地上4階、地下1階
延床面積：15,158 m2

はなく、
より多くの空地確保、敷地緑化をしています。
また、建物の壁面後退距離が増え、周辺の日照時間が長くなり
ました。
敷地接道部には歩道状空地を設置し、動線の歩車分離による地域
の交通安全に寄与しています。
さらに敷地内に公開遊歩道を設置
し、誰もが自由に自然を享受できる環境を提供しています。
良好な住環境を確保しつつ、自然環境・周辺環境との共生を可能
としました。

親水護岸
晴海二丁目防潮護岸
本整備は、今まで公共主体で行われてきた護岸整備を「民間都市
再生事業」
として、民間主導により行うものであります。通常の防潮
護岸は防災上の機能を果たすことを第一義的に計画され、景観的
な議論がなされることはあまりありませんでした。そこで、本整備で
は、後背地と調和した空間の形成に重点を置き、単なる防潮護岸と
いう防災上の機能だけにとらわれない文化・リクリェーション機能
も備えた護岸整備を行っています。近景としては、親水性をテーマ
とし、暖かみのある舗装材、溜まり空間を創出するファニチャー、護
岸法面部の緑化、夜間のライトアップにより、利用者の憩いの場と
なる水辺空間を創出しています。
また、遠景としては、対岸の豊洲
地区や海上からの眺望を考慮し、周辺護岸との連続性・一体性を
重視した構造形式とすることで、
トータルとしてこれからの晴海地
区のシンボルともいえる水辺空間を造り出しています。
所在地：東京都中央区
規模：延長380m
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省エネルギー
床吹出し空調
成蹊大学 情報図書館
成蹊大学情報図書館は、南北にPC造の書架棟、その中央に５層吹
き抜けのガラス張りのアトリウムを配する構成となっています。
この
アトリウムには南北の書架棟から雛壇上に張り出した読書の為の
閲覧スペースやグループワークなどを行うブリッジで接続されたガ
ラスドーム状の閲覧室が５つ吹き抜け中央に浮かぶ特徴的な空
間となっております。一方このアトリウムは、居室としての空調環境
を求められる空間でありながら、気積が非常に大きく、
また東西面
が全てガラスとなっているため日射による大きな熱負荷を処理す
る必要があります。そこで床吹出し空調を採用することで空間全体
を空調するのではなく、人が活動する居住域のみを空調して省エ
ネルギーを図ると共に、各フロア−の温度環境にあわせて自動的
に適切な空調風量を送り出す、風量可変の変風量方式として快適
な環境と省エネルギーの両面を実現しています。更にアトリウム上
部の非居住域に熱だまり空間を設け、温度に応じて排気ファンによ
る熱抜きを行い、
アトリウム全体での空調負荷の低減を図っていま

アトリウムとグループ閲覧室

鋳物による螺旋階段

す。

所在地：東京都武蔵野市
規模：地上5階、地下２階、塔屋1階
延床面積：11,955 m2
空調方式：空冷ヒートポンプチラ−+空調機方式（一部空冷ヒートポンプパッケージ方式）

アトリウムの温熱環境シミュレーション

小学校におけるダブルスキン
学習院初等科西館
学習院初等科西館は平成18年度より1学級33人の少人数教育に
移行するにあたり、普通教室6教室の増設と図書館などの特別教
室の充実を図るため、既存本館に隣接して建設されました。計画に
あたっての大きなテーマは敷地環境と教育環境の融合でした。環
境に配慮した小学校として、見て触れることのできる建築的しかけ
を随所にちりばめ、子どもたちが身近に省エネを感じられるように
しています。
そのひとつであるダブルスキンは主要な教室すべてに
設置し、窓際の温熱環境の向上と中間期の自然換気により環境に

磁器質45二丁掛タイル

ダブルスキン型の窓システム

所在地：東京都新宿区
規模：地上3階
2
延床面積：3,961 m（西館）
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階高：4000

強化ガラス

750

る二重窓となるよう設計しました。

外部ブラインド
天高：3000

パネルを組込み、敷地周辺の交通騒音に対して遮音性能を確保す

ペアガラス

2150

組合せによりローコストで新しい意匠を実現しています。音楽室等
の特別教室ではダブルスキンのアウターサッシ上下に電動開閉式

100

配慮するとともに既製サッシとアウターを覆うノックダウンサッシの

energy saving
光と風のエコロジカルボイド
北伊丹事業所ＩＡ棟

本棟の基準階は1フロア約4,000m 2という大きな床面積を持った

計画で、センター部に光と風のエコロジカルボイドを計画しました。

オフィスの開放感を確保し、自然換気の風の通り道として機能して
います。

空調は個別分散PAC方式ですが、屋上階に全熱交換機組み込み
型外気処理空調機を設置しています。中間期は外気処理空調機か

ら床面積当たり10m3 ／ｈの外気を取り入れ各階に供給していま

す。取り入れられた空気は事務室を経由して、エコロジカルボイド
の自然換気窓より排出されます。

外装はLow-Eガラス単窓（幅1,000mm x 高さ4,000mm）を1スパ

ンに２つ設け、上部に開けた開放的な視界を確保しながらPAL
219.1 MJ／m 2・年の省エネルギー性能を実現しています。

所在地：兵庫県伊丹市
規模：地下1階、地上5階、塔屋1階
延床面積：23,764 m2

期の加湿運転中に冷房負荷が発生した場合、同時に除湿されてし

すると共に省エネルギー性を向上させました。更に,その効果につ
いて実測評価を実施しました（2006年2月16日実測）。実測結果よ

図2）、また図3よりエネルギー利用効率※が高くなること
（図3）が
確認されました。

所在地：東京都中央区
規模：地上10階、地下1階、塔屋1階
延床面積：4,354 m2

温度成層型水蓄熱槽の利用
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※エネルギー利用効率E
E ＝(Qe＋Qc)／W
W：圧縮機消費電力＋ファンモーター消費電力(kW)
Qe：冷房能力(kW)
Qc：暖房能力(kW)

空冷ヒートポンプチラー

CH

劇団四季新芸術センター

本建物は劇団四季の芸術センターとして、全国の俳優が稽古をす
る中心となる施設です。500m 2 から30m 2 程度のものまで、大小様
々な稽古場を配置しています。
これら稽古場はそれぞれ使用時間
や使用形態が日々変わり、
スタジオ照明等の大きな冷房負荷がか
かることもあります。年間のある１日のピークに対応しようとすると
熱源容量を大きくする必要があることから、ピーク負荷に対応しや
すい蓄熱システムを採用しています。
蓄熱システムは水蓄熱の温度成層型とし、夏期に6℃の冷水、冬期
に48℃の温水をためる計画としています。蓄熱のための熱源機器
は空冷ヒートポンプチラーを２台設置し、蓄熱槽は建物躯体に断
熱防水した２層吹き抜けの縦型蓄熱水槽（水深9m、400m 3 ）
とし
ています。温度による水の密度差を利用した高効率の蓄熱方式で
す。蓄熱により、電力平準化に貢献し電力デマンドを抑制すること
で契約電力が低減でき、安価な深夜電力利用によりランニングコ
ストも削減できます。空調バックアップ熱源として利用することもで
きるため、
システムの信頼性も向上します。

10:30

25

エネルギー利用効率

り、高顕熱比冷房制御の場合、湿度が十分確保されていること
（図1、
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(kg/kg)

よりも高く制御（高顕熱比冷房制御）することで、必要な湿度を確保

0.0075

20

絶対湿度

改造し, 冷房運転している室内機の蒸発温度を従来の冷房運転時

0.0080

25

10

温度 ℃( )

する問題がありました。そこで、メーカーの協力により制御回路を

0.0085

15

ビル用マルチエアコンを採用していますが、従来の同方式では、冬

まうために, 室内湿度が低下すると共に、エネルギー消費量が増加

絶対湿度

30

(kg/kg)

当ビルでは、空調負荷変化にフレキシブルに対応できる冷暖フリー

温度 ℃( )

ＫＳＫビル本館

温度

35

絶対湿度

高顕熱型ビル用マルチエアコンの開発

CH

水蓄熱層
（温度成層型）

熱交換器

空調機
FCU

冷房運転時
空冷ヒートポンプチラー

CH

CH

水蓄熱層
（温度成層型）
熱交換器

空調機
FCU

暖房運転時
温度成層型水蓄熱システムフロー図

所在地：神奈川県横浜市青葉区
規模：地上2階、塔屋2階
延床面積：11,755 m2
the eﬀort for environmental symbiosis 2006

11

energy saving

省エネルギー
シンプルデザインの日射制御ルーバー
渋谷南東急ビル
JR渋谷駅南、明治通りの雑踏の中で印象的なシンプルモダンで、
上品な落ち着きのある建物が周辺環境を向上させる先導役になる
ことを目指しました。総合設計制度により有効公開空地率70％を
確保しながら、明治通り側では２層吹き抜けのピロティや周辺の
空地との連続性が人通りと賑わいに貢献し、住宅地側ではポケット
広場（12ｍ×12ｍ）
を設けることで敷地周辺環境に最大限貢献す
る計画としました。
事務室は20.5m×36m（天井高さ2,750）のフレキシブルかつ明快
な無柱空間で、窓開口高さは足下から天井面までをとり、採光と眺
望を充分に確保しています。
窓面の省エネ設計ではLow-E複層ガラスを用い、伸びやかですっ
きりとしたデザインを表現する縦方向の日射制御ルーバーを890
ピッチで配置し、その出寸法は250としています。正面ファサードは
南西方向を向いているため、正午時や西日時の日射に対して極め
て効果的にその機能を果たしています。

所在地：東京都渋谷区
規模：地下1階、地上14階、塔屋1階
延床面積：19,895 m2

庇・窓
三菱電機ビルテクノサービス システムプラザＣ館
隣接するシステムプラザＢ館とほぼ同ボリュームの建物の増築です。
外観デザインはＢ館のイメージを踏襲し、
また、南及び西面に開か
れた眺望と、奥行きの深い事務室空間
（18m）
の開放性確保のため、
窓形状を横連装としています。
当建物では、空調負荷の低減を図るため、
・外壁に庇（ルーバー）
を設置し、太陽光の入射を制御
・室内環境・外装デザイン・法令等を考慮した最適な窓の大きさ
（高さ）
・開放可能な窓の設置による自然通風・自然換気
・low-Eペアガラスの採用による断熱性能の向上
・特に西面のブラインドボックス内に設置した開口部からの天井排

外観

外装

気による、室内への熱流入量の軽減等のシステムを採用し、PAL
値の大幅な低減効果が得られています。

所在地：東京都荒川区
規模：地上8階、塔屋1階
2
延床面積：9,038 m（増築部）
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外装

左-Ｃ館、右-Ｂ館（既存）

庇（ルーバー）
と窓

resource saving

省資源、廃棄物削減
既存地下外周壁を残した建替え
明治安田生命神戸ビル
明治安田生命神戸ビルは、神戸三宮のシンボルであるフラワーロ
ードに面しています。阪神淡路大震災で被災した旧建物は、地上部
はすでに取り壊されていたものの地下躯体がそのまま残されてい
ました。
神戸の業務中枢地区の立地にふさわしい最新のオフィスビルを計
画するにあたっては、総合設計制度の活用による容積緩和を受け
土地の高度利用を図っています。一般に、総合設計制度を活用す
ると建物外周に公開空地を設け、建物は細長いタワー形状となり
ます。当計画では、１階に大規模なピロティ空間を設けることで広
々とした公開空地を確保するとともに、建物を必要以上に高層化さ
せず広い基準階事務室を実現しています。
この計画手法は同時に
、新築する地下構造体をコンパクトにすることにつながり、既存地
下外周壁を底盤ごと残してその中に新築地下躯体をすっぽり納め
ることを可能にしました。
これによって、既存地下躯体の解体を最
小限にし、通常新築地下躯体を構築する上で必要となる土留め連
壁を無くし、土の掘削もほとんど発生していません。
この計画は、新築ビルに求められる機能性の実現と環境共生への
取組みが上手くかみ合った好事例といえるでしょう。
ピロティ

所在地：兵庫県神戸市中央区
階数：地上14階、地下1階、塔屋1階
延床面積：12,391 m2

既存地下利用/その他環境配慮事項
九段北プロジェクト
（北の丸スクエア）

既存地下躯体外周を残し、その中に新躯体を構築

既存躯体を利用した人工地盤状の有効空地
【四季彩の庭】
※雨水貯留槽や駐輪場としても利用

本計画は、東京都市街地住宅総合設計制度の適用による賃貸住
宅、賃貸オフィス、店舗からなる複合施設です。計画敷地は千鳥
が淵北端に位置し、地下鉄九段下駅に直結する交通至便な立地
となっています。既存建物有効利用の観点から、外見は全て新規
建物ですが、既存建物への増築として計画されています。

設備ピット

設備ピット

設備ピット

本館と別館と2 棟あった既存建物の内、本館については、既存地
下躯体を地下山留壁として利用することで、解体廃棄物の縮減と
工期の短縮を実現しました。別館については、2Fレベルから上
部のみを解体し、2Fレベルは人工地盤状の広場状空地（四季彩
の庭）として、1Fレベルは駐輪場として、地下については雨水貯
留槽や消防用水槽として再利用を図ることで、解体廃棄物の縮減
と既存躯体の有効利用を実現しています。
四季彩の庭には高低差解消のために屋外用の身障者対応エレ
ベーターを設け、四季折々に花や果実や葉が色づく緑化を行い、
豊かな環境を地元の方々に提供しています。

既存棟 増築棟
（地階）

既存躯体の新築山留壁
としての利用

断面図

また、靖国神社や武道館・九段会館等の歴史的景観資産を含む
周辺環境と調和させるために、セットバックや分節化のデザイン
手法を採用し街並み形成に寄与しています。

所在地：東京都千代田区
規模：地下2階、地上26階、塔屋1階
延床面積：58,910 m2

四季彩の庭
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三菱商事ビルの環境共生

三菱商事ビルは本社機能を担うオフィスビルです。
ここでは様々な環境共生技術が施されています。

仲通りから見る

■ まち並み

丸の内・大手町・有楽町を結ぶ仲通りの景観に対して、基壇部
の高さを 31mとし、一律的なスカイラインを形成するとともに、
地上歩行者空間には連続した緑地帯、アートワーク、街灯、サイ
ンなどを整備し、街並みの統一性を演出しています。
1F エントランスは透明なファサードとし、丸ビルのアトリウム及び
仲通りから皇居へと視覚的な拡がりを実現しています。丸ビルの
アトリウムの軒と高さを併せることで街と建物、人のスケールを一
体化させています。
東京駅前広場から皇居へと繋がる東西通りには、連続した緑地帯
を整備し、歩道と一体となった緑豊かな歩行者空間となっていま
す。また、地上の緑化のみならず、低層部屋上には屋上庭園を
整備して、ヒートアイランド現象の緩和にも努めています。

所在地：東京都千代田区
規模：地下3階／地上21階／塔屋2階
延床面積：約59,700 m2

屋上庭園

屋上庭園

日比谷通り

皇居

仲通り
エントランスホール

三菱商事ビル

14

the eﬀort for environmental symbiosis 2006

アトリウム

丸ビル

皇居側から見る

Mitsubishi Shoji Building
■ 省エネルギーコンセプト

まず建築的に熱負荷を低減し、次に自然エネルギーを活用。そして効率的な処理及
び運用をはかるシステムとすることで最も効果的にエネルギー使用量を低減します。
また、質の高いオフィス空間と省エネルギーを両立させるために、高スペックでありな
がら年間運転時間のほとんどを占める部分負荷時に省エネルギー効果を生み出すシ
ステムとしています。

■ 直達日射を低減するファサード

執務環境と眺望に応じて２種類のファサードを持っています。直達日射は執務には不要な
ものですが、
これを低減するために南面は柱梁を外側に押し出したファサードとし、東西面
は縦フィンを用いています。
これにより、南面はガラス面積比50%以上にもかかわらず夏至
においてほとんど直射日光があたることのない機能的な空間、個室を配している東西面は

東西面ファサード

さらに透明感溢れる空間になっています。
これらのファサードとエアフローウィンドーの組
み合わせにより建築物の熱的性能を示すPAL値は171.2となっており、基準値(300)に比

エアフローウィンドウ

べて40%以上よい数値となっています。

■ 窓周りシステムと自然エネルギー利用

窓周りシステムは、エアフローウインドウシステム、太陽追尾型ブラインドおよび室内照明
の自動調光（昼光利用）
を行うことにより、快適性と省エネルギーを兼ね備えた空間にして
います。
また、
ガラス脇の開口部に自動開閉ルーバーを設置し、室内の排煙ダクトを利用し

東西面平面図

て屋上へ排気する自然換気が可能です。
また、加湿冷却を伴う外気冷房システムにより中間期及び冬期の冷熱のかなりの部分を自
然エネルギーでまかない、熱源においてもフリークーリングシステムにより自然エネルギ
ー利用しています。

■ 部分負荷時の制御性をＵＰさせた空調機システム

年間通じて最大風量を必要とする時間は余り多くありません。ほとんどの時間はＶＡＶに
より風量を制限して運転しています。
このビルに採用された空調機システムは、新鮮外気と
冷房用の還気を別々に処理できるシステムになっているため、新鮮外気量は確保しながら
、室内熱負荷に応じて風量を絞ることが可能です。個室など室内負荷が少ない室では外気
のみの運転とすることも可能なシステムで無駄なファン動力を削減します。
南面ファサード

■ エネルギーの効率的利用

温熱源は地域熱供給施設より蒸気を受け入れ地域単位の効率利用に寄与しています。冷
熱源は高効率の電動ターボ冷凍機に蒸気熱源の吸収式冷凍機これに潜熱蓄熱システム
（
氷蓄熱システム）
を組み合わせるシステムとしています。蓄熱システムは、冷凍機の高効率

排気

運転を実現するほか電力需要の平準化を図ります。水搬送システムはやはり部分負荷時

自動調光照明

エアフローウィンドウ

に無駄なく冷水や温水を供給できるようポンプ差圧を必要最小限に制御することができ
るＶＷＶシステムを導入してポンプ動力を低減します。
その他、中水道施設や雨水利用設
備によって水資源の有効利用によっても環境に貢献します。

■ CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）
BEE=3.0

建築物の環境品質・性能 Q

100

S

BEE=1.5

A

南面断面図

BEE=1.0

コミュニケーションを喚起する主軸

B+
Q-2（重み係数=0.3）

76

BEE=3.0

5
4

BBEE
=0.5

50

C

Q-1
（重み係数=0.4）

3
2
1

Q-3
（重み係数=0.3）

眺望

0

LR-1
（重み係数=0.4）

LR-3
（重み係数=0.3）

フレキシビリティの高い執務空間

LR-2（重み係数=0.3）

0

0

16

50
建築物の環境負荷 L

CASBEE ランキング（BEE=Q/L）

100

眺望

自然換気
レーダーチャート

自然換気
自然換気

自然換気
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国際文化会館本館の保存と活用
建物を使い続けていくことは地球と共生し歩むこと
建て替えないで建物を改修し使い続けていくことは、廃棄物と新たに必要となる建築資材が少な
いため、地球温暖化防止に貢献します。また、古くから親しまれた建築の場合、その街の景観や環
境を良好に保全していくことにもなり、21世紀の共生社会に求められる姿と考えられます。
これま
での保存再生というと歴史的な装飾のある様式建築を、次の世代に伝える保存という意味合い
が強いものでした。
しかしこれからは、機能的なモダニズム建築も含め、使い続けていくために、
どのようにデザインし、経済的にも合理的に再生していくかが重要な課題となります。デザインの
基本として、その建築の歴史的な経緯や空間を理解し再生に生かすこと、また経済的には、工事
費だけでなく移転費用や工事期間も含めて事業全体で建て替えとのメリットを判断することが再
生への鍵となります。

国際文化会館の保存再生

岩崎邸（1929年）

旧岩崎邸の庭園を継承
敷地は鳥居坂に面した高台にあり、江戸時代には京極壹岐守屋敷、明治時代には井上馨邸の後に久
邇宮家があったと言われています．1929年、大江新太郎の設計により、三菱の岩崎小彌太邸が竣工し
ました。
しかし、邸宅は戦災で地下のコンクリートの躯体を残して焼失し、戦後の財閥解体で国の所有
となりました．その土地が財団法人国際文化会館に払い下げられ、前川國男・坂倉準三・吉村順三の
建築家三人の共同設計により、国際文化会館は1955年に竣工し、翌年日本建築学会作品賞を受賞し
ました。旧岩崎邸の庭を生かして軸線を継承し、光庭の位置も旧岩崎邸とほぼ同位置に配置され、屋
上緑化も設けられ、庭園と一体となった計画でした。

会館竣工当時の図面（1958年）

度重なる改修と増築
竣工３年後の1958年に、吉村順三設計により地下１階レストランの増築に着手するなど、戦後の復
興と高度成長時代、数回にわたる増改築が行われました。築後20年が経過した1975年には、全面立
て替えが検討されましたが、
オイルショックの影響で、前川建築設計事務所により赤い打込みタイルの
新館の増築のみが実現され、
この時に内部や玄関位置が変更されました。

再度の全面建替計画と保存要望
最初の竣工から50年を間近に控え、建物の老朽化に伴う耐震性能への懸念や、利用者の減少などか
ら、2 0 0 1 年より会 館の全 面 建 替の検 討 がなされましたが、日本 建 築 学 会、日本 建 築 家 協 会、

新館竣工時（1975年）

DocomomoJapanより、国際文化会館に対して保存要望書が提出されました。2004年9月に日本建築
学会が国際文化会館に会館本館を免震により再生し、建物を利用しながら新館を建て替えるという報
告書を提出し、その提案が受入れられることになりました。
ホールの増築
宿泊室

宿泊室

宿泊室

宿泊室

会議室
ホール

改修前
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改修後

通訳
ブース

電機室

今回工事（2006年）

増築部

International House of Japan

な構成で、竣工後、以前と変わらない落ち着きある空間と言われていま

再生への方針転換と再生計画
学会の提案を受け、再生への方針転換となった理由は、閉鎖期間の短縮
や工事費と移転費の削減でした。しかし再生計画と平行して調査が進む
と、地下１階床下に旧岩崎邸時代の厚い礎盤が現存し、床が土間スラブ
であることが確認され、これにより免震工法は工期と経済性から困難と判
断し、耐震工法による再生に変更されました。そして、本館単独で機能す

す。最 初の竣 工 から5 0 年 が 経 過し、竣 工を迎えた2 0 0 6 年、国際文化会
館本館部分は国の有形文化財に登録され 、庭園は港区の名勝に指定さ
れました。

建築の魅力を増す再生

るホールの新設、地下会議室の拡幅、インフラ引込の切替と設備諸室の

モダニズム建築は、改修によりその空間の価値や質が失われていること

新設、バック諸室の機能更新、宿泊室の機能更新、耐震壁の設置等の計

が多く、それらの残された空間や部位・材料の重要性は、一般的には判り

画が決定しました。具体的な設計が進められる中、本館の空間をどのよう

づらいものとなっています。国際文化会館の再生においても、外装の既存

に残し増築するかが議論となりました。新館増築時（1975年）の改修で現

木製建具は、水密気密の性能が著しく低下していたため、アルミ製に交換

在の姿となったエントランスホールは、屋上庭園に面した奥行きの狭いエ

することが検討されました。
しかし、国際文化会館のデザインにおいて木

ントランスから左右に動線が分かれる空間構成となっており、これが国際

製建具は大切にすべき素材であると判断し、既存の木枠内に納まる小型

文化会館のオーセンティシティと考えられましたが、多数の来館者に備え

のアルミ型材に複層ガラスを取り付け、檜の建具を再生する方法を提案

エントランスの拡幅が必要条件とされ、階段の最小寸法幅で拡幅すること

し採用されました。この提案は、これまでの歴史的建築物の保存再生の三

となりました。1955年竣工時に存在した光庭位置に設けられた透過性の

菱地所設計の経験から生まれたもので、建築の魅力を継承しながら機能

高いこの階段は、地下へ自然光を導き、以前の空間構成の継承と新旧の

的に再生させ、国際文化会館のオーセンティシティの継承に貢献すること

対比をデザインした空間となっています。素材も従来を継承した質素

が可能となりました。

既存木枠

アルミ枠

復層ガラス

既存木製枠の再生保存

ホール内観

地下への増築

光の差し込む階段

主な改修内容

増築内容

・本館部分の内装全 般、間 仕 切り
・宿泊室の機能更新（UBの 追 加 等）
・地下会議室の拡幅
・R C外壁の補修、中性 化 防 止
・木製建具の再利用
・耐震補強（耐震壁の 設 置）
・インフラ引き込み切 替

・地 下 ホール の 新 設
・エントランスホール の 拡 幅
・バックヤード
・電 機 室 等 の 設 備 諸 室
・庭 園 通 路 の 新 設

所在地：東京都港区
敷地面積：10,937 m2
建築面積：1,966 m2
延床面積：6,722 m2
規模：地上4階、地下2階、塔屋1階
最高高さ：25.66m
構造：RC、一部SRC、S造
主要用途：会館（集会場、宿泊施設等）
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