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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。
（2002年1月認証取得）

表紙：丸の内パークビルディング

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
コペンハーゲンでのCOP15（気候変動枠組条約第15回締約国会議）を前に、新政
権は我が国の2020年の温暖化ガス削減目標として1990年比−25％を掲げました。
その目標実現のために必要な対策・政策の考え方として、
「新規・既存のほぼすべ
ての機器等を義務づけにより最先端に入替え」ということが含まれています。
業務用建築物の新築分野では、数年前から単位面積当たりでもまた総エネルギー
消費量においても前年比マイナスに転じているようですが、このスピード感でよい
のかと考えますし、さらに大きな課題として考えられるのは新築の約30倍もあると
いわれる既存建物であります。
既存の建物運用エネルギー効率を如何に改善するかはそのストックの膨大な量か
らいっても喫緊の課題であります。
私たち三菱地所設計は新築のみならず多くの環境配慮型リニューアルの提案や既
存建物での省エネ改修の提案によってお客さまのニーズにお応えしてまいりました
が、これからもさらに『環境・文化・未来のグランドデザイナー』として、お客さまと
ともに低炭素社会の実現に向けて進んでまいります。

2009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（2001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
三菱地所設計は、地球環境にやさしい建築を提案します。

The effort for environmental symbiosis.

ロングライフ

省エネルギー

■建物の長寿命化技術の提案

■建物の省エネルギー化技術の提案

■既存建物の改修

■地域エネルギーシステムの構築

自然共生・環境保全・景観形成

省資源

■地域の自然生態系の調査・保全

■再生資材の提案

■緑を創造する技術の提案

02

■風土、
歴史、
文化の継承と創造

廃棄物削減

■人にやさしい街づくり

■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

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

庇・ルーバー

建築に求められる機能は時代と共に変化
する。用途の変更や改修などに柔軟に対応
でき、また維持管理の容易な建物にするこ
とで環境負荷の削減に寄与する。

自然環境調査、
ビオトープの設置などにより
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。

窓からの太陽光の入射を制御し、屋根・
外壁・窓などの断熱性能を向上させること
により外部からの熱負荷を軽減する。

スケルトン・インフィル

都市気候緩和

地域冷暖房

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。

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。

一定地域内の建物に熱を製造するプラント
からの冷水・温 水・蒸気等の熱エネルギー
を供給し、
冷房・暖房・給湯等を行う。

耐震補強

屋上緑化

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図る。

屋上緑化は潤いのある都市環境を創出し、
微気候を緩和させるだけでなく、業務地区
での新しい景観を創出し、人々に緑の大切
さを再認識させる。

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ともに、大気汚染物質
の抑制につなげる。

設備改修

公開空地

自然採光・自然通風

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。

公開空地の確保により、
市街地環境を改善
し、
建物の密集感を緩和し、
オフィスワーカー
の自由度・快適性を増す。防災強化の観点
からも好ましい。

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。
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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

照明システムの効率化

部分更新容易な工法

排出土の少ない計画

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・高効率照明器具などに
より電気設備関連の省エネを図る。

トイレや間 仕 切りなどの 、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、建築副産物の抑制
とリサイクルを図る。

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度の少ない計画
を実現する。

ビル管理システム

再生資材の活用

ノンフロン化・フロン回収

建築設備の運転時においてエネルギー利
用の 効 率 的な 運 用及び省エネルギーに
つながるモニタリングシステム。

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。

フロンに替わる空 調用冷 媒や、フロンを
排出しない冷凍機の採用、ハロンに代わる
消火設備の採用により、オゾン総の保護に
寄与する。

外皮性能（ダブルスキン）

木材代替型枠

廃棄物の削減・再資源化

室内温度を維持し、空調機器の負荷を軽
減し、日射遮蔽性能・断熱性能を高めるた
めの窓システムや外壁。

鋼 製 型枠、デッキプレートなどの 採 用に
より、熱帯雨林の保護や建設副産物の削
減を図る。

コンクリートガラ、アスファルトコンクリート
ガラなどの建設副産物をリサイクルするこ
とにより、自然界に排出するゴミの量を低
減する。

空調システムの効率化（搬送エネルギー）

節水

ゴミ処理システム

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。

雨水や一般排水を利用した後、便所洗浄水
などの雑用水に利用することで水資源の
有効利用を図る。

生ゴミのコンポスト化やゴミ分別システム
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。
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丸の内パークビルディング
エリア、街区、機能、技術、デザインの融合
計画は都市再生特別地区の指定を受けたオフィス約158,000㎡・
商業約18,000㎡・美術館約6,000㎡および中庭から成る大規模複合
施設です。美術館にはエリアの文化交流拠点として復元された三菱
一号館が活用されています。明治時代の建築である三菱一号館を
忠実に復元し、美術館として利用するためには、当時の技術を精査
した上で、現代の先端技術との融合が不可欠でした。
エリア全体との関係では、まず整備が進められている歩行者ネット
ワーク機能への対応として中庭を経由する地上の動線および、JR
東京駅京葉線地下コンコースと明治安田生命ビルを地下で接続
することにより、日比谷通り下の地下鉄コンコースと東京駅を結ぶ
地下の動線を形成しました。街の景観に対しては、エリア全体との
融合、街並みとの調和がテーマとなりました。
従来の歴史的建築物を含む開発では、歴史的建築物と他の部分を
対比 させるデザインが多くみられます。しかし、本プロジェクトで
は街区全体のデザインも「融合」がキーワードとなりました。この
ように様々な機能・技術・デザインが多様なインターフェースを構築し
全体として「融合」し成り立っているのです。
■

環境への取り組み ■

街区全体として積極的な取り組みを行った環境貢献では、各設備
機器の高効率化とともに太陽光発電
（60kw）
・超高効率化照明器具・
エアフローウインドウシステムの採用など計画時の先端の技術を
導入しています。また、三菱一号館とタワー棟低層部に囲われた
中庭はエリアの憩いの広場であるとともに高木から草花まで四季を
通じて楽しめるものとし、外壁・屋上緑化と合わせて約2,600㎡の
緑化を行っています。
雨水の再利用による給水型保水性舗装やドライ
ミストの採用によりヒートアイランド現象の緩和にも寄与する計画と
しました。
また、
隣接街区の地域冷暖房施設を高効率型に再構築し、
エリアの環境負荷低減に貢献しています。

エアフローウィンドウシステムの採用
従来テナントビルとしての採用はメンテナンス等の為に、
希でしたが、
様々な改善を加えて省エネルギーを図るために高層棟外壁開口部に
は全方位エアフローウィンドウ、ペリメータ空調機レス方式を導入し

1560

エアフロー用
排気ダクト

ました。エアフローウィンドウ内の清掃やレイアウトの自由度を高め
るため、室内側はスライド方式を原則とし、一部コーナー部等には

給排気縦ガラリ
Low-Eペアガラス
合わせガラス

役員等の個室を想定し、
眺望を優先させ、
突上げ式を採用しました。
570

（太陽光追尾型）としており、太陽光による室内側温度への影響を

1600
1030

自動ブラインド

最大限減衰させています。基準階事務室において、外側ガラスに
循環させるエアフローウィンドウシステムを採用した結果、外 壁の
熱貫流率及び日射遮蔽性能が向上し、
高いPAL値（PAL値＝193.3）
を達成しています。
高層基準階窓廻りディテール

所在地：東京都千代田区
規模：地上34階、地下4階、塔屋3階
延床面積：204,729 ㎡
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スライド式エアフロ−ウィンドウ

突上げ式エアフロ−ウィンドウ

OA=150

合わせガラス

Low-Eペアガラスを採用、内側ガラスとの間の空間に室内空気を

CH=2850

また、
エアフローウィンドウ内に設置しているブラインドは、
自動制御

MARUNOUCHI PARK BUILDING
クリーンエネルギーの採用−太陽光パネル
屋上の設置可能な場所に最大限に太陽光パネルを実装しました（最大出力
約60kＷ）。オフィスビルでの採用事例は少なく、その中で60kＷ程度の発電
出力という今回の事例は、非常に大きな規模と評価できます。太陽光パネル
の使用によって、丸の内パークビルの街区全体の夜間ライトアップを賄える
電力を作り出しています。

進化した高効率型照明器具の採用
基準階事務所において、光の反射率を高める反射板形状、塗装色、溶剤・
IPAを使用しない塗装方法を検討の上高効率型照明器具を採用することに

丸の内パークビルの屋上に設置した太陽光パネル

太陽光パネル

オフィス基準階

高効率型照明器具

緑豊かな一号館広場

丸柱に取付けられたドライミスト

より、オフィスの必要照度及びグレア防止(ルーバー)機能を確保しながらも、
高い省エネ値を達成しています（3.6m×3.6mモジュール当たりFHP45W×1
灯用(ルーバー付き)4台にて平均机上照度700lx）。従来の２灯用と比較し、
年間点灯時間3,000時間で約36％の年間消費電力量を減らす事ができます。

ヒートアイランド対策
本地区は、東京都の『ヒートアイランド対策推進エリア』内に位置しており、
様々なヒートアイランド対策を施しています。
一号館広場は多種多様な草花、低木及び高木を配し、雨水再利用を施した
保水性舗装の採用のほか、屋上及び壁面の緑化を積極的に行っています。
また水景施設、ドライミストを設置し、夏期の快適性にも配慮しています。
緑化面積は、地上、屋上、壁面の各緑化面積合計で約2,600㎡となります。
保水性舗装は、当敷地の規模で雨水を利用した給水利用型保水性舗装は
民間で最大規模を誇ります。中庭の植栽や、水景施設、保水性舗装への
給水源には高層棟屋根の雨水を中層階の雨水貯留槽に貯えることにより
水資源の効率的な再利用を行っています。

壁面緑化
一号館広場に面するタワー棟の大きな３つの丸柱には、
植物のもつ
「柔らかな
陰影、季節の移ろい、みずみずしさ、風になびく動き」を用いて、緑に包まれ
た憩いと賑わい空間の連続性をつくるために緑化を施しました。高さ8.8ｍ
におよぶ3本の緑化されたこの丸柱「プランテッド・コラム」は、19種に及ぶ
多様な植物を用いて広場に特徴的な空間を創出しています。

屋上部のクールルーフ
屋上部に反射性顔料を含んでいる遮熱塗料を塗布し、日射による室内温度
上昇の低減を図っています。
室内温度が1℃変わることで電力の消費量は、年間10％も変わってきます。
つまり、真夏に室内空調の設定温度を1℃高くすることで10%の省エネに
繋がります。
当敷地では高反射率塗装を採用し日射反射率60.0%を達成しています。

地域冷暖房施設

屋上のクールルーフ
120

80
60

100

40

隣接街区の三菱ビル内の老朽化した旧二丁目センターを丸の内パークビル
ディングにて再構築（設備更新）することにより、設備機器の高効率化を図り

0

DHC施設の具体的な省エネルギー設備として、インバータターボ冷凍機、高

23％の省エネ

100

20

ました。

※ 全国平均値を100として比較

全国の地域冷暖
房施設の平均値

併せて、最新冷熱源システムにより、省エネルギー、CO 2 排出量削減を可能と
し、環境負荷低減に貢献しています。

CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）
CAS BE E−新築を用いて、総合的な環 境 性能を評 価すると、環 境効率
（BEE）
でSクラスの高い環境性能となっています。

100

建築物の環境品質・性能 Q

に伴う省エネルギーCO 2 排出量削減、NOx排出量削減を可能としています。

新丸の内二丁目
センター計画値
丸柱の壁面緑化

一次エネルギー消費比較

効率吸収式冷凍機、氷蓄熱システムなどによるベストミックス熱源システム、
インバーターによる補機動力の削減等があります。地域全体への蒸気供給

77

BEE=3.0

S

BEE=1.5

A

BEE=1.0

B+

78

BBEE
=0.5

50

C

0
0

21

50

建築物の環境負荷 L

CASBEE ランキング（BEE=Q/L）

100

DHC施設
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三菱一号館
丸の内の都市景観のはじまり
明治21年（18 8 8 年）紆 余曲折、様々な検 討の結果、明治政 府が
定めた最初の「都市計画法」として『東京市区改正条例』が公布
されました。
しかし、明治27年に日清戦争が始まり明治3 0年頃まで具体的な
内容は停滞し、日露戦争により縮小され地価の高騰、人口の激増
も伴い、計画の変更・事 業の繰延べが 繰り返される中、道 路 の
新設拡張・下水の新設、河川の改修・上水道の新設が成され、その
中でも躍進的に計画が実現し高層建築街を形成したのが丸の内
でした。この丸の内一帯は事務所建築としての先駆となったばか
りではなく、構造・施工などの技術的側面で時代の先端を行く建
物が生まれました。
このような中で明治23年
（1890年）
岩崎久彌総理代人岩崎彌之助個
人に対して丸の内が払い下げられ、
明治27年1月29日付けで三菱合資
会社
（明治26年12月、
三菱社を改組）
に売り渡されています。
明治23年（1890年）曾禰達蔵は三菱社に建築士として入社しジョサ
イア・コンドル（顧問）と共に丸の内ビジネス街の建設に従事するこ
とになりました。
初め曾禰は三菱社管事の荘田平五郎の指示により丸の内の測量と
地質調査を行いました。明治4 0年に三菱に入社した内田祥三が

復元された三菱一号館

曾禰から聞いた話によると、イギリス風のオフィス街をつくりたい
と念願していた荘田とコンドル、曾禰の3人が馬場先門内側の石垣
の上から三菱が原を眺め「ここに建てる建築物はすべて煉瓦造か
石造にし20間道路（約36ｍ）にふさわしい高さは軒高50尺（約15ｍ）
でその上に屋根のあるものにしよう」と相談したと言う記録が残っ
ています。明治27年（1894年）6月30日にコンドルによる設計で現場
主任曾禰として三菱一号館は馬場先通りと大名小路の角に竣工し
日本最初の本格的オフィス街の礎が築かれました。

馬場先通りから旧三菱銀行、一号館、二号館の眺め

一丁倫敦
■

三菱村の四軒長屋

三菱一号館はＪ・コンドルによる設計でビクトリア時代を代表する
クイーンアンスタイルのデザインでした。その後、現在重要文化財と
なっている明治生命館が建っている場所にＪ・コンドルと曾禰達蔵
が設計をしたルネッサンス様式の三菱二号館、馬場先通りをはさん
で三菱一号館と向かい合った場所にほぼ同じようなディテールで
設計された三菱三号館が建設されました。
丸の内地区の初期に建てられた三菱の第１号館、
2号館、
3号館そして
東京商業会議所の４つの建物を併せて「三菱村の四軒長屋」と
呼ばれましたが、
それらの軒高は15ｍに統一され、
その後建設される
煉瓦造オフィスビルの軒高もこれに倣って統一されました。尚、東京

大名小路から一号館、八重洲、丸ビルの眺め

商業会議所の建物は明治建築界の大御所として辰野金吾、
曾禰達蔵

三菱銀行

と並び称される妻木頼黄の設計でした。
三菱一号館の復元により丸の内は江戸時代の面影を残す皇居の

大名小路
第１号館

石垣と堀、大正時代の代表的建築の東京駅舎、昭和初期の明治生
命本館や東京中央郵便局など歴史的建物がランドマークとなり、
落ち着いた街並みの都市景観が街の風格を醸し出すと共に江戸から
現代までの流れを体現できるエリアとなりました。

第3号館
第21号館

本社食堂
（東9東別）

第7号館別館

仲12号館6号 第23号館 仲10号 仲10号
館9号 館8号

第10号館 第8号館

第11号館 第9 号館

第6号館
第7号館

第4号館

第5号館

馬
場
先
通
り

第16号館

第12号館

第13号館

第14号館
第15号館
第17号館

第2号館

商業
会議所

日比谷通り
一丁倫敦と呼ばれていた頃の地図
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一丁倫敦（当時の「東京名所絵はがき」より）

MITSUBISHI ICHIGOKAN
材料について
日本 都市計画学会・日本建築学会の検 討委員会により、三菱一号 館の
「竣工当時の図面」
「 解体時の実測図」
「 保存部材」の史料から竣工当初の
忠実な復元を目指すことが可能であることが確認されました。併せて、復元
によりコンドルの設計思想・建築技術・工法を解明し、次世代にこれらを
伝えていく意義や、日本における近代オフィス街の原点となる建築を原位置
に復元することで近代都市の歴史を発信する意義があるとまとめられました。
■

天然スレート

屋根は宮城県雄勝産の天然スレートが使用されていました。
現在の雄勝産は

正面入口屋根には一部雄勝産スレート使用

木造トラス

当時と同じ工法で製作した煉瓦

職人の手で積み上げられた煉瓦積み

基壇部分

手摺、胸飾り、避雷針

生産に限りがあり、代替品として色調・強度・吸水率を比較検討した結果、
スペイン／ガルシア地方で採掘されている天然スレートを使用しました。
■

木

材

木造小屋組の当初材と同じ米松材（無垢材）を調達し、断面寸法・長さも
合わせて使用しました（最大サイズ：高285mm×165mm×7m）。接合部は
当時と同じ様にホゾ加工を施し、接合金物を使用して忠実に復元しました。
■

煉

瓦

煉瓦は、当初材の化粧煉瓦を元にテクスチャと色幅を極力合わせることを
主眼とし、型枠に粘土を詰めて成型する製法を選択しました。この製法は
日本では現実的ではなく、中国の煉瓦工場で製造を行いました。また、総数
230万個の煉瓦を積むために約100名の煉瓦職人を北海道と東京で選抜技
量試験を行い決定しました。水湿し実験、目地モルタル調合実験、季節毎の
施工試験、
実大モックアップ等々多数各種の実験を行い実施工に入りました。
■

屋根飾り金物

保管されていた避雷針・棟飾りは安全上の配慮により全てを作り直しました。
避雷針は同じ構造で鍛鉄にて再現し、棟飾りは鋳鉄にて再現しました。
■

石

入手が困難な窓枠石・隅石の当初材、伊豆横根沢石は、同じ安山岩で福島
県須賀川の江持石とし、内部階段・床石の当初材伊豆石は、同じ凝灰岩で、
中国浙江省の五雲石を代替品としました。基壇石の当初材は記録・現物等
が残っておらず産地が特定出来ませんでした。同じ花崗岩で岡山県北木島
の北木石を代替品として使用しました。
加工は全ての原石を中国福建省泉州へ運び、役物加工専用工場にて製作し
ました。また、保管されていた２階の窓枠石は洗浄・補修を施し西側の壁面
へ積み直しました。

構造について
日本で煉瓦造が建てられ始めたのは、明治20年代以降といわれています。
明治27年に完成した三菱一号館は、設計者コンドルが明治24年に起きた

八重洲ビル側メインゲート

一号館〜八重洲〜丸ビルの眺め（大名小路側）

濃尾地震による煉瓦造建物被害の教訓を生かし、
『壁厚の増』
『開口部上下
の壁体水平目地内への帯鉄挿入』
『セメント入りモルタルの採用』という耐震
構法を施すことで、関東大震災にも耐え抜いた耐震煉瓦造建物となってい
ました。鉛直方向に貫通する鉄筋等は一切存在せず、耐震強度は基本的
に煉瓦とモルタル間の付着強度で決定付けられます。現在、この規模の煉
瓦組積造建物を建設することは希有な事例で、建築基準法上も仕様規定
に抵触し大臣認定を取得しています。構造設計として旧建物の基礎を除く
煉瓦組積造部分を基本的に改変しないという復元方針のもと、今後100年
以上の耐用年数、美術館用途としての活用を考慮し、免震構造を採用して
います。

美術館としての活用
本来、
復元であれば従前の用途として棟割形式での貸事務所を再現するのが
順当ですが、建物の社会的意義を考え、様々な用途の検討がなされました。
欧米の都市と各種用途の集積の比較検討を行いましたが、
当エリアには文化
施設、
その中でも美術館用途の施設の不足が挙げられました。
その結果、
三菱
一号館は、
忠実な復元を行った上に美術館として必要とされる機能や内装を
空調設備・照明設備も含めて付加しています。

展示室

旧銀行室（現Cafeエリア）
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ロングライフ
リニューアルによる省エネルギー改修とバリューアップ
岸本ビルヂング
19 8 0 年に竣 工した岸本ビルヂングは端正で暖かく落ち着いた
ファサードのビルです。今でも、皇居に面する代表的な東京の景観
の一部を形成しています。
ビルは中長期修繕計画に基づく劣化更新
に止まらず最新オフィスを見据えた機能アップ更新を進めています。
目下、冷凍機の更新を中心とした省エネルギー改修を進めると共
に、外 構を全面改修した広場整 備やトイレ全面改修を行い、地
球環境にも、
建物内に働く方々にも優しい建物へとバリューアップを
続けています。
■

省エネルギー改修

負荷、外気、冷却水温度等のデータにて年間全時間のシミュレー
ションを行い、省エネルギーで費用対効果の高い最適解を検討し
熱源改修を計画しました。
エネルギー削減は冷凍機、
ポンプ関連で
40％、
空調機変風量化を加えた改修全体で50％、
年間81.5万kWh
の電力削減、
一次エネルギー換算234MJ/㎡・年という大きな省エネ
ルギーとなる改修を行っています。
又、
本工事は国土交通省 既存住
宅・建築物省エネ改修緊急促進事業として1/4の補助金交付事業に
採択されました。
■

バリューアップ

外構は植栽、
自然石、
天然木等、
極力自然素材を用いて、
憩いの広場
として整備しました。同時にビルエントランスに大きなガラス庇を
設けて、来館者を迎える顔としてデザインし機能性も向上させて
います。トイレは、レイアウトと内装仕上の変更による室内環境の
向上、節水型衛生器具やLED照明器具の採用による省エネルギー
化等、
機能と環境に配慮したリニューアルを実施しました。
共用廊下
に面する出入口を全て自動扉として、
衛生面とユニバーサルデザイン
の向上を図りました。

スケルトン・インフィル

I n ﬁ l l 可 変・更 新 性

The Kitahama
計画地は大阪都心の古くからのメインストリートである堺筋に面した
三越大阪店跡地です。周辺の歴史的建築物が大切にされている
場所で、最先端の品質と歴史の香りを纏った建物で豊かな暮らし
をイメージしました。むろん「社会的ストック」として住み継がれる
ことは不可欠なテーマであり、
その一つとしてスケルトン・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筋を用いた
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、点検、更新が可能になっています。
また、
建物用オイルダンパーを用いた制震工法の採用によって、
柱・梁
の少ない伸びやかな居住空間を実現していることから、乾式工法
とあわせて、室内空間の更新を行いやすくなっています。

所在地：大阪市中央区
階数：地上54階、塔屋２階
延床面積：79,605 ㎡
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所在地：東京都千代田区
規模：地上11階、地下2階
延床面積：34,425 ㎡

「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

long life
復元とリニューアル

東北大学百周年記念会館

川内萩ホール

本建 物は、老朽化でその 使 用頻 度 が 著しく落ちていた大学の
五十周年記念建物「東北大学記念講堂・松下会館」
（1960年竣工，
設計：三菱地所、施工：清水建設）を、百周年を期にリノベーション
したものです。設計では、外部は50年前のデザインをできる限り
保存・修復し，内部は新しい機能を個性的デザインで表象すると
いう対照的な方法で、歴史性と現代性、抽象性と象徴性を両立させ
ました。
内部空間は形状を含む抜本的な改修により、
残響時間1.8秒
の本格的な音楽ホール音響と、講演を明瞭に聴き取れる良好な
音空間環境という、一般には両立困難な課題を成立させています。
構造では、耐震壁と耐震ブレースをバランスよく増設し、構造耐震
指標0 .7以 上の安 全 性を確保しています。最大のテーマである
プロセニアム開口拡大は、撤去した梁上部の既存梁を鉄骨で補強
し、その上部の壁を炭素繊維でせん断補強することで実現して
います。
ホール内空調では、騒音源の抑制、騒音発生の抑制、騒音伝搬の
抑制、の三つに配慮し、ピアニッシモの余韻を感じることができる、
空調騒音NC15という極めて高い水準を達成しています。

所在地：宮城県仙台市
規模：地下1階、地上５階
延床面積：5,910 ㎡
設計指導：阿部仁史氏＋小野田泰明氏
設計・監理協力：有限会社阿部仁史アトリエ

自然共生・環境保全・景観形成

リニューアル前の外壁

竣工当時のホール内部

natural symbiosis, environmental preservation, landscape formation

官民協働による交通渋滞緩和

あみプレミアム・アウトレット へのダイレクトアクセス道路
あみプレミアム・アウトレット は茨城県南部に位置し、圏央道阿
見東ICに近接した約10 0店舗のテナント、約2,500台の駐車場を
有するアウトレットモール（2009年7月開業）です。
広域商圏施設であるアウトレットモールは、遠方からの自動車によ
る来場者が多く、また、高速道路の利用率が高いことが特徴です。
このため、計画初期の段階で来客車による交通影響を予測したと
ころ、休日ピーク時に交差点における交通渋滞が予測されたため、

西側通り（広場付近）

中央通り（ガレリア）

ダイレクトアクセス道路（敷地西側）

ダイレクトアクセス道路（入口付近）

問題解決のための抜本的な対策が必要であると判断しました。
さらに、事 業者であるチェルシージャパンとしては、 お客様 が
ストレスを感じることなく、店舗の近くの駐車場に車を駐車できる
アウトレットモールとしたい という強い思いがあったことから、
様々な交通対策の検討を行い、最終的に高速道路から直接アウト
レット駐車場に駐車できる道路
（ダイレクトアクセス道路）
を提案し、
官民協働で整備しました。
その結果、
アウトレット開業後も高速道 路
及びインターチェンジ付近の交通混雑は発生せず、
また周辺交差点
の交通量影響の削減により、燃料消費の低減にも寄与しています。

圏央道・阿見東IC
※交通量のグラフは予測時点の数値

ダイレクト
アクセス 道路（無）

流入交通量

3,871台／時
流入交通量が減少

ダイレクト
流入交通量 2,759台／時
アクセス 道路（有）

所在地：茨城県稲敷郡
施設延床面積：22,714 ㎡

0

1000

正面入口の交差点交通量

2000

3000

4000

台/時

ダイレクトアクセス通路

敷地外道路は茨城県・阿見町整備
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由緒ある邸宅の佇まいを継承する
アリュールゼームス坂
アリュールゼームス坂は、地域にとって歴史ある坂｢ゼームス坂｣に
面する邸宅跡地に建てられた集合住宅です。
旧邸宅は古くは｢ゼームス坂の洋館｣と呼ばれ、
その邸宅庭園とともに
ゼームス坂からの風景として地域の記憶に残されていました。
この由緒ある邸宅・庭園の佇まいを継承し、新たな地域の記憶と
なるに相応しい建築の形成を目指しました。
邸宅解体後も庭園はそのまま残されており、そこにある樹齢の永い
樹々と豊かな緑、作庭に使われていた景石を積極的に活用し、既存
庭園の作庭要素を昇華させることにより

ゼームス坂より望む建物ファサード

車寄せのある「迎え庭」

｢迎 え 庭｣：既存のイチョウを配し、ゼームス坂から臨む新しい
邸宅風景を作り出すアプローチ
｢愛でる庭｣：旧家主が愛したであろう既存樹を配した主庭
｢散策の庭｣：建物外周に散策路を設け、
四季の変化を満喫できる
回遊式の庭
の３つの庭をつくり、旧庭園の想いを現代に引き継ぐ新しい庭園

主庭「愛でる庭」

主庭へと続く緑に囲まれた回遊路

敷地内に設けた公開遊歩道

計画としました。
また、この庭園は大部分を公開空地・公開遊歩道による構成とし、
住まう人のみならず、地域の人々にもかつてよりある樹々や新しい
庭園を楽しめる場所となっています。
建物は庭園を囲うようにして配した回廊式の共用空間と住宅棟で構成
し、
いつでもどの住戸からも庭園を感じる住空間をつくりだしました。
所在地：東京都品川区
規模：地上12階、地下2階
延床面積：23,705 ㎡

エントランスホール

建物周囲に設けた「散策の庭」

キャンパスの環境保存と新たな景観形成
東京女子大学新棟（研究室/体育館）およびオープンスペース
計画地は東京都杉並区の閑静な住宅地にあります。90年を超える
歴史の中で培われた環境の保全と新しい教育環境の形成という
二つのテーマをもとに計画をしています。
既存樹木の調査を行い、配置、形 状、樹齢などを把握し、可能な
限り樹木を残す建物の配置としました。建物内部からは常に外の
緑が感じられるように開口部の位置を計画し、普段見慣れた樹木
や花を新たな視点で見ることでキャンパスの持つ環境の豊かさを
再認識してもらえるよう配慮しました。
オープンスペースは今回の計画建物と既存の建物に囲まれた60m
四方の空間で、
学生の憩いの場となる
「庭」
として計画されています。

新棟およびオープンスペース全景
11号館
（学生ホール）

25号館
（新体育館棟）

既存の樹木を残しながら、新たな樹木を計画的に配置し、夏は
緑陰空間をつくり冬は暖かな日射しが落ちるように樹種の選定と
ベンチの配置を計画しています。オープンスペースの大部分を占め
る芝生の広場は、20年以上昔に取り壊されたかつての広場の形状

オープンスペース
23号館
（新研究室棟）

10号館
（図書館）

を再現し、
緩やかなスロープのある芝生広場となっておりキャンパスの
歴史と未来をつなぐ象徴的な場として位置づけました。この空間を
創ることで新しいコミュニケーションが誘発され、創立100周年に

8号館

4号館

向けキャンパスの新たな景観が生まれることを期待しています。

所在地：東京都杉並区
規模：地上6階／地上2階
延床面積：5,983 ㎡／2,731㎡
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コミュニケーションテラス

談話室より外構を望む

natural symbiosis, environmental preservation, landscape formation
旧貯木場の水面を環境づくりに活かしたオフイスビル

新木場セントラルビル
製材工場と倉庫の街にあって、今は使われなくなった旧貯木場の
水面の魅力を生かして、快適なワーカーの生活空間をもつオフィス
ビルを作り出しました。
短冊状の土地において、アプローチ側からも明るい運河側の水面
を感じられるような建物配置としています。運河側で斜面をなす
護岸保護エリアには、
元の工場に有った既存高木を残しながら水面

貯木場水面を生かし、心地良いワーカーの生活空間を創造

を切り取る前庭をデザインしました。南面する建物1階部分は、水面
のきらめきと緑陰を楽しめるウッドデッキのランチテラスとなって
います。屋上緑化を含めた緑化では、潮風の影響を充分に考慮し
た樹種選択としています。
低層で平面形の大きなオフイス内には、大きな窓面から旧貯木場
運河の水面を身近に感じられる吹抜階段を設けワーカーの日常
動線としています。この吹抜には2層毎にリフレッシュスペースを
設け、普段は顔を合わせにくい他フロアのワーカーとも上下移動の
時に顔を合わせられるような空間とし、オフィス内のインフォーマル

既存高木を生かした運河側の緑地

なコミュニケーションを誘発する空間としています。内装素材には
無垢の木材や珪藻土を用い、素材感が屋外の豊かな緑へと繋が
り、いつでも身近に自然を感じられる内部空間となっています。

所在地：東京都江東区
規模：地上６階
延床面積：12,402 ㎡

水面とランチテラスに面する食堂ゾーン

既存高木によって縁取られた水面に面するランチテラス

省エネルギー

energy saving

太陽光を制御する深緑色の縦ルーバー

ミドリ安全本社ビル
安全靴・ヘルメット・作業服等、各種保護具を製造する業界トップ
企業の本社ビルです。
街並みの中で一際目立つランドマークとしながらも、
外苑西通り側の
東面ファサードには深緑色の花崗岩縦ルーバーとガラスカーテン
ウォールを用いて、重厚さと軽快さを併せもった外観とし、見る角度
によって周辺の豊かな緑に溶け込む品格のある外観としました 。
縦ルーバーは幅80ミリ×奥行き400ミリのユニットを1280ミリピッチで
取り付け、室内への太陽光の入射を制御し窓面の熱負荷を軽減し
つつ、有栖川公園の豊かな緑を享受します。また窓際に設置した
エアバリアファンとブラインドを利用した簡易エアフロー方式を採
用し外皮性能を高めました。また西面ファサードにおいても窓面
積比を最小化し、熱負荷を低減しています。
その他に、セントラル換気方式による空調システム、外気導入によ

東側全景

縦ルーバーのディテール

る冷房エネルギーの削減、雨水コレクターを用いた雨水 利用装
置、屋上庭園や屋上緑化によるヒートアイランド対策や断熱性向
上等の様々な環境配慮提案を行っています。これにより標準的な
事務所ビルと比較して、年間で約2割の空調エネルギーの削減と、
年間で約32トンのCO 2 削減を見込んでいます。これは樹木に例え
ると、ヒノキ約1300本分（森にして5〜6ha）の吸収量に相当するも
のです。
所在地：東京都渋谷区
規模：地上11階、地下2階、塔屋1階
延床面積：9,985 ㎡

オフィス内観

縦ルーバーによる太陽光の入射の制御

窓面積比の少ない西側ファサード

６階は屋上緑化
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省エネルギー
地域特性に配慮したファサードシステム
南国センタービル
鹿児島中央駅前に計画した事業者の本社機能を有するテナント
オフィスビルです。
駅前の恵まれた立地を活用し、新しい都市景観を創出すること
により鹿児島の街づくりと地域の活性化に寄与することが求め
られました。
外 観は、ガラスカーテンウォールを主体として内部からの眺望を
最大限確保しながらも鹿児島の日射特性を考慮して、水平方向
のアルミフィンによるブリーズソレイユとGRCによる縦ルーバー

北西側外観

鳥瞰：桜島を望む

を組み合わせた「環境ファサード」を構築しました。結果、前面の
道路に沿って70ｍにも及ぶルーバーがおりなす光と影が駅前の
新しい風景を形成しています。
内部にも、トップライトのあるエコボイドをもうけ、開放感ある
共用部インテリアの特徴とするとともに、館内の排気シャフトとして
利用することで動力の低減を行っています。
さらには、屋上の外気取入部には降灰フィルターを採用し、建物
の長寿命化を目指すとともに鹿児島の強い日射を利用した太陽

基準階窓廻

光発電の設置など地域に則した取り組みを行っています。

所在地：鹿児島県鹿児島市
規模：地上9階、
地下1階
延床面積：18,589 ㎡

エントランス

環境ファサード詳細

建物全景

PC格子（ECO-LATTICE）

日射を制御するPC格子スクリーン
常陽つくばビル
常陽銀行の茨城県南地域の中核拠点として、つくば学園都市の
中心部に計画された準本店ビルです。
要求される機能を満足させる
為、安全性・柔軟性・拡張性・環境共生という4つのコンセプトに
基づき基礎免震の採用、設備の二重化によるバックアップ強化、
セキュリティの徹底、その他様々な省エネルギー手法を採用して
います。
外 観デザインでは建物全体を水平フィンと縦 型マリオンによる
PC製の格子（ECO-LATTICE）で包むことで、彫りが深く陰影の
ある外 観とし、同時に日射遮蔽による空調負荷の低減を図った
デザインとしています 。東 西 面では縦 マリオン 、南面では 水平
フィンの効果により1年を通じて50％以上の日射遮蔽効果を発揮
しています。
又、低層の銀行店舗部分は地域に開かれた銀行を目指して、
ガラス
スクリーンとなっていますが、内側にGRG（ガラス繊維強化石膏）製
の格子を持つダブルスキンの構成となっています。銀行店舗とし
て必要な視線制御、及び閉館時にはシャッターと同様の防犯装
置として機能する他、ロビー空間の日射遮蔽を行い、上部窓から
廃熱する空調負荷低減の効果も発揮するデザインとなっています。

所在地：茨城県つくば市
規模：地上10階、地下1階、塔屋2階
延床面積：16,541 ㎡
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低層外装（ガラススクリーン + GRG格子）

energy saving
年間を通して熱負荷低減を実現するダブルスキン
シンクロン本社ビル
真空薄膜形成装置メーカーであるシンクロンの本社ビルです。真空
薄膜形成装置とは、カメラや眼鏡のレンズ、光学ディスク等に薄膜
を形成（蒸着）させ光学性能を向上させるものです。
本計画ではシンクロンの真空薄膜形成装置によって生み出される
光学製品の特性「透過」
「 反射」を建築的に表現しました。道路に
面した曲面ファサードをダブルスキンとし、環境に配慮しながら
コンセプトのデザインを実現しました。
ダブルスキンのアウターガラス
を透明な高透過ガラスとし空に溶け込む「透過」性を、夜間におけ
るライトアップによって「反射」性を表現しました。

外観

ライトアップ

環境対策はダブルスキンカーテンウォールを多層型とし、１階から
６階までを一気通貫したタイプとすることで年間を通じての空調熱
負荷低減を図りました。夏は最上部と最下部にある外気温に連動
する電動換気パネルを開けて、
ブラインドに生じる日射熱を上昇気流
により排熱させています。冬は換気パネルを閉め断熱層として機能
させています。右図は、ガラス表面の温度を測る特殊カメラで撮影
したもので、外気温が約6度の時にガラス表面の温度が約23度と
なり、このダブルスキンシステムが冬季も断熱層として高い省エネ
ルギー性能を示していることがわかります。

所在地：神奈川県横浜市
規模：地上6階、地下１階
延床面積:6,615 ㎡

ダブルスキン

キャビティ

冬季におけるペリメータ廻り ガラス面温度分布写真

寒冷地における外断熱 PCの利点
北海道銀行ほしみ研修センター
■

建物概要

北海道銀行ほしみ研修センターは、北海道銀行の人材育成の為の
研修施設として計画されたものです。
■

外断熱の有効性について

建物の外壁の断熱方法としては一般的に、
内断熱と外断熱の２種類
が存在しますが、内断熱では躯体コンクリートが外気側にあること
から厳しい外部の影響を受けやすく、温度伸縮によるひび割れや、
乾燥・吸水に伴う劣化の現象も起こり、ひいては躯体コンクリート
の中性化の問題にもさらされています。これらに対し外断熱とする

外観東面

ことにより、前述の課題が払拭され、外断熱の採用は省エネ効果
以外に建物の耐久性向上に対しても大きな効果があり、採用され
る運びとなりました。
■

外断熱と通気層の併用

寒冷地におけるPC施工の特徴は、凍害の原因となる建物躯体へ
の水の進入を防ぐように外部側の一次シールをクローズジョイント
とすることが一般的ですが、併せて本計画では北方型住宅の基準
にもなっている外皮と断熱材間に通気層を設ける通気層工法を

外観南面

採用しています。通気層を設けることにより、室内側の断熱材付近
にこもる湿気を通気層から外部に排除することで、①凍害防止、
②断熱材の湿気による劣化防止、③一次シールが切れた場合の
水みちとなるよう考えることで、単なる外断熱ではない、更なる建物
の耐久性の向上を目指して計画されています。
所在地：北海道札幌市
規模：地上5階、塔屋1階
延床面積：7,791 ㎡

中庭（西側）

メインエントランス
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知的照明システム及び輻射空調システムの実証
〜低炭素型モデルオフィス『エコッツェリア』における取り組み〜
大手町・丸の内・有楽町地区の環境戦略拠点である
「エコッツェリア」
（新丸ビル10 階、運営：エコッツェリア協会）の執 務スペースが、
「知的照明システム（新開発グリッド天井用LED照明採用）」
「輻射
空調システム（天井・壁面）」を核とした低炭素型モデルオフィスと
してリニューアルされました。
（事業主：三菱地所）

室内内観

照明・空調という執務環境の二大要素を、最新技術によって統合的
かつ最適な運用方法で調和させ、これまで以上の快適性、省エネ
ルギー性を両立するモデルオフィスと位置づけられています。
低炭素
時代の先駆的オフィス形態として、来訪者が環境技術性能を直に
体感できる場を提供すると同時に、
執務者が日常利用する中で年間
を通じて環境計測し、
学識者の助言を得て性能評価が行われます。
今回導入された知的照明システムは、
同志社大学大学院工学研究科
三木光範教授によって開発された、執務者の生産性向上と省エネ
ルギーを両立する照明制御システムです。執務者個々人が最も快適
と感じる照度・色温度を各自のパソコンと照度計によって個別に
設定・調整することで、必要量のみの照明で個人の最適と全体の
最適を自動的に実現することができます。業務内容や個人嗜好
などに応じて執務者ごとに異なる照度と色温度を使い分けること
により、快 適性や知的生産性が一層向上すると分析されていま
す。また必要に応じて調光、消灯することにより、均一に照射する
従来型オフィス照明と比較して電力消費量は大幅に削減され、約
50%以上の省エネルギー効果が期待されます。本オフィスの照明

室内の照明は、個人の好みに応じてそれぞれの照度・色温度が変更できる

には、グリッド天井用LED照明器具（照度・色温度可変型）が開
発・導入され、省エネルギー性と長寿命化を実現しています。

色温度の違い

左から、昼白色、電球色、全点灯（昼白色+電球色）

空調には輻射空調システムを導入し、こちらでも執務者の快適性
向上と省エネルギーの両立を目指しています。輻射空調システムと
は熱が物体を介さずに高い温 度から低い温 度に移 行する性質
（輻射）を利用して冷暖房を行う空調システムです。体感温度への
働きかけにより、冷房時・暖房時ともに室内温度設定を緩和して
も、従来型の送風主体空調と同等の温熱環境を提供することが
可能になります。加えて、
天井・壁全面冷却によって室内温度ムラは
緩和され、局所的な気流が低減されます。今回はガスバリア樹脂
ホースを用いた輻射パネルの採用により、
銅管使用によるピンホール
漏水の懸念を解消し、
長寿命化においても高い性能が期待されます。
熱搬送媒体を空気から水に換えることで搬送動力は約25%削減
され、高い省エネルギー効果が見込まれています。

壁面内に設置された輻射パネルのモックアップ
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天井および壁面の熱画像
表面温度はおよそ20℃まで低下している

さらに個別の発熱負荷対応用として、あるいは個人の温冷感に対応する
ために、床吹出し空調システムが導入されています。吹出し風量、気流方向
を切り替え可能な床吹出しユニットをインテリア、
ペリメータにそれぞれ配置し
ました。
また、
外気処理用としてデシカント空調機を導入し、
冷却・除湿分離空
調方式とした室内環境制御フローを形成し、
執務者の快適性と省エネルギー
効果の両立を目指した複合的な空調システムを構築しました。

リサイクルカーペットと床吹出し口

他にも、積極的な自然 採光と日射 熱を8 5%削減する高性能窓システム
（エアフローウィンドウ＋自動制御ブラインド）や、リサイクル率約50％の
バッキング材を使 用し、カーボンオフセット証書が 付与されたインター
フェイス社（米国）のリサイクルタイルカーペットを採用しており、施工時の
接着に際してはカーペットの四隅だけを粘着フィルムで固定する「タック
タイル」を使用することで糊剤の不使用を実現しています。
また、
室内温湿度
や熱量、風量の計測とモニタリングを行い、
エネルギーを可視化するシステム
も導入しました。省エネルギー、温暖 化ガス排出量削減に向けた様々な
先端技術を実践導入し、性能評価・情報発信するモデルオフィスとして、
エコッツェリアの役割が期待されています。

窓廻り内観
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