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世界は約20年前、持続可能な社会へと方向転換するために気候変動枠組み条約と
生物多様性条約を結びました。その後、前者については、地球温暖化対策は経済
的にも見合うという報告書が2006年10月に発表されて以来大きな進展を見せて
います。経済的観点からの捉え方は大きな原動力となります。一方、生物多様性に
関しての経済的評価については2008年5月、生物多様性条約COP9において中間
報告がなされ、本年10月名古屋で開催されたCOP10に最終報告のあったTEEB
（The economics of ecosystems & biodiversity：生態系と生物多様性の経済学）
が注目を浴びています。
TEEB最終報告が地球温暖化対策の報告書と同様に、早期の対策が経済的にも
見合うという内容であることは明らかで、そのことにより企業を始めとして多くの
関心を集め対策が加速することが期待されます。
今後はますます地球温暖化対策の側面からも、また生物多様性維持の側面から
も効果のあるアプローチが優位となると思われます。化石資源の省資源・省エネルギー
のみならず、再生可能な資源・エネルギーの利用拡大を図ることはもとより、生物
多様性は人類の生存基盤であることを再認識する必要があります。

建築・都市環境の創造を活動領域とする私たち三菱地所設計は、『環境・文化・未来
のグランドデザイナー』としてこのような地球の姿を真摯に受けとめ、今後も日々
研鑽を積みお客さまのご期待にお応えしてまいります。

2010年11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（2001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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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。

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
　■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

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。

ゆとりの確保

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。

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。

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。

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。

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。

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。

耐震補強

スケルトン・インフィル

設備改修

自然生態共生

都市気候緩和

屋上緑化

景観の歴史性の継承

庇・ルーバー

地域冷暖房

太陽光発電

自然採光・自然通風

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。

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。

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。

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。

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
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environmental symbiosis technology

照明システムの効率化

ビル管理システム

外皮性能（ダブルスキン）

空調システムの効率化（搬送エネルギー）

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。

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。

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。

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。

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

木材代替型枠

節水

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。

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。

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。

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。

省資源系の技術

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。

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、オゾン層の保護に寄与
する。

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。

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。

ノンフロン化・フロン回収

廃棄物の削減・再資源化

ゴミ処理システム

廃棄物削減系の技術

排出土の少ない計画
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モデル検討 侵入熱量の
ピーク値 [kv]　

338　
267　
525　
508　

371　

293　

64％　
51％　
100％　
97％　

71％　

56％　

対比

モデル1 キャスト +単板ガラス
キャスト + 複層ガラス
単板ガラス+ブラインド
複層ガラス+ブラインド
ダブルスキン（外部単板ガラス+
ブラインド+内部単板ガラス）

ダブルスキン（外部単板ガラス+
ブラインド+内部複層ガラス）

モデル 2
モデル 3
モデル 4

モデル 5

モデル 6

完成したアルミキャストキャスト型枠

上  6号館ケヤキ広場より南ファサードを見る
下  南東角ファサード

夏期の太陽光による侵入熱量のシミュレーション結果

所在地：大阪府茨木市
1号館

規模：地上３階、地下１階
延床面積：4,812 ㎡

追手門学院大学
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追手門学院大学は、大阪北摂の自然豊かな土地にあります。学院
の創立120周年と大学創立40周年を記念し、キャンパスの再整備事業
が行われてきました。整備を行うに当たり、自然と人の環境を大切
に考えられた学院のお考えに基づき、様々な方向から人と環境を
テーマとし、学校と設計者が一体となり、取り組んで参りました。
そのうちのいくつかをご紹介させていただきます。

追手門学院大学における環境配慮

1号館は、1967年（昭和42年）に竣工し大学創設時からキャンパス
のシンボルとして愛されてきた旧1号館の建替え計画です。本計
画は、先に手掛けた中央棟・6号館とともにキャンパスの統一感を
保ち、近接する周辺建物からの見る見られる関係に配慮しながらも、
独立した建築として高いシンボル性が求められました。大学の事務
を執り行うための機能性と、大学を訪れる人の心に残るデザイン
との両立を目指しました。外壁に校章のモチーフであり、またキャ
ンパスのシンボルツリーでもあるサクラをモチーフとしたアルミ
キャスト製面格子にて覆い、一年を通して満開に咲くオフィスを
実現しました。

桜咲くオフィス ― 1号館

このサクラのアルミキャストは、外部ルーバーとしての機能を発揮
する目的で設置、日射遮蔽に効果的な役割を果たしています。
窓周りのスキン構成の検討（右下 侵入熱量のシミュレーション参照）
を行い、本計画では、外部ルーバー＋Low-e複層ガラス＋ロールス
クリーンを採用し、一般的なダブルスキンよりも効果的な日射負荷
低減が可能となりました。また、作用温度（OT）の検討を行い
ペリメーター部分の輻射熱環境の改善を図っています。

日射遮蔽に有効な外部ルーバー

中間期や夜間は空調に頼らなくても良いように、各スパンに開閉
が可能な窓を設けております。前庭の木々からの風により、自然の
力を利用した心地よいオフィス空間を目指しています。

中間期には窓を開けて

サクラのアルミキャストは、環境に配慮しアルミ缶などの廃材再生
材を使用しています。また、今回の鋳造法においては型枠に砂を
用いており、何度も型枠の再生使用が可能な環境にも配慮した
鋳造法です。
また、伝統工芸を手掛ける工房とのコラボレーションにより、建築
では初めて両面のサクラ模様を実現しています。
事務室空間と学生が賑わうキャンパスとの緩衝効果とともに、
深みのあるファサードは屋上緑化の前庭空間を彩っています。

外部から侵入する熱量は、一般的なオフィスビル（モデル3）と比較し
た場合、約半分になります。
1号館ではアルミキャスト＋Low-e複層ガラスとロールスクリーンを組
み合わせているため上記の組み合わせより侵入熱量が少ないと推測
されます。

廃材を再生させたアルミキャスト



A

1

日射量 867.9W/㎡

日射 41.42W/㎡

貫流 43.85W/㎡ 貫流 17.48W/㎡

外温
33.6℃

日射量 867.9W/㎡

外温
33.6℃

ダブルスキン内温度
45.1℃

合計 65.27W/㎡

日射 347.15W/㎡

合計 364.63W/㎡

ダブルスキン（採用） Low-E + ブラインド（比較）

1520

17
0

5
4
0

6
5
0

475

1320

38
00

38
00

研究室

屋上

キャビティ

520

6,300.73

4,400.51

991.32

908.8

74
m

6,300.73

4,400.51

991.32

908.8

自動制御盤

ATM

N

中高エリア

駐車場・グランドゾーン

教育施設ゾーン

2003年整備前配置図 2010年配置図

松籟庵宮本輝ミュージアム図書館改修後図書館改修前

図書館屋上庭園 ケヤキ広場、6号館・1号館の屋上緑化を見る

キャビティ内ダブルスキン断面 中央棟西面ファサード

グランド

駐車場

並木道

グランド
駐車場

OTEMON GAKUIN UNIVERSITY
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学院のキャンパスは敷地面積約15ha。30Mの高低差のある緑豊かな
丘陵地にあります。中央棟・６号館の新築を機に、メインアプロー
チとしての並木道、グランド、駐車場を配置し直し、ゾーニングと動
線計画を改良することで、魅力ある大学キャンパスとして環境を整
備してきました。

キャンパスの再整備

中央棟・６号館は斜面地に計画されたため多くの土が工事中に
排出されました。その残土を有効利用しながら、キャンパス全体
の高低差を調整し、工事費の低減と再利用による環境配慮を
行っています。

残土利用

キャンパス整備に際し緑化整備も積極的に行いました、エントランス
部分とキャンパスのメインアプローチには並木を配し、駐車場部
分にも高木の緑を植え、緑のネットワークを形成しています。並木
脇の芝生化した学生広場は、憩いの場・イベントの場として活用
されています。また、6号館・1号館・図書館では、屋上緑化を行い
立体的なつながりのある緑の景観を構成しています。
（「関西さきがけ賞」（デザイン賞）受賞）

緑化・屋上緑化の積極的な導入

キャンパスのシンボルである中央棟は、（研究室を中心に構成され
ています）「学びとコミュニケーションの空間実現」という大学の
要望に基づき、東西面において開口部を透明度の高いガラスと
する計画にしてします。東西面は日射負荷が大きいため、外皮性能
が高い多層式ダブルスキンを採用しています。夏期と冬期の検証
実験により、右下図のようにlow-eガラス＋ブラインドに比べ極めて
優れた日射遮蔽効果が確認されています。

ダブルスキン ― 中央棟

図書館は、耐震性能の向上と利用頻度の向上を目指し、大規模
な改修を行い、建物の長寿命化を図っています。新しく「宮本輝
ミュージアム」という機能を加え、学外からの利用頻度も増し、
活性化が実現しています。
また、松下幸之助氏寄贈の茶室「松籟庵」についてもリニューアルを
施し、前庭空間を一新することによりキャンパス空間と新しい関係
が生まれました。ハードとソフトの長寿命化は、これからの地球に
大切な考え方であると実感いたしました。

長寿命化 ― 図書館・松籟庵



　所在地：東京都千代田区
　階数：地上20階、塔屋5階、塔屋2階

　延床面積：63,066 ㎡

エントランスホール

基準階事務室

エレベーターホール

エントランスホール（改修後）

外観

地下２階車寄せエントランス

ロビー

エントランスホール天井（改修前）

建物の特性を生かしたバリューアップ
ＪＸビル
本建物は、1970年の竣工から40年間、１社専有テナントビルと
して機能してきました。41年目の2010年4月、また新たな企業
の1社専有テナントビルとしての再スタートとなりました。
地上20階、最高の高さ84ｍ、鋼板耐震壁を備え、新築当時は
まだ数少ない超高層ビルとして最新鋭のスペックを誇っていま
した。幾度かの改修工事を経たものの、内装を初めとした設備
の老朽化が進んでおり、新たなテナントを迎えるには全面的な
改修が必要とされました。
しかし、全館のリニューアル工事となるにも関わらず、工事に
要することの出来る期間は非常に短く、短工期で、最適な改修
を行うことが求められました。

■ 長所を最大限に生かしたバリューアップ
基準階階高3.8m、基準階天井高2.65ｍ、奥行12.8ｍ×幅70.2ｍ、
約900㎡の無柱空間を南北に配したセンターコアの事務室空間
は、現在の事務所ビルに要求される仕様にも十分に対応でき
るものでした。事務室は新たに、OAフロアの敷設、システム天
井への変更、自動調光システムの採用等により、ＯＡ化と省エ
ネルギー化を図りました。天井高2 .6ｍの広々とした無柱空間
は、オフィスレイアウトにフレキシブルに対応することが出来ま
す。壁も、ばらつきの生じていたスチールパネルからボードに変更
し、全面塗装を行いました。

■ 素材を生かしたバリューアップ
１階のエントランスホールとロビーは、大理石やステンレス等の
長期の使用に耐えうる素材が使用されていました。改修では
これらの素材を生かし、天井全面と床の一部、及び、増設した
壁のデザインにより、新たなビルの顔として、明るくすっきりと
した空間に生まれかわりました。

■ 既存設備の延命化
空調機は、機器毎の詳細診断を行い劣化状況に合わせて部品
交換、清掃を行う延命化工事を行いました。同様に配管竪管に
ついても詳細調査の上更新しない延命化工事を行いました。
これらの延命化工事の採用は、工期の短縮に大きく寄与して
います。

■ 省エネルギー化によるバリューアップ
環境に配慮した建物運用エネルギーの効率化を図るため、空調機・
外調機のインバーター制御追加、空調用ポンプのインバーター
採用、高効率の照明器具の採用、自動調光システムの採用、屋上
スラブの断熱性能の向上等の対策を行いました。
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ロングライフ



▽ 2FL

▽ 1FL

▽ RFL

▽ 3～4FL

ブラインド
反射面(白)

上部窓開放

下部窓開放

▽ 2FL

▽ 1FL

▽ RFL

▽ 3～4FL

冬期は
上部窓閉鎖

中間期は
上部窓開放

中間期は
自然換気窓
開放

中間期は
自然換気窓
開放

下部窓閉鎖

ブラインド
吸収面(黒)

所在地：長野県飯田市
規模：地上４階

延床面積：23,970 ㎡

所在地：大阪市北区
規模：地上５階

延床面積：2,281 ㎡

食堂

夏期

冬期 夏期：日射遮蔽モード 冬期：日射利用モード

免震ピット

航空写真

建物全景

PCaPC 建方状況

搬入デッキと設備バルコニー

次世代型ブラインドを用いたファサードの提案
立川ブラインド工業大阪支店
自社ビルとなる新社屋の計画にあたり、我々は言葉としては「見えな
くすること」を意味するブラインドをデザインや環境性能上、重要な
役割を担う主役として「見せるブラインド」で建築をつくりたいと考え
ました。また同時に地球的課題である「環境」をテーマとした企業
アイデンティティを明確にする次世代型ブラインドの開発を提案し、
製品化を前提に新しいブラインド像の検討が始まりました。
南面は障子型断熱パネルブラインドを利用し、パネルが閉まると
空気層が構成されて暖気を排出する簡易型エアフローとしました。
西面はより熱負荷低減の効果のあるダブルスキンカーテンウォール
とし、日射エネルギーに対して反射と吸熱の異なる機能を併せ
持つリバーシブルブラインドを設置しました。ダブルスキンカーテン
ウォールには天候や風速を感知して自動開閉する換気口を設けて
室内の給排気を自然換気で行い、建具を入替えるように機能が
かわるこのブラインドの性能を最大限発揮するシステムとなって
います。
ビルは日々の執務の場としてブラインドが意識される空間であるとと
もに、各ファサードは環境データの測定や収集などおこなう「ラボ」
の役割を兼ね備えています。ブラインドラボでは試作品・新製品が
試され、時代・技術・環境による製品の進化とともに新しいファサード
が発信され続けられていきます。

09the effort for environmental symbiosis 2010

免震構造とＰＣａＰＣ造による生産施設
三菱電機㈱中津川製作所太陽電池セル第２工場
この施設は、太陽光発電システムに用いられる結晶シリコン太陽電池
セルの加工を行う施設として、現在稼働しているセル生産能力の
増強を目的とし建設されました。
今回の設計に際しては、近年発生が危惧されている東海、東南海
地震、および建設地近傍の活断層を震源とする直下型地震に対する
安全性確保を目標とし、地震時の被害を最小に抑え、その後の
生産再稼働を迅速に行えるよう免震構造を採用しました。上部
構造については、プレキャスト・プレストレスト鉄筋コンクリート造
（PCaPC造）とし、①大スパン化によるフレキシビリティの向上、
②躯体の工場製作による品質および耐久性の確保、③現場作業の
効率化による工期短縮を実現しました。このように、本建物は免震
構造とPCaPC造の組み合わせにより、安全性および耐久性を格段
に向上させたロングライフな施設となっています。
また、生産施設として重要な生産を継続しながらの段階的な生産
設備増設や将来的な設備の更新に対応できるよう外部北面全体
にルーバーで覆われた設備バルコニーを設けています。
その他に環境共生技術として屋上には当製作所で生産された
太陽光発電パネルが設置され、最上階の食堂・事務室に面して
配置し「見える化」された屋上緑化は花咲く植物を植え、社員の
アメニティ向上にも寄与しています。

long life

省エネルギー energy saving



エントランスホール 談話室

中庭

正面外観

大講堂

車寄せ

所在地：東京都武蔵野市
規模：地上3階、地下1階、塔屋1階

延床面積：5,820㎡

キャンパス全景

伝統の継承と使い続けるための機能再生
成蹊学園本館
■ 学園の象徴となる学園本館
学園本館は、三菱社桜井小太郎設計、合資会社清水組の施工に
より大正13年に竣工しました。平面計画、ファサードともシンメトリー
な構成で、煉瓦タイル貼の古典的なスタイルであり、教育施設らしい
品位あるデザインです。
アプローチの強い軸線と周辺建物のシンメトリーな配置により象徴
的なキャンパス空間を形成し、80年に亘り学園の顔として伝統を
醸成してきています。煉瓦タイルの外観は、成長した欅並木とともに、
歴史的景観を形成しています。
■ 歴史ある建物を尊重した建物活用
改修方針の策定にあたり事前に周到な調査を行い、本館の将来
計画について議論し、デザインを維持しつつ今後も安全で安心な
建物として利用できるように、保存・再生することとなりました。
外観や、エントランスの大階段、大講堂等の重要な部分は、ほぼ
竣工当初の姿を保全しつつ、居室部分は大幅な間仕切変更や機能
維持のための内装改修を行い、継続利用されています。今回の改修
では機能を継続し、出来るだけ竣工時の姿に近づけるよう内外装
の改修を行いました。
■ 時代の要請にこたえ、使い続けるための機能更新
1. 耐震補強と躯体健全化
歴史的意匠を損なわず且つ室配置に支障が出ないように、Is値の
分布も滑らかでバランスの取れた補強計画としました。構造躯体は
内装材や外装タイルをはがし、クラックや躯体脆弱箇所の健全化を
行いました。
2. 屋上防水および外壁更新
屋上防水は全面更新しました。外壁タイルは既に竣工時と異なる
タイルで貼替えた部分やモルタルで補修した部分も多く、全面貼
替えとしました。タイルは色彩のバラつき具合等、竣工時の姿に配
慮し選定しました。
3. 内装改修および設備更新
講堂は内装の意匠を保全し、既存ペンダント照明の光源をＬＥＤに
改造するとともに、新たに照明器具を追加し照度を確保しました。
新たに設置した談話室は歴史性を尊重しつつ、境界部はガラスを
用いた開放的なデザインとし、現代的な設えの交流の場としました。
入口正面のブラケット照明器具は昭和10年の卒業写真を頼りに
竣工時の姿を復元しました。
4. バリアフリー改修
幅広い利用者に対応できるように誰でもトイレやスロープの設置、
廊下や扉まわりの段差を解消し、利用度の高いドアを自動ドアに
改修するなど、より使いやすい建物にしました。
5. エネルギー効率の向上
断熱強化による熱負荷の軽減、高効率機器の導入、人感センサー
による照明制御、節水型器具採用等、消費エネルギー削減に努め
ました。

外観や講堂等の意匠保存を図る部分と、各時代の要請に対応し
機能更新し機能的に利用する部分を意識しながら、80年の年輪を
重ねた本館が、今後も愛される建物となることを願っています。
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自然共生・環境保全・景観形成



壁面緑化 アプローチのオープンスペース

北東より全景

屋上緑化

所在地：大阪市淀川区
規模：地上７階

延床面積：6,266 ㎡

三番町フォレスト

三番町テラスとガーデンパサージュ

レジデンスエントリーコート 三番町テラス

所在地：東京都千代田区
規模：地上15階、地下1階、塔屋2階

延床面積：34,186 ㎡

南東面全景
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地域への環境貢献
大鉄工業本社ビル
総合建設業である大鉄工業本社ビルの新築・移転プロジェクト
です。
住宅と雑居ビルが混在する地域で周辺地域との共生を図りながら、
移転が地域に良い影響を与えることを目指しました。
建設地は大通りに間口16ｍほどで面し、奥で広がった不整形な
形状をしており、合理的なプランニングをおこなった上で、大通り
からの引き込み部分をオープンスペース化、質の高いアプローチ
空間として整備することとしました。
間口16ｍ、奥行き17ｍほどのアプローチにおいて、グリッドパター
ンに整えられた植栽配置が、オフィスビルとしての存在感を演出
しつつ、交差点にも面している建設地周辺での空間の質の向上
と広がりを提供しています。
また、北のオープンスペースから南へと連なる40ｍにもわたる東側
の壁面緑化が、北での空間的ゆとりを南に広げていくことを助け、
アイレベルにおいては、道行く人の心に安らぎを与えるほどの
空間の質を提供しています
街並みの更新が今後期待されるこのエリアで、以降のプロジェクトに
良い影響を与え、地域の景観が形成されていくことを期待しています。

natural symbiosis, environmental preservation, landscape formation

三番町の名を継承する森とテラスの創造
ラ・メール三番町
本計画は、皇居に面した千鳥ヶ淵にほど近い三番町の一角に、
オフィス・レジデンス・店舗の複合施設を建築したものです。敷地
のポテンシャルを最大限引き出す為に、市街地住宅総合設計制度
を採用し容積割増を得ています。
市街地住宅総合設計により生まれた公開空地には、多くの緑を
配することで、皇居を中心とした緑のベルトの一翼を担っています。
四季を通して表情を変化させる樹木を配置し、昔からの地形の
高低差を活かした緩やかなスロープやマウンドを展開し、回遊性を
誘発するような潤いのランドスケープデザインとしています。
パサージュや小道などの先には、ベニヤエシダレ桜などのシンボル
ツリー、季節によって色づく樹木を配置し、日々歩いていて四季を
感じとれるような樹木配置としています。主にオフィスエリアには、
テラスの上質感を高める正統で美しい形状のキープランツを配置
し、レジデンスエリアには、四季折々の表情で彩る艶やかなシンボル
ツリーを配置。敷地内のランドスケープを通して、緩やかなヒエラル
キーを与え、自然発生的に用途が生まれるゾーニング計画としました。
空地はオフィスエントリー、ショップ・レストラン、フォレスト、レジ
デンスアプローチの4つに緩やかにゾーニングされ、それぞれの
空間の性格により、異なるデザイン・多様なスケール感が生まれて
います。



広尾ガーデンヒルズ・広尾ガーデンフォレスト全景

センターフォレスト俯瞰 センターフォレスト

既存樹木をいかしたグランドゲート センターフォレストからの外観

センターフォレストに面する住戸専有部

楓レジデンスラウンジ桜レジデンスエントランスホール

既存樹木とポケットパーク北西外観

所在地：東京都渋谷区
規模：地上18階、地上2階、塔屋1階

延床面積：76,809㎡

環境・歴史・記憶の継承
広尾ガーデンフォレスト
本計画は日本赤十字社広尾地区再建整備計画の一翼を担う
プロジェクトです。この再建整備計画では「住宅」「医療」「看護」
「保健」「福祉」が複合した新しい街を目指しており、マンション計画
においても「安心」「安全」をキーワードに計画がすすめられました。
安心して暮らせる高いセキュリティーを確保し、健康に過ごす環境
を創出するべく、水と緑あふれる都心のオアシスを目指しまし
た。マンション名の「ガーデンフォレスト」にはこの願いが込められ
ています。
古くは武家屋敷であったこの地に博愛社病院をルーツとする日赤
医療センターが置かれ、都心でも珍しい緑豊かな環境が守られてき
ました。隣接する広尾ガーデンヒルズは築二十年超えてなおその
価値を失わず、所謂「憧れのマンション」の地位を保ち続け、日赤
医療センターとともに広尾の“ヒルトップ”を形成しています。私達
はこれを「広尾の財産」と位置づけ、「すでにある街との融合、
共存」を第一のコンセプトとしました。具体的には雁行配棟計画、
勾配屋根形状、住棟間隔を踏襲し、環境の連続性に配慮しました。
建物郡の分節化により周辺への圧迫感の軽減を図りました。また、
既存樹木の保存・移植、旧医療センターのレンガ塀の一部再利用
なども行い、「記憶の継承」がはかられることを願いました。
ランドスケープデザインのコンセプトは「つなぐ」です。広尾ガーデン
ヒルズから続く豊かな緑はセキュリティーゲートを経て中庭に連続
しています。中庭では広尾ガーデンヒルズの小松石の擁壁をモチーフ
とした「石の景」、小川・滝・池といった「水の景」、高木と低木により
視線の抜けを考慮した「緑の景」によりシークエンスを創出して
います。
各住棟のエントランスホールをはじめとした共用部は、ランド
スケープから連続した「季節」をモチーフとしたテーマに沿って
デザインされており、各住棟は「桜レジデンス」「楓レジデンス」
「白樺レジデンス」と命名されています。
住戸専有部は、雁行配置の多面採光・多面換気のメリットを生かした
プランとなっています。バルコニーは奥行き2.4ｍを確保し、手摺は
奥行きのあるフィンをランダムに配置した有機的なデザインとして
います。「光と風」を感じつつ、ある程度の視線も遮る工夫をしてい
ます。バルコニーを介して中庭と居室が一体となり、作りこんだランド
スケープの良さが各住戸からも享受できるようにと考えました。
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西側コア部のガラスCWに組み込まれた太陽光発電パネル 開口率を50％に設定した多結晶セルの合わせガラス

横浜ダイヤビルと商業施設「横浜ベイクォーター」

所在地：宮城県仙台市
規模：地上1階

延床面積：1,702 ㎡

所在地：横浜市神奈川区
規模：地上31階、地下2階、塔屋2階

延床面積：69,967 ㎡

外観東側ルーバー

エントランス廻り

ルーバー近景 アリーナ
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省エネルギー energy saving

カーテンウォール一体型太陽光発電パネル
横浜ダイヤビル
横浜ダイヤビルは横浜駅きた東口からブリッジで直結された
横浜ポートサイド地区の玄関口に計画された業務・商業の複合
ビルです。2006年竣工の商業施設「ベイクォーター」の増築工事と
して低層部に商業、高層部に業務テナントビルとして計画してい
ます。
横浜ダイヤビルの環境対策の一つとして、コア側のガラスカーテン
ウォールのガラス面に国内初となる約1500㎡の太陽光発電セル
を組み込みんだ建材一体型の太陽光発電パネルを設置してい
ます。
一般的に太陽光発電パネルは屋根面に設置する例が多く見られ
ますが、ビルの壁面に採用する事で地上レベルからでも太陽
光発電パネルが認識でき、建築主の環境配慮の取り組みをアピール
する事に繋がっています。またこのガラスカーテンウォールの
内部は設備機器置場となっており、その機器の目隠しの役割
も兼ねています。
この国内最大級の建材一体型太陽光発電パネルや屋上緑化
など、様々な環境対策が評価され、本建物はCASBEE横浜認証
制度の第４号として最高位の評価「Ｓランク」の認証を受けて
います。

環境が生きる建物を　
自然環境と都市環境に配慮し、環境を生かした空間づくり
HOKUTO  GAKUEN  SPORTS  SQUARE
「HOKUTO GAKUEN SPORTS SQUARE」は学校法人北杜
学園の体育館として、仙台市西部、作並街道と斉勝川に挟まれた
交点に位置しています。学校本体は仙台市内にあり、車で20分
の場所に計画されました。市内から山形へ至る一般国道として、
作並街道は多くの車輌が通行するのに対して、広瀬川の支流
である斉勝川は、ゆるやかな流れとともに周囲にはのどかな
田園風景が広がる場所です。敷地はこうした性質の異なる二つの
流れの交点に位置します。体育館としての機能を満足しながら
同時に、周囲の流れに寄り添うような建物とすべく、学校としては
若干厳しい敷地分析を踏まえて、「光」「風」「音」「熱」の4つの
環境に着目しました。建物自体は4面が硝子で構成されており、
自然採光<光>を十分に確保できると共に、半地下とすることで、
建物全体の熱負荷<熱>の軽減、騒音<音>からの隔離を図って
おります。南側道路沿いには大型ルーバーを設けることで、直射
日光の遮蔽、意匠的にも大胆な構成となっております。アリーナは
自然換気システム<風>を採用したことにより、空気環境を24時間
システム管理することで一定に保ち、多種多様な学校のカリキュラム
に対応できます。



木質系素材の積極的採用緑溢れる屋外空間

配置図兼1階平面図

豊洲フロント
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計画地は I H I の造船所、研究所などが立ち
並ぶ工場跡地です。近年、工業地から様々な
用途への移行が進み、職・住・遊・学など多様
な機能が集積する東京湾岸部の拠点として
発展しています。そのなかで豊洲3街区は職
だけでなく、遊･学の機能にも適応する開発が
求められました。
豊洲3街区は約300ｍ×約150ｍの整形な敷地
を3分割し、それぞれの区画に3棟の建物が
計画されています。再開発等促進区を定める
地区計画により割増容積を取得し、壁面位置
や高さ（約75ｍ）を街区全体で統一するなど
3棟一体の総合的な開発を行いました。

埋め立て地に由来する人工的な都市空間に
あって、訪れる人に憩いのある自然環境を
提供することを目指しており、
「Green Grove（木立）」の創出をテーマとして
います。
建物周囲には敷地に対する36％の緑化を
計画し、サトザクラ、シマトネリコ、アキニレ
等19種類の高木193本を含む約50種類の
植物により建物を柔らかく包む潤いの空間
を創り出しました。
また、将来的に3つの街区を繋げるガラス屋根
のパーゴラは、ガラスの下に様 な々つる性植物
による緑化を行い、晴海通りに潤いある緑の
ゲートを創り出しました。
インテリアにおいてもオフィスビルでありながら
優しさや、親しみやすい空間を意識して明るく
白い色調、木質系素材や自然素材を多く採用
しています。

グリーングローブ「緑の木立」

1.
2.
3.
4.
　  
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

豊洲フロント
東京都江東区豊洲三丁目1番53（地番）
2008.11～2010.08
工業地域、防火地域、再開発等促進区
豊洲二・三丁目地区地区計画　  
   13,700.00㎡
     7,445.13㎡（54.34%）
106,860.72㎡
  95,801.52㎡（699.28%）
地下2階、地上15階、塔屋2階
最高の高さ 76.28ｍ
244台

ビ ル 名 称
地 名 地 番
工 期
用 途 地 域  
　   
敷 地 面 積
建 築 面 積
延 床 面 積
容積対象面
積
階 数
高 さ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:



ダブルスキンサッシュ

ダブルスキンサッシュ窓廻り

PCカーテンウォール+庇-窓廻り

PCカーテンウォール+アルミルーバー庇

Eco Void System 外気処理ユニットと連動した自然換気窓

建物全体を繋げる吹抜・ロビー空間

ダブルスキンカーテンウォール

PCカーテンウォール+庇-断面図

照明・吹抜空間によるシーンの切替

ダブルスキンカーテンウォール詳細図

PCカーテンウォール+庇-詳細図

屋上緑化・太陽光パネル

建物内部

建物外部

PC外面

空調
給排気口CW外面

TOYOSU FRONT
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コンパクトシンプルダブルスキン
最も熱負荷の高い南西面の外装に縦無目のスリット
により給排気を行うダブルスキンサッシュを採用しました。
給気口列と排気口列をそれぞれ同列とすることで、
排気熱のショートサーキットを防いでいます。　

庇ルーバーによる直射日光の制御
南・北面の外装は横連窓（Low-eペアガラス）にアルミ
庇ルーバーを設け熱負荷の低減を図っています。
アルミルーバー庇は直射日光を遮るとともに外気冷房
の給排気口としても機能しています。　

 環境に配慮した外装システム

ダブルスキン、自然換気、外気冷房システムに加え、
太陽光発電、中水・雨水利用等自然エネルギーを利用
しています。その他、各設備機器の高効率化、BEMS、
壁面・屋上緑化によるヒートアイランド現象の緩和な
ど積極的な省エネルギーを図り、PAL低減率25％、
ERR34%を確保しています。

 省エネルギー対策

建物の中央には約20m×20mの吹抜空間を用意して
います。トップライトまで約70mの高さがある空間は、
自然光を取り入れるとともに外気処理ユニットと連動
する自然換気システムとしても活用しています。オフィ
スワーカーが廊下を歩く時、トップライトから光の差し
込む吹抜空間を見て、一時の憩いを感じるアクセント
空間としての性能も有しており、施設全体のシンボル
空間となっています。
またトップライトには熱線吸収ガラスに遮熱膜
（60mil）を挟んだ合わせガラスと網入りガラスの複層
ガラスを採用することで日射熱取得率0.32を確保し、
透明度を保ちながら熱負荷を軽減しています。

 吹抜け（エコボイド）を使った
 自然換気システム



行幸通り

雨

再生処理装置

車道への再生水
散水ルート

店舗厨房排水・
雨水など

タンク／ポンプ

丸ビルからの再生水
供給ルート
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最大11.5℃の表面温度低減

散水時間

表面温度低減効果

散水状況

散水システムの概要

行幸通りでの熱画像測定結果

実証実験での熱画像測定結果

所在地：東京都千代田区

大手町・丸の内・有楽町地区における快適な都市環境形成に向けた取り組み
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ヒートアイランド現象など熱環境の悪化が東京をはじめとした都市
部で急激に加速する中、熱環境負荷の低減を目的とした環境技術
への取り組みが盛んに進められています。その中でも保水性舗装は、
水分蒸発時の気化潜熱で周囲を冷却する原理を利用し、炎天下の
アスファルト路面の温度上昇を抑制する環境技術として都市部を
中心に全国各地で導入されています。
このように熱環境負荷の低減効果が期待される保水性舗装ですが、
保水性舗装の持つ、路面温度の上昇抑制効果を持続させ、最大限
効果を発揮させるためには、水分の継続的な保持が必要です。
しかし、実際には降雨時に保水した水分は晴天が続くと2～3日で
蒸発し効果がなくなるといわれています。
このため、保水性舗装の効果を長期的に発揮させることができる
環境技術が必要でした。
そこで、中央分離帯に散水設備を整備し、これを用いて散水する
ことで、東京駅の行幸通りの保水性舗装（東京都施工）の性能を
最大限発揮させる計画を提案しました。
散水方法については最も効率的な方法を検証するために、試験施工
ヤードにて実証実験を実施し、路面温度の上昇抑制効果も併せて
確認しました。
また、散水には丸の内ビルディングの再生水の有効活用を図り
ました。丸の内ビルディングで使用された店舗厨房排水や雨水等は、
ビル内の再生処理装置において一定の水質基準をクリアするように
処理が行われます。処理された再生水はトイレの洗浄水等として
再利用される他、余剰分の再生水を地中の配管を経由して行幸
通り下の丸の内駐車場内にある再生水用タンクへ送水します。
その後、ポンプにより地上の保水性舗装に散水するシステムを
計画しました。
この散水システムは環境省の補助事業である「クールシティ中枢
街区パイロット事業」の補助を受けており、2010年6月に運用が
開始されました。
また、散水による効果を評価するため、表面温度の上昇抑制を把握
する実測を2010年8月に行いました。測定方法としては新丸の内
ビルディング6 階の屋外テラスにサーモカメラを設置し、一定の時間
間隔で連続撮影を実施しました。
その結果、散水直後において最大11.5℃の表面温度低減効果が
確認できました。また、散水を停止した後も表面温度低減効果が
継続されていることが確認できました。

近年、都市部におけるヒートアイランド対策、ビルの高層化に伴うビル風対策や、夏場の風の道の確保等、快適な都市環境の形成のためにさまざまな配慮が求め
られるようになってきています。このような状況を受け、大手町・丸の内・有楽町地区においても、快適な都市環境形成に向けた取り組みが進められています。ここ
では、代表的な二つの事例を紹介します。

行幸通り保水性舗装への再生水散水システム
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エコッツェリアにおける環境情報の可視化

デジタル百葉箱による気象観測状況

デジタル百葉箱設置場所

The Otemachi-Marunouchi-Yurakucho district
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大手町・丸の内・有楽町地区においても、今後継続的にビルの建替えが進んで
いく中で、より快適な都市環境を形成すべく、地区の環境情報を継続的に
収集しています。
環境情報の項目は、風環境、気温、湿度、降雨量、気圧の5項目であり、街路灯の
地上3m付近に、デジタル百葉箱と呼ばれる観測機器を設置して自動観測を
行っています。観測は、2006年9月より開始され、現在も観測を継続しています。
2010年9月現在、日本ビル、大手町ビル、日本工業倶楽部会館・三菱UFJ
信託銀行本店ビル、新丸ビル、丸ビル、新東京ビル、新有楽町ビル周辺の8地点
に、デジタル百葉箱を設置しています。
収集した環境情報は、地区の環境戦略拠点である「エコッツエリア」（新丸ビル
10階、運営：エコッツエリア協会）にデータを転送し、設置してある大型
タッチパネルにて、地区の環境情報をリアルタイムで閲覧できるようにして
おり、エコッツエリアを訪れた方々にご利用頂いています。また、街を管理
されている方々にも環境情報を提供し、管理に役立てて頂いています。

業務の概要

風環境
年間の平均風速は0.9～1.9m/s、季節別では、春季1.0～1.9m/s、夏季0.7～
1.3m/s、秋季0.7～1.7m/s、冬季1.1～2.1m/sでした。

気温
年間の平均温度は16.9～17.2℃、季節別では、春季15.5～16.0℃、夏季25.1～
25.5℃、秋季18.7～19.1℃、冬季8.0～8.4℃となりました。また、年最高温度は
32.6～34.0℃、年最低温度は-0.1～0.6℃でした。

相対湿度
年間の平均湿度は59.2～59.8%、季節別では、春季55.5～55.9℃、夏季68.9
～70.3%、秋季61.3～62.1%、冬季50.7～51.8％でした。

降雨量
街路樹や建物が雨よけとなる影響で、設置場所ごとのばらつきが大きな結果と
なりました。年積算雨量は1,060～1,460mm、年最大日積算雨量は71～
111mmでした。

気圧（海面更正気圧）
年間の平均気圧は1,013hPa、季節別では、春季1,013hPa、夏季1008hPa、
秋季1,015～1016hPa、冬季1,015hPaでした。

2009年度の観測結果

地区内の環境情報の可視化
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