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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）

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
ことしは節電の夏でした。
電気事業法により大口需要家には電力使用制限が発令されましたが、大口・小口・
家庭での使用電力を合計した最大需要電力は供給力比90%の4,922万kW/hでした。
これは昨年ピーク比82%となる数値でもありました。
当社はテナントビルに入居していますが、自身のオフィスにおいてより積極的なタスク
＆アンビエント照明の環境をつくりました。日中はほとんどの天井灯を消し、窓からの
自然光と必要に応じて手元のLEDスタンドを使用するものです。
私たちも先進オフィスの設計ではタスク＆アンビエント照明を提案し始めていますが、
今回建築の専門家として、昼光利用・タスク照明によるエネルギー削減効果を自ら実
証し高い成果も得ることができました。また同時に、照明からの発熱を減少させるこ
とで空調用電力の節約にも寄与でき、制約のある中での快適執務空間のあり方につ
いて実地に考えることができたのは大きな収穫となりました。
私たちはおかげさまで創立10周年の節目を迎えることができました。
当社は、
『環境・文化・未来のグランドデザイナー』
をカンパニースローガンとしています。
真にこれに近づくための、そしてまたお客さまのご期待に応えつづけるための新たな
10年をスタートしています。

2011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
■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

the eﬀort for environmental symbiosis 2011

03

三菱地所設計の環境共生技術
自然共生
環境保全
景観形成系の技術

ロングライフ系の技術

04

省エネルギー系の技術

ゆとりの確保

都市気候緩和

地域冷暖房

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。

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。

スケルトン・インフィル

自然生態共生

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。

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。

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

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

外皮性能（ダブルスキン）

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。

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。
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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

部分更新容易な工法

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。

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。

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。

照明システムの効率化

再生資材の活用

廃棄物の削減・再資源化

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。

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。

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）

木材代替型枠

排出土の少ない計画

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。

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。

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。

庇・ルーバー

節水

ゴミ処理システム

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。

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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J R 博多シティ

街づくり
2011年３月の九州新幹線全線開通にあわせて、４代目博多駅「JR
博多シティ」は開業しました。駅施設を核にした商業施設・映画館・
ホール等からなる多機能複合型駅ビルです。九州の旗艦駅として
の機能強化に加え、商業施設の導入による地域の活性化を目指し
て計画を進めました。
設計中は、九州・福岡の「顔」、そしてアジアからの来訪者には日本
の「玄関」にふさわしい駅ビルを創ることを念頭に置き、街の中心施
設としての重要性について特に配慮しました。
■

駅ビルと周辺施設や地区との連携・回遊性を高めることで、賑わ
いのある街づくりに貢献する。

■

この場所や福岡の街に呼応する、街のコンテクストを取り込んだ
建築とする。

■

流行に流されず「和」を感じるシンプルかつモダンな外観とする。

敷地には、
既存建物・線路構造物・地下街・地下鉄が敷地内や近接地
に存在し、平面的拡張が難しい場所であり、また近接する空港の影
響による高さ制限もありました。そのため、鉄道線路の上下空間、更
に駅前広場の一部空中利用とする事で、十分な規模を確保し、加え
て、駅の東西を結ぶ動線を整備し、バスセンター・地下鉄など他の交
通機関との連絡や周辺施設との動線の強化を図る事が出来ました。
さらに駅前広場の再整備によって歩行者のための空間スペースや
イベント空間も拡充され、街と呼応する駅ビルが完成しました。

100年建築を目指して
駅ビルの中では商業部分 が大きな面積を占めますが、「駅や駅
ビルはどうあるべきか」という課題に対して、まず「街の中の駅」
をつくるということ、パブリック動線･空間など、将来にわたり簡
単に変更することが難しい建物の骨格部分をつくることが重要
と捉え設計を進めました。
商業ビルは、その時の流行や経済状況などにより、大きく用途や
形態が 変わっていきます。その変化を許 容できるしっかりした
骨格こそ、50年、10 0年と市民に愛され続ける建築になると考え
ました。
所在地：福岡県福岡市
規模：地上11階、地下3階
延床面積：199,086 ㎡（増築部分）
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駅の入口（メインコンコース）

デザインの基調である縦格子

JR HAKATA CITY
外装デザインと環境配慮
新駅ビルは、南北に長い形状をしており、太陽光からの日射熱負荷
としては、非常に不利な建物形状をしています。特にメインのファ
サードとなる博多口の壁面はほぼ真西を向いており、商業が主用

PC版
LED照明

途のため窓が少ないとはいえ、かなりの熱負荷となります。そこで、
窓からの眺望を確保しつつ、外観デザインの特徴である「縦格子」

透明ガラス

Low-Eガラス

に奥行きを持たせ、日射を遮蔽することとしました。 また、西面ガラ
店

ス部にはLOW-E複層ガラスを採用し、熱負荷を低減しました。また

舗

東側外装の縦方立には、遮熱塗料を採用し膨れを防止する事でメ
ンテナンスの低減も図りました。
メインコンコース上部は、駅としての視認性の向上や、建物内
からの眺望を確保するため、ガラスカーテンウォールを採用し
ました。ダブルスキン構造とすることで、西日による熱負荷を低
減しています。
ダブルスキン断面

緑･光･風の導入
計画敷地内には空地がほとんど無く、駅前広場以外の地上での緑
化は非常に困難でした。環境配慮を目に見える形で楽しもうと、可
能な場所には積極的に緑化を行いました。屋上広場や高層階飲食
フロア（9,10階）には、場を演出し楽しめる植栽や木々を導入して
います。
飲食フロアの吹抜けには、植栽と共にトップライトや外気に開放で
きる開口部を設け、自然採光や通風により、高層部でありながら自
然に近い開放性のあるくつろぎ空間を創り出すよう計画しました。

ガラス越しに街を望む

西面ファサード

また、9･10階外部バルコニーにも樹木を植え、景観としても楽しめ
る緑としました。

省資源への取り組み
水資源の有効利用
建築面積が約24,000㎡と平面積が広く、
また飲食施設の厨房からの排
水が多いという特性より、
大規模な雨水貯留施設、
厨房排水処理施設、
機械排水の再利用、
節水型の衛生器具を採用し、
最大限の水資源の
有効利用を図っています。

屋上広場

飲食フロアの光庭

自然採光のWC

雨水や機械排水が利用できる時期には、
便所洗浄水の大半を建物内で
の再利用水でまかなうことができます。
不足分には福岡市再生水を利用
することで、
便所洗浄水には全て再利用水を使用する計画としていま
す。
現場プラント
コンクリート現場プラント(大臣認定)を設置することで､工事期間中の周辺
の工事車両通行量のピークを緩和すると共に、
運搬によるCO2排出量を
減らしました。
また、
コンクリート材料の一部に､火力発電所で発生したフライアッシュを使用するこ

影をつくる駅前広場の緑

西側頂部バルコニーの樹木

新改札のLED照明

コンクリート現場プラント

とで､廃棄物の再利用を図りました｡
その他
屋上大庇に25kＷの太陽光パネルを設置しました。
また駅舎部分など、
点灯時間の長い公共的な空間や、
高所部分には、
LED照明器具を採用し
ています。
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ロングライフ

long life

歴史的建造物の内外装を保存した耐震補強工法
清泉女子大学 本館
大正４年（1915年）、ジョサイヤ・コンドルの設計により旧島津侯爵
邸として建築され、現在は清泉女子大学の本館として利用されて
いるイタリア・ルネサンス様式の洋館の耐震補強および内装改修
工事です。
築96年を迎える建物を今後も末永く保存・利用していくため、建物
の耐震補強と合わせ、小屋組を極力保存しながら痛んでいた大屋

ファサード

聖堂

根の全面的な葺き替え、建築当時の素材や色彩への内装復元、高
効率の設備機器への更新を行いました。
耐震補強においては、歴史的に価値の高い内外装を痛めずに保存
するため、大屋根の葺き替えに合わせて、組積造のレンガ壁頂部
から縦孔を削孔してPC鋼棒を挿入し、上下に締め付ける耐震補強
工法を採用しました。プレストレスを導入する事で検証実験では、
補強していない壁と比較して耐力が4.6倍以上、変形性能は16倍
以上という結果を得ました。
また工事期間中も教室や会議室、教職員室として利用したいと

小屋組（補強後）

実大実験孔開け

通常の組積造レンガ壁

プレストレスを導入した組積造レンガ壁

脚部の目地部がせん断破壊して滑りと回転が発生する。
脚部が欠落して形状を保持できない。

上下に締め付けられる事でせん断強度が向上し滑らない。脚
部の目地部にひび割れが発生した場合でも地震後にはひび
割れが密着し形状を保持する。

いう要望に対し、素屋根で建物全体を覆い止水を確保し、レンガ
壁の削孔に際しては無粉塵の削孔機を開発しました。夏休みを

地震力

地震力

中心に1年にわたる工期を設定し、授業や催事に合わせて工区

PC鋼棒による
締め付け力

分けを行う事で、仮設校舎の不要な建物を使いながらの耐震補
強工事を実現しました。

レンガ壁
所在地：東京都品川区
規模：地上2階、地下1階
延床面積：1,794 m 2

レンガ壁

プレストレス導入による補強イメージ

「居ながら工事」による歴史的建造物の免震レトロフィット
名古屋市役所 本庁舎
市役所本庁舎は名古屋市の三の丸地区に位置し、昭和8年竣工の
5階建て鉄骨鉄筋コンクリート造の建物です。外観設計は公募によ
り平林金吾案が選ばれました。隣接する愛知県庁本庁舎とともに
帝冠様式の代表作であり、歴史的建造物として国登録有形文化財
に指定されています。高さ53mの時計塔上部の2層の屋根に、四方
睨みのシャチを載せて名古屋城との調和が図られています。
本庁舎は災害応急対策活動に必要な施設として位置付けられ、災
害時の防災活動拠点としての機能が求められました。耐震改修工
事にあたり、官庁施設として必要な耐震性能を確保するとともに、
歴史的建造物としての外観を損なわないよう工法の比較検討を行
ない「免震レトロフィット」による基礎免震での改修案が採用され
ました。
免震装置には鉛プラグ入り積層ゴム支承、十字型直動転がり支承、
免震用オイルダンパーを採用しています。免震装置数の合計は
300を超え、免震レトロフィットとしては国内最大級の規模です。免

外観全景

震化工事は、建物使用者への配慮として全体を13の小工区に分
割し、部分引渡しを効率的に行いながらの「居ながら工事」として、
3年6ヶ月の工期を経て平成22年9月に竣工を迎えました。

1階

地下階

所在地：愛知県名古屋市
規模：地上５階、地下１階、塔屋５階
延床面積：25,732 m 2
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免震層
耐震改修イメージ

免震層

自然共生・環境保全・景観形成

natural symbiosis, environmental preservation, landscape formation

既存の価値を継承し、新たな価値を創造する街づくり

公園

岡崎針崎プロジェクト

緑の保全

講堂

岡崎針崎プロジェクトは、日清紡針崎工場の跡地16.5haの再開発

緑道

です。この地で80年間操業し周辺住民に親しまれてきた工場の風

公園

景や記憶、この土地が持つ価値を継承し、街並み計画や公園デザ
インに取り入れました。そしてこれから誕生する街が、ここで生活す

公園

銘板

煉瓦壁

る人々や周辺地域にとって新たな価値となる「緑豊かな住環境」
「景観に配慮した街並み」
「安全で快適な街」の創造を目指し整備
を行いました。

緑の保全：自然林散策路とシンボルツリー

緑のネットワーク

敷地内の既存林は間伐や園路整備を行い散策を楽しめる自然林
として整備し、大木はシンボルツリーとして保存しました。造成法面
には郷土種の苗木を植裁して樹林復元を図るなど、緑の保全と再
生に努めました。
住宅地は良好な住環境の形成と維持、周辺環境との調和を考慮し
て地区計画を定めました。原風景にあったレンガ倉庫のレンガや
瓦を街のデザインに取り入れ、岡崎市内に残る唯一の明治時代建
築物である旧制愛知二中講堂を残置保存し緑道のアイストップに
するなど、豊かで特徴のある街並み景観づくりに取り組みました。
3ヶ所の公園とこれらを繋げる緑道や歩道を「緑のネットワーク」と

緑のネットワーク：緑道添いの街並みとアイストップとなる講堂

して整備しています。
「緑のネットワーク」は安全で快適な歩行者空
間として、また緑豊かな住環境や街並み景観を形成する街のシン
ボル空間となっています。

所在地：愛知県岡崎市
開発面積：156,335 m 2

記憶の継承：レンガ壁を利用した銘板

記憶の継承：瓦デザイン擁壁

地域とつながる環境軸の形成
パークハウス木々 津田沼前原
パークハウス木々は、新京成線前原駅西側徒歩5分に位置し、旧住
宅公団
（現UR都市機構）
の
「前原団地」
跡地に計画した分譲住宅で
す。北側には地区の幹線道路、南側には住居地域が広がっていま
す。敷地は南側に下がった斜面形状をしており、既存のケヤキ並木
（15〜20M）が東西に走っています。
ランドスケープは、３つのテーマ「つなぐ緑」
「共生する緑」
「感じる
緑」のもとに計画しました。具体的には①既存のケヤキを保存し船
橋の特徴的な緑景観を保全しました。②地域の公園・広場などの
オープンスペースと敷地の緑とつなぎ緑のネットワークを形成す

敷地全景

ることで昆虫や小動物の生息域をつないでいくことを意図しまし
た。③斜面地の高低差を利用した植栽演出により地域へ立体的な
緑空間を提供しました。④幹線道路の街路樹の緑と敷地の緑を一
体化させ地域の都市軸として厚みのある景観演出をしました。
⑤住む人、地域の人に身近に感じる緑（四季折々の彩の変化、香
り、実のなる木など）を植栽し建物周りを緑あふれる空間としまし
た。また、敷地内2ヶ所のプレイロットにある遊具、ベンチは杉の間
伐材を活用しています。

所在地：千葉県船橋市
規模：地上9階
敷地面積：8,615 m 2
延床面積：12,978 m 2

杉の間伐材を活用した遊具、ベンチ

街路樹と敷地の緑が一体となった緑豊かな地域の幹線道路 斜面を利用した立体的緑の演出
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歌舞伎座とともに賑わう場
松竹倶楽部ビル
松竹倶楽部ビルは銀座四丁目（旧木挽町）の歌舞伎座建替え工事
に先駆けて2010年2月に竣工した建物（低層階：店舗、高層階：事
務室）です。敷地は晴海通りのランドマークである歌舞伎座(2013年
春竣工予定)に面した木挽町通りの中間に位置しています。旧木挽
町は江戸時代から芝居小屋があった芝居の街でもあり、敷地を
「歌舞伎座とともに賑わう場」と位置づけました。

三原橋より見る

外観のコンセプトは歌舞伎座に相応しい背景となることでした。
アルミとガラスによる繊細な構成としたファサードは、歌舞伎座や
空、雲をガラスに映し込むことで、歌舞伎座と一体となり街並みに
溶け込みます。夕景ではガラスショーケースの中にあるような店舗
の明かりが通りに醸し出されます。
舞台の役者を引き立たせる一枚の背景画のように、晴海通りや木
挽町通りに対して多彩な表情を見せます。
歩道レベルの賑わいを活性化するために店舗を低層階に配置し
ました。歌舞伎の幕間や新しい歌舞伎座の地上広場と連動し、歌

晴海通りより見る

1階店舗エントランス

舞伎座界隈のさらなる発展が期待されます。また、中・高層階で
は窓いっぱいに歌舞伎座の瓦屋根を見ることができます。
銀座四丁目の街並みと調和し、歌舞伎座とともに木挽町の賑わい
の中心となり地域の人々に永く親しまれる建物を目指しました。

所在地：東京都中央区
規模：地上10階、地下1階
延床面積：1,665 m 2

第四期歌舞伎座を事務室より見る

街と運河を結ぶ
SSJ品川ビル
計画地は品川駅港南口の旧海岸通りと高浜運河に挟まれた一画
にあります。配置計画はこの立地を活かし、高浜運河に賑わいを生
み出し、旧海岸通りの人の流れと結びつけることがテーマでした。
これを実現するため、敷地全体に亘り水と緑溢れる庭園と遊歩道
を計画し、オフィスエントランスや店舗、保育所などを運河側に面
して設け、賑わいのある歩行者ネットワークを創出しました。なか

旧海岸通りから見たプラザ俯瞰

でも敷地南側は、品川駅港南口から伸びる通りが旧海岸通りとT
字に交わる結節点にあたり、動線上のアイストップとなります。こ
こに大きくプラザを設けることで、運河に抜ける開放感を演出し
ました。また、通りを行き交う人々の目を楽しませるように、緑溢れ
る庭園には小野節子氏の鉄の彫刻「大洋」、エントランスホール
には堀木エリ子氏の和紙アート「薫風」という二つのアートを設置
しています。
ビル全体は、ウォーターフロントオフィスに相応しい、爽やかで明る
い雰囲気を演出するために、白砂と波というふたつのモチーフの

高浜運河の対岸より見る

南西角から見たプラザと遊歩道

プラザ夜景

プラザ夜景

対話をテーマにし、内・外部空間を構成しています。各部位毎に白
砂と波のモチーフを対比的に扱うことで、外構や表情の異なる各
方位の立面を統一感のあるデザインにしています。

所在地：東京都港区
規模：地上18階、地下2階
延床面積：29,942 m 2
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街中のビオトープ
中野南口ビルディング（ナカノマルイ）
JR中野駅より徒歩1分に位置し、旧丸井中野本店の跡地に建つ複合
ビルです。地下1階から地上6階までは物販、飲食、サービスで構
成される「ナカノマルイ」の店舗で、周辺の建物と高さを合わせた
外観とし、街並みに配慮しました。７階から13階の高層部は事務所
用途になります。
敷地南北の高低差6ｍを利用して人工地盤を設け、1,000㎡を超え
る緑あふれる広場を創出しました。前面道路の中野通りと、北側の
桃園通りをつなぐ貫通通路の機能を持ち、
地域の憩いの場として開
放しています。広場は魅力的な多様な場を目指し、３つの『小径』で
構成しました。桃園通りからのエントランスに四季折々の彩り、香り
を楽しむことができる『四季の小径』、野菜の収穫も含めた季節
の実りを楽しむことができる
『実りの小径』
、
そして、
小山を設け四季
折々の樹木で囲み、滝とこの流れを取り込んだ『里山の小径』です。
この
『小径』
に沿って、
木々の緑、
季節の花や実の彩り、
めだかの池、

中野通り側

外観

ビオトープ

めだかの池

そして鳥や昆虫が呼び込めるビオトープや菜園を設けました。植え
られた樹木や植物は約100種類にわたります。都会の喧騒の中、広
場の所々にあるベンチやウッドデッキにより四季の移り変わりを感
じることができる空間としました。
この他にも、
ドライミスト、
壁面緑化、
太陽光発電型外灯など総合的
にCO2低減に取組んだビルとしています。
所在地：東京都中野区
規模：地上13階、地下2階
延床面積：21,987 m 2

人工地盤「里山の小径」

桃園通りからのエントランス

外観（夜景）、後方1棟は参議院新議員会館

外観

庇

光庭

首都の景観に配慮した「グリーン庁舎」
衆議院新議員会館
国土交通省及び衆議院より発注されたPFI事業。総合評価方式に
より、
大林組・竹中工務店・三菱地所・ハリマビステム・三菱地所設
計・久米設計他のグループが受注。国会議事堂とともに議員・立法
活動の拠点となる施設として、議員活動に必要な議員事務室空間
の確保、セキュリティを重視しながら来訪者にオープンな施設を
目指しました。
皇居からつながる三権の丘を緑豊かな景観とするた
め、
首都の景観に相応しい建築群とランドスケープの計画です。
新議員会館は制震壁を用いた架構により高い耐震性を有し、
耐久性
に配慮したロングライフ建築となっています。議員事務室の各出窓
は、庇と自動制御電動ブラインドで日射を遮蔽、その出窓側面のス
リット換気口から、
ナチュラルベンチレーションが可能です。基準階
中央の光庭、光ダクト、各議員事務室出入口袖壁のガラス、廊下端
部の開口より、共用部にも自然光を積極的に導入しました。中央の
光庭は集光装置を設けるだけでなく、一部熱線反射ガラスと明度
の高い仕上げにより、1階まで自然光が到達しています。自然採光
や自然換気の他に、
屋上緑化、
豊かな緑化によるヒートアイランド現
象の緩和、太陽光発電など、CASBEE Sランクの取り組みを行い、

日射を遮蔽するための庇

環境負荷の低減に努めました。

Low-E 復層ガラス
換気小窓
遮熱塗装ブラインド

所在地：東京都千代田区
規模：地上12階、地下5階／4階、塔屋2階
延床面積：202,924 m 2

自然素材（低環境負荷材料）
資源循環に配慮した
材料の採用等
→再生可能なタイルカーペット

スリット換気口

初期照度補正
高効率照明器具

議員
事務室

窓廻り環境計画
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省エネルギー
外観を変化させていく環境装置
ACTIO梅田東
大阪中崎に建つ賃貸用集合住宅を中心とした複合建築物です。
集合住宅は、
「住まう」という人々の生活の根幹である一方、社会ス
トックとして、経済的にも大量に生産されてきました。
他方、時勢にともなって、さまざまな環境提案が行われていますが、
機械的でオートマチックなものが多く、実際に建物を利用している
人の中で、
その効果を理解している人は、
わずかにすぎません。
アクシオ梅田東では、
「 可動するアルミ格子スクリーン」を発案、そ
の装置が、都市居住者の生活上発生する単純なストレス（プライバ
シー確保や日射遮蔽など）をきっかけに、人力という動力を得て、
時間ごと、季節ごとに変化する外観を生み出しています。
「アルミ可動格子」は、かつての町屋をモチーフとしたタテ格子で構
成されており、視線制御や日射制御の機能を持つ上に、バルコニー

可動格子

の手摺り上に設置されていることで、
バルコニーの半屋外化、
積極利
用を可能としています。ディテールにおいては、菱形のタテ子が角
度によって、
タテ格子の目透かしと目隠しが現れることに加え、
日射
角度による色の変化が、日本的な繊細なデザインを創り出していま
す。
自らの手で動かし、効果を得る。単純ですが、行動をともなった効
果の実感が、
都市居住者の環境意識を触発し、
「自ら動く」
ことを後
押しすると考えています。
アクシオ梅田東から「自ら動く」人たちが生まれていき、広がってい
くことを期待しています。

所在地：大阪市北区
規模：地上13階
延床面積：10,293 m 2

南東外観

南側外観

時代を超えて人の心・地域に根ざす、やさしい建築
日本輸送機株式会社 本館
本社屋計画にあたり、企業の理念・理想・歴史を建物に表現するた
め、
「時代を超える独自の存在感」
「心地よい環境‒周囲との共生・
利用者環境・地球環境」をテーマとしました。
外装は、時間とともに風合いを増す素材、陰影の効果を活かすデザ
インとし、時代・流行に流されない安定感・存在感を持たせまし
た。また、周辺環境との関係性を大切にし、ヒューマンスケールで街
の緑とも連続する開かれた建物とし、屋上緑化など各種環境配慮
提案とともに、四季の変化や風・光を感じられる心地良く使いやす
いオフィスを目指しています。
具体的な提案の一つとして、社員が、日常生活における住宅レベ
ルでの行為の延長として、簡単な操作で外の空気を取込める換気

全景

窓を組み込んだ開口部を、全てのオフィス空間に計画し、外気冷房
システムと合わせて中間季の空調負荷低減に寄与しています。
これらの取組みは、低層オフィスならではのローテク技術で実現し
た、誰もが 使えるエコ対策そのものであり、年間CO2 排出量の
87.9tonの削減を目指しています。日々の成果は、エレベータホール
オフィス

のエコモニターに表示され、外気温等の気象データも見せる事で
自然換気の窓開けの促進に役立てています。
本社屋が、時を越えて「我が家」のような心の拠り所として永く愛さ
れることを祈念しています。

所在地：京都府長岡京市
規模：地上5階、塔屋1階
延床面積：5,304 m 2
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換気窓のある開口部

エントランスホール

energy saving
個人ごとに快適な環境を提供できるパーソナル空調
神田千歳C50ビル
『神田千歳C50ビル』では、オフィスの空調方式として部分的に、
床吹出空調方式を採用しました。
『床吹出空調方式』とは、床面に設けた吹出口より室内に空調空気
を給気する空調方式です。執務者は個人ごとに、その着衣量・性

庇

別・体調等の様々な要素によって、快適に感じる空調条件が異なり
ます。
したがって、
室内を均一に空調する場合には執務者全員が最
適な快適性を得ることが困難です。
そこで、
本計画では床吹出空調
を採用し、執務者近傍に設けた吹出口は、風量・風向・指向性を個
人ごとに変更することができるよう計画しました。この空調方式の
採用により、執務者が個人ごとに最適な快適性を得ることのでき
る空間を実現しました。

竪ルーバー

正面入口

床吹出空調方式では、執務者が滞在している『居住域(タスク)』と、
天井付近の『非居住域(アンビエント)』とで分かれた温度成層が形
床置型室内機

成されます。空調を居住域の範囲に対して行うことにより、室全体
を均一に空調する方式よりも、比較的効率的に空調を行うことがで
きます。
また、
天井設置の空調機器が少なくなることから、
給水配管
やドレン管の天井内への敷設が少なくなり、配管からの漏水事故
の危険性が低減されるというメリットがあります。

床吹出口

床吹出空調方式概要図

床吹出導入オフィス

温度

30
28.8
27.6
26.4
25.2
24
22.8

所在地：東京都千代田区
規模：地上6階
延床面積：846 m 2

21.6
20.4
19.2
18

気流解析 気流速度結果

気流解析 温度分布結果

1.00

地域冷暖房システムの再構築における環境負荷低減
西池袋地区 地域冷暖房

0.93

0.91

総合エネルギー効率

0.90

東武百貨店、メトロポリタンプラザビル、ホテルメトロポリタン、東
京芸術劇場などを中心に熱供給を行なう西池袋地区の地域冷暖

0.87

実測値

0.76
0.75

0.71

てきました。

0.70

供給開始より22年が経過した2007年、更なる省エネ、CO2削減を

0.66 0.66

0.68
0.67 0.68

0.70

システム再構築スタート
2007年〜

目的にプラントのリニューアル計画がスタートしました。ここでは単

池袋消防署

20

07

08

20

06

20

05

20

東京芸術劇場

第２サブプラント

ホテルメトロポリタン

このシステム再構築は熱供給を行いながら複数年かけて実施して

東京地下鉄
連携導管
東武アネックス

きました。これまで順調に工事は進み、総合エネルギー効率で
0.91、CO2排出量31％の削減（2010年実績値、2006年比）を達成

池袋東武ホープセンター
（地下）

メトロポリタンプラザビル

しました。2012年の完成を目途とし、総合エネルギー効率0.93以

東武新館

東京地下鉄

上の達成に向けて現在も鋭意プロジェクトを進めております。
所在地：東京都豊島区西池袋
供給延床面積：468×10 3m 2
冷熱源：200.6 GJ/h
温熱源：115.1 GJ/h

04

東京西池袋
池袋警察署 ビルディング

に、インバータターボや熱媒過流量制御システムといった最新の
組み合わせ運転ができるように計画を行いました。

20

第１サブプラント

統合した新たな供給システムに生まれ変わるものです。各プラント

高効率システムを導入、季節や時刻毎の熱需要に対し常に最適な

20

02

インバータターボ冷凍機 （200% 過流量制御システム）
システム再構築の効果 （総合エネルギー効率）

ラントの集約・機器の適正化を行いながら、地区全体を一元的に
で製造した熱は相互にバックアップ、供給の信頼性を高めるととも

20

20

す。これまで独立していた3つのプラントを導管網によって結び、プ

03

0.60

なる機器のリプレースではなく、システムの再構築を図るもので

再構築後の目標値
（シミュレーション値）

0
20 9
10
20 上
10
下
20
11
20
12

せて、これまで3つのプラントが段階的に建設され、街づくりを支え

0.84

0.81

0.80

房システム。1985年に供給開始、駅周辺の大規模な再開発に合わ

0.88
0.86

0.83

東武百貨店本館
新カツマタ
ビル

センタープラント

東武プラザ館

東武百貨中央館
・南館

スパイス

池 袋 駅

西池袋地区 供給エリア
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省エネルギー

energy saving

CASBEE-S 取得による省エネ改修
新菱冷熱工業本社ビル 省エネ改修
本計画は築40年を経過（昭和45年竣工）した新菱冷熱工業・本社
ビルの省エネ改修工事です。地球温暖化対策が企業の社会的責任
として問われる今、環境リーディングカンパニーである新菱冷熱
工業としての新しい姿（責任と行動）を示す省エネビルの実現を目
指しました。
「新しい改修による環境共生ビル」として

熱源/熱利用の効率化・熱負荷の削減、自然エネルギーの積極的
活用、見える化によるエネルギーマネジメント等の様々な省エネ対
策を採用し、トータル省エネ効果約32％、CO2削減量約28％を目標
とした建物です。
また、
CASBEE
（改修）
Ｓを取得した計画でもありま
空調システムは高効率熱源システム（高効率空冷ターボヒートポ
ンプ+ソーラークーリングシステム）、除湿・冷却分離空調システム

BEE=3.0

BEE=1.5

A

B+

BEE=1.0

61

Q-2 サービス性 3.1

BEE=3.2 ★★★★★

BEE=3.2

3

Q-1
室内環境
4.1

BEE
=0.5

50

5
4

B-

Q-3
室内環境
（敷地内）
3.2

2
1
0

C
LR-1
エネルギー
5.0
0
0

す。

S

20.5

50

建築物の環境負荷 L

LR-3
敷地外環境
3.7
LR-2
資源・マテリアル 3.1

100

CASBEE ランキング（BEE=Q/L）

レーダーチャート

CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）
太陽光集熱システム

等を採用し、空調+照明（LED照明、HF照明）連動による個別制御
（スパン毎のエネルギー制御）による床吹出空調、床吸込空調シス

断熱ボード貼
LED照明

グラデーションブラインド
（昼光利用設備）

テムを各階毎に導入しています。

二重サッシ
日射調整フィルム貼

断熱ボード貼
床吹出OAフロア

150 640

所在地：東京都新宿区
規模：地上8階、地下1階
延床面積：6,815 m 2

壁面緑化
屋上緑化

階高:3600

快適環境・アメニティオフィスの実現：CASBEE-Sの取得

100

天井高さ：3300

■

執務室（床吹出空調）

130 750

省エネ・エコオフィスの実現：エネルギー削減率32％

1780

■

建築物の環境品質・性能 Q

〜人と地球に優しい建物を創造し、省エネで快適な執務環境の実現〜

最新技術の導入と既存システムの特徴を生かした更新計画
三菱東京UFJ銀行本館 熱源設備更新
三菱東京UFJ銀行本館は1980年に竣工し、
竣工後24年を経過した
2004年より機械設備・電気設備に係るさまざまな改修工事が実施されて
おります。
熱源設備改修は竣工後28年を経過した2007年9月より開始し、
最新技術の導入を行うとともに既存システムで導入された大温度差温度
成層型蓄熱槽や高層階系統で採用された大温度差冷水送水システムな
ど、
現状のシステムの特徴を生かしながら、
さらにそれらの効果を引き出
す改修工事を実施しました。
具体的な更新内容は下記の通りです。

②冷水温度差拡大による蓄熱槽容量の増強(約2倍)
③最新トップランナー高効率冷凍機の導入による運転効率の改善(約2倍)
④熱媒過流量制御冷凍機システム導入による、
高効率運転の維持

17,500
15,000

熱源 ： 9.2% 40,000
空調機： 4.4%

12,500

30,000

10,000

断の上、
可能な範囲で再利用を行い、
省コスト・省資源に配慮した計画
としました。

が実施されており、
これら改修工事を実施した結果、
2010年度の建物
全体の受電電力量は2007年度に比べ27%、
CO2排出量は26% 削減
しました。
このうち、
熱源設備更新による削減は9%程度であり、
建物全
体のエネルギー消費削減に大きく寄与する結果となりました。
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単体COP

これら更新工事を実施した結果、
着工前(2007年) と改修後(2010年)

本館では、
熱源設備以外にも、
機械設備、
電気設備に係る更新工事＊1

10,000

2,500
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0%

61％削減

20,000

7,500
5,000

なお、
熱源機器廻りの配管設備更新にあたっては、
既存配管を詳細診

ギー消費量は61%の削減を実現しました。

60,000

受変電： 0.4% 50,000
昇降機： 0.9%

27％減

20,000

⑤各種ポンプのインバータ化による搬送動力の低減

の熱源設備に係る電力消費量は55%、
蒸気消費量は84%、
1次エネル

照明 ：12.2%

1次エネルギー消費量 GJ/年

実施することによる、
大温度差冷水送水システムの全系統への展開

25,000
22,500

Mwh

①１次側熱源システムと、
２次側空調機システムの更新工事を並行して

0

2007年 2008年 2009年 2010年

受電電力量の推移

2007年

2010年

年間1次エネルギー消費量（熱源設備）
冷却水温度32℃以上
冷却水28以上32℃未満
冷却水24以上28℃未満
冷却水20以上24℃未満
冷却水温度20℃未満
既存

20%

40%

60%
冷凍能力 %

＊1：2次側空調機更新工事、照明改修工事、
特高受変電設備更新工事、昇降機更新工事

80%

100%

（2010年6月〜2011年3月）
120%

所在地：東京都千代田区
規模：地上24階、地下5階、塔屋2階
延床面積：122,087 m 2

開発事業に伴う環境影響評価の実施と周辺生活環境保全・維持のための環境管理システムの提案
〜日産先進技術開発センターでの事例〜
日産先進技術開発センターとは
「日産先進技術開発センター（NISSAN ADVANCED TECHNOLOGY
CENTER：NATC）」は、日産自動車株式会社が、先端技術を搭載した
車両のラインアップ強化や市場投入の早期化をめざして設立した
研究開発拠点です。現在、安全で環境に優しいクルマ社会の実現
に向けて、電気自動車などに用いる電動パワートレイン等の環境
技術や、高度道路交通システム（ITS）などを用いた先進安全技術・
先進車両などの開発が行われています。

日産先進技術開発センター 全景

モニタリング調査の実施

電気自動車「日産リーフ」
ＮＡＴＣで研究開発された電動パワートレイン等の
環境技術や、高度道路交通システム（ITS）などを搭載

（ 交通量調査 、旅行時間調査 、駐車場出入口 調査）

神奈川県条例に基づく環境アセスメントの実施

問題あり

調査結果解析

NATCの開発は、敷地面積3ha以上の研究所の新設となることか
ら、神奈川県条例に基づく環境アセスメント手続きが必要となりま

交通対策の検討

問題なし

した。NATCの開発に伴う環境アセスメントでは、工事中や供用後
を含め、大気汚染、騒音、振動、廃棄物・発生土、電波障害、景観、レ

再検討

協議会の開催

クリエーション資源、交通の8項目を対象として調査・予測・評価を

（ 事業者、関係機関、地元自治会 ）

実施しました。

調査結果の報告

これらの項目で特に懸念されたのは交通でした。施設供用後に付

報告・提案・協議

加される通勤車両の影響で、周辺道路の円滑な交通流が確保され
なくなることを回避するため「通勤車両の総量規制の実施」、
「周辺
道路の状況に応じた通勤ルートの指定やフレックス制度の導入」
などの対策を前提として予測を行った結果、施設周辺の主要交差
点において交通処理が可能との結果を得ました。

了
自主的な環境管理システム（フロー図）
モニタリング調査と協議会の開催を核とし、
問題が発生した場合にＰＤＣＡサイクルにて解決する

解

交通対策の実施

自主的な環境管理システムの提案
事業着手前に実施した環境アセスメントの結果、交通の問題は発
生しない結論を得ましたが、周辺開発（他事業者の事業所等の建
設）、行政による周辺道路の整備、社会情勢の変化などの様々な影
響を受け、予測に反して交通問題が発生する可能性がありました。
そのため、予測の前提とした事業者の各種対策が適正に運用され
ているか、また、周辺道路の混雑状況を確認するため、交差点交通
量や旅行速度調査（計画地と国道間の通勤経路に自動車を走行さ

協議会の開催状況

せて計測する）などの「モニタリング調査の実施」と、予測に反して
問題が発生している場合に速やかに対策検討・関係者間の合意を

調査結果

旅行速度調査 （Fルート）

行うため関係機関・地元自治会・事業者で構成する「協議会の開
催」を核とする環境管理システムを構築し、周辺生活環境の保全・
維持を図ることを提案しました。

自主的な環境管理システムの効果
この提案は事業者に採用され5年間に渡って取り組みが継続さ
れています。モニタリング調査の結果、事業者が講じている各種
対策が継続的に適正に運用されていること、周辺の円滑な交通流
が 維持されていることを確認しています。また、協議 会を継 続
的に開催することで、事業者が社会的責任を果たすとともに、関
係者間の相互理解を深め良好な関係を構築・維持する役割も果
たしています。
所在地：神奈川県厚木市
延床面積：131,200 m 2（環境アセス対象敷地合計）

平成21年10月
ルート

H17.04 H17.10

平成20年10月

H18.04 H18.10 H19.04 H19.10 H20.04 H20.10 H21.10

往 路

26.5

24.3

23.8

25.5

24.8

23.9

24.1

22.9

29.1

km ↑

復 路

26.2

25.1

23.9

26.6

26.2

27.3

23.9

25.1

24.7

km ↓

旅行速度調査結果
6経路で実際に自動車を走行させ平均旅行速度を調査し協議会にて経年変化を報告
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LED照明と輻射空調による低炭素化の取り組みと運転実績

エコッツェリア 内観

１．低炭素型モデルオフィス『エコッツェリア』

知的照明システム
グリッド天井用LED照明

天井・壁輻射空調パネル

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」

デシカント空調機

（新丸の内ビルディング10階、運営：エコッツェリア協会）の執務

RA

EA

スペースとして「知的照明システム（グリッド天井用LED照明採用）」

EA

SA

OA

「輻射空調システム
（天井・壁面）
」
を主体とした低炭素型モデルオフィ

OA
RA

スが稼働を始め約２年が経過しました。竣工後1年以上経過したエ
コッツェリアの運用状況確認とエネルギー評価の成果を記載します。

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

LED 知的照明システム

床吹出空調

自由に調整可能とし、快 適性向上と照明電力量削減に寄与する

リサイクルカーペット

エコッツェリア

リッド天井として初めて色温度可変のLED照明器具を採用しました。
で必要とされてきた750lxを大きく下回る数値となりました。色温度
については3500K〜4200Kが好まれました。これらは、3.11以降の
節電需要による照度削減の実績とあわせ、今後の照明設計を考え
る上で重要な知見となっています。また、当該システムは、第5回ファ

エネルギーの見える化

設備概要

1.0
電力量（kWh/30min）

運用段階で執務者が設定した照度は350lx〜450lxが多く、これま

C
C

床吹出空調機

知的照明システムは、執務者が各自のパソコンから照度と色温度を
システムです。
（同志社大学 三木教授開発）エコッツェリアではグ

C
H

省電力量（試算値）

0.8

ペリメータ照明
0.6

インテリア照明

0.4
0.2

シリティマネジメント大賞 技術賞を受賞しました。

60

LED知的照明システム

基準照明器具：FHP45W 2 灯用を基準照度750lx に設定した照明
電力量（65W）を基準オフィス照明電力量とし、LED 知的照明シス
テム電力量（計測実績値）と比較し、年間の削減率63.4%の高い省
エネルギー効果が確認されました。
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電力量（W）

50
40
30
20
10
0

0

500

LED照明の調光特性

1000
1500
照度（lx）

2000
知的照明システム
ユーザー入力画面例

0:00

21:00

18:00

15:00

LED知的照明システム電力量（2010 年6 月 快晴）

12:00

9:00

6:00

3:00

0:00

0.0

3000

輻射空調
輻射空調は、熱源の高効率化・搬送動力削減、良好な室内環境形
本の気候では普及が進みませんでした。
しかし近年の技術進展とともに調湿技術が発展してきたことによ

06:00

09:00

12:00

り、輻射空調の省エネルギー性が注目されています。エコッツェリ

Height（mm）

成の観点から欧州を中心に広く普及していますが、高温多湿な日

2000

Time
0:00

1000

アに導入された輻射空調においても快適性と搬送動力の削減につ

3:00

6:00
9:00
12:00

いて確認しました。

15:00
18:00
21:00

38.0

0

[℃]
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実測の結果、水平温度分布、上下温度分布とも良好で快適な環境が確保されていることを
確認しました。また、一般的な空気による熱搬送にかかわる効率ATF4〜10（空衛学会基
準値）と比較して、輻射空調の水による熱搬送にかかわる効率WTFは実測の結果32程度
と高く、大幅に搬送動力が削減できることが確認しました。

2. 大手町ビル低炭素型改修オフィス
：ハイブリッド輻射空調システム
＋LEDタスク＆アンビエント照明
躯体蓄熱を併用した輻射空調システム等を備えた新オフィスとし
て、三菱地所㈱本社（大手町ビル）の一部執務室が低炭素型オフィ
スとして改修されました。輻射空調パネルを露出した梁のスパン間
に敷設し、パネルに沿うようにLED ライン照明を設置したタスクア
ンビエント照明システムを採用しています。
本オフィスに導入された輻射空調システムは、欧州にて多数の施
工実績を有するMWH Barcol Air-AG 社の技術協力によるもので、
冷房時、夜間は水輻射パネルによって天井スラブを冷却し、昼間は
水輻射パネル及び基準外気量を導入する空気輻射パネルによる
輻射冷却と、躯体放熱の複合した空調システムとなっています。通
常の輻射空調のメリットのほかに夜間躯体蓄熱による電力平準化
低炭素型改修オフィス
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等が期待されます。
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概念図

「東京イニシアティブ＆東京の低炭素ビルTOP30」開催

0.000

外気湿球温度（ °C W B）
冷却塔出口温度（ ℃ ）

中間期におけるフリークーリング（冷却塔による冷水発生）運転状況

当社 設計監理物件が30件中8件

東京都は、9月26日に第24回世界建築会議（UIA2011東京大会）の開催に併せ、低炭素化に取り組む都内の優れたビル30件を「東京イニシアティブ＆東京の低
炭素ビルTOP30」として選定発表しました。その30件の中に丸の内ビルディング・丸の内パークビルディングをはじめとして当社が設計監理にかかわった物件が
8件選定されました。
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