三 菱 地所 設計
環 境 共 生への取り組み
VOL.11

環 境・文化・未来のグランドデザイナー

contents
ご挨拶

01

環境方針

01

環境共生への取り組み

02

三菱地所設計の環境共生技術

04

丸の内永楽ビルディング

06

パレスホテル東京・パレスビル

08

NHK甲府放送会館

10

札幌北ビル

11

パークハウス東中野リヴゴーシュ

12

三菱東京UFJ銀行本館

13

設備改修プロジェクト

これからの環境配慮設計を「環境の勘所」としてまとめました

14

丸の内パークビルディング・三菱一号館における環境共生技術

16

Check

Action

Plan
表紙：丸の内永楽ビルディング

Do

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
東日本大 震災の影 響により2 011年度は日本全 体で 節電・省エネが 進み、エネ
ルギーそのものの使用量は低下しましたが、同時に原子力発電所の停止により、
二酸化炭素排出量に換算すると前年度 比では増加となることが 想定されます。
一方世界に眼を向けると、欧州委員会の研究機関による報告として、2011年の全
世界の二酸化炭素排出量は前年比で増加し、史上最高となったことが発表されて
います。
地球温暖化を巡るこうした現状から、高い環境技術を持ち、それを絶えず社会に
対して積極的に提案していくことが建築設計事務所としての社会的責務と私たち
は考えています。
このような観点から、三菱地所設計では2011年4月に「環境技術推進室」を設置
し、環境に関する様々な技術を収集・整理して社内に展開し、環境配慮建築をより
広く実現すべく活動しています。本冊子では、推進室がまとめた環境マニュアルに
ついても紹介させていただきました。こうした取り組みを通じて、省エネの効果と
コスト、導入するメリットなどの資料やデータを取りまとめ、お客様にご提案するこ
とで、
『環境・文化・未来のグランドデザイナー』として安全・安心かつ快適な建築
や都市を提供し続けていきます。

2012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
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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
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

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

庇・ルーバー

部分更新容易な工法

ノンフロン化・フロン回収

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。

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。

ビル管理システム

再生資材の活用

廃棄物の削減・再資源化

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。

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。

照明システムの効率化

木材代替型枠

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。

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。

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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丸の内大規模オフィスにおける環境配慮技術の結集

丸の内永楽ビルディング
まちの更新
丸の内永楽ビルディングは低層部に金融本店、金融店
舗、商業施設をもつ複合オフィスビルです。
丸の内再構築を推進するプロジェクトの一つとして高
質な金融・業務機能をもつ先端的オフィスビル建設の
ため、3事業者が所有する既存3棟の敷地を統合し一体
敷地として開発、また、都市開発諸制度等を積極的に活
用することで土地の高度利用と景観形成を含めたまち
づくりを高い次元で実現しました。
敷地北側の永代通りは、大手町エリア、日本橋方面を含
め銀行、証券関連の企業が集積、金融軸に位置づけら
れており、この通り沿いでは都市再生、金融再編をきっ
かけとした銀行本店など金融ビルの建替が複数行われ
ており、都市の機能更新が最も進んでいるエリアです。
その一角にあるこの建物は「丸の内」と「大手町」という
二つの街の結節点であり、丸の内仲通りの大手町側の
起点として、この建物は２つの街に開かれた「ゲート」の
性格も合わせもっています。

歴史の継承と街並み形成
外観について、東西面のアースカラーの花崗石打ち込
みPCカーテンウォールがゲートを表象しており、建物の
外部日射負荷低減のために設置された障子の格子をイ
メージした水平、垂直の庇がその外観に奥行きと陰影
を与えています。丸の内仲通り側には低層基壇部の
３１Ｍ表情線となる庇を支える8本の独立丸柱があり、
2階、3階テラス部の植栽と壁面緑化の潤いと相まって仲
通りの景観に変化を与えており、丸ビルから４棟連続す
る低層基壇の街並みが完成されています。
内観においては、江戸城ではじめのお濠「道三堀」が敷
地北西角に位置したことをモチーフとしたアートワーク
所在地：東京都千代田区
規模：地上27階、地下4階、塔屋3階
延床面積：139,684㎡

や、
「和」を意識した素材の選定、光の扱いに細心の注
意をはらい、また先のゲートのモチーフの繰り返しや、
その連続性、同一性など、細部にいたるまでのこだわり
によりホスピタリティの高いひとクラス上の上質なオ
フィス共用部空間を実現しています。

環境性能の追求
環境性能の追求と高規格オフィススペックの両立に積極的に取り組んでいます。皇居の緑に接して、都心
超高層ならではの眺望を確保しつつ熱負荷削減を追求した方位別に最適化した庇、Low−Eペアガラス、
エアフローシステムの採用や、太陽追尾自動ブラインドによる全館日射制御、高性能機器・LED照明の採
用、また運用管理者との協働によるデータ収集のシステム等の細やかなつくりこみにより、竣工後さらなる
環境性能の向上をはかれるシステムとしています。
（CASBEE−Ｓクラス認証取得、国交省「平成21年度省
CO2推進モデル事業」認定。）
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MARUNOUCHI EIRAKU BUILDING
LEDによる建築化照明
施工段階においてLED照明の実用化の可能性がみえ、
改良検討を重ねた上で大規模オフィス空間として初め
て基準階オフィスフロア全採用をおこないました。また、
LEDの特性（小型、発熱のすくなさ）により、手すり金物と
の一体化等が可能となり、必要な箇所に適量の光を与
えることが可能となりました。
迎えの場は光で迎える空間とし、特にオフィスエントラ
ンスでは特徴的な木格子により、動きにあわせる優しく
こぼれる光の空間をデザインしました。またエレベータ
ホールは箔・和紙・木と透過する素材を変えた光の空間
としました。また当所が八つ橋として橋の名所であった
歴史より、バンクEV８台それぞれに各橋にちなんだガ
ラスの光のアートを組み込む等細やかな作り込みをお
こなっています。

主な取り組み
・高捕集効率厨房排気フード採用による厨房換気風量削減

・エアーフローウィンドウ（幅木吸込型）＋Low-Eペアガラス

飲食店舗のほぼ全ての厨房に、30%の換気風量低減が可

高性能ガラスとエアーフローウィンドウの組合せにより、冷

能な高捕集効率排気フードを採用し、厨房換気風量低減

暖房負荷を低減し省エネルギーを実現しました。吸込口は

により冷暖房換気にかかるエネルギーを削減しています。

床直上の幅木部分として、冬期の冷気溜まりの解消も考慮
したシステムとしています。これによりペリメーター用の空
調設備を設置せずに入居者の満足を得つつ、冷暖房のミ
キシングロスの防止、設備機器の軽減を実現しています。
・太陽追尾型自動角度調整ブラインド
１度単位の自動調整を行い、日射遮蔽と眺望・採光の確保
を両立するシステムを導入しました。

■BEMSによる見える化と最適運用による省CO2
・基準階空調機毎の熱量計量
熱量計量は高層・中層・低層程度のゾーン毎に行うのが一
般的ですが、本プロジェクトでは空調機1台（受持面積約
400〜550㎡）毎の熱量計量としました。基準階では各階7
台の空調機全てに熱量計を設置し、より細かな省エネ運
転管理を可能としています。

■自然エネルギー利用による省CO2−太陽光発電設備 約100kW

また、時間帯や方位、空調機運転状況とCO2排出量の相

超高層ビルでは最大級の発電容量となる約100kＷの太陽

関、前述の省エネ最先端技術の効果等を蓄積データより

光発電機設備を屋上に設置しました。
■高効率設備による省CO2
・オフィス空調への全熱交換器採用
基準階オフィス用空調機に全熱交換器を採用し、外気処理
負荷を削減。温湿度条件が良い場合には、バイパス経路より
熱交換をせずに外気のエネルギーを有効利用しています。
・IPMモーターの採用
基準階オフィス空調機用ファンと冷水・温水ポンプにＩＰＭ
モーターを採用し、従来の高効率モーターと比較して、基準
階オフィスに関係する搬送動力の５％程度の削減を実現しま
した。

検証し、今後の開発に資する事をめざしています。
・BEMSによる時間毎データの保存・解析
ビル内の主要なエネルギー監視システムとして、空調監視、
電力監視、検針課金（電気・熱・水）の各システムより情報

▲CH

インナーサッシ
ブラインド
アウターサッシ

を収集し、表・グラフを自動作成、蓄積することで、設備の
運用改善による省エネルギー促進や、データの蓄積による
今後のビルへの展開に配慮しました。
また、設備機器台帳管理機能により、各設備機器の保全

コールドドラフト
巾木吸込

スケジュールや予備品消耗品、トラブル対応・修繕履歴等
の管理を行い、効率的な管理業務遂行に寄与する計画と

▼FL

400

■外装の熱負荷削減による省CO2

しています。
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緑と水の周辺環境を建築内部まで取り込む複合施設

パレスホテル東京・パレスビル

丸の内地区の先端の敷地に開発されたホテル・オフィスの複合施設

開発の経緯と計画
現在パレスホテルが建つ丸の内1-1-1には、1937年帝室林野局庁舎として建
設された建物を改築した国有国営のバイヤー専用ホテル「ホテルテート」があ
りました。その後、1959年に民間に土地建物が払い下げられ、パレスホテルに
建替えられることになりました。19 6 0年株 式会社パレスホテル設立、翌年
1961年10月に開業しましたが、数々の歴史を残し2009年2月一時休館とし、
全面建替工事をスタートすることになりました。
今回の建替計画は東京都、千代田区等との各種行政協議を経て、特例容積を
近傍で計画されていた「丸の内永楽ビル」に移転することにより高さを抑え、皇
居前の景観形成に配慮した計画としました。
また、地下鉄大手町駅のメトロコンコースから地下通路を延伸するとともに、地
上部でも敷地内を貫通する歩行者通路とポケットパークを設けることで、東京
駅から大手門までの新たな回遊ルートをつくり、都市観光に資する歩行者動線
形成にも貢献しています。
永代通り側にオフィス棟・和田倉濠側にホテル棟を配置

配置計画
本開発ではホテル棟とオフィス棟がそれぞれ独立した建物として1階から構成
されていること、またそれぞれが区分できることを念頭に置きながら配置計画
を行っております。
建替え前の建物配置と同様に和田倉噴水公園を臨み和田倉濠に面した敷
地南側にホテル棟を配置、永代通りに面した北側にオフィス棟を配置して
います。
この配置によりホテルのすべての客室・宴会場及びオフィスからも緑豊かな眺
望が確保されています。

所在地：東京都千代田区
規模：地上23階、地下４階、塔屋2階
延床面積：140,302㎡
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低層部は宴会場・レストラン、高層部は客室で構成されたホテル棟

PALACE HOTEL TOKYO, PALACE BUILDING
外装デザインと熱負荷削減
■客室のバルコニー設置
周辺環境を取り込むバルコニーを客室に設置し,眺望の確保と同時に熱負荷
低減を追求しています。
■事務所棟のＰＣリブによる日射遮蔽とエアフローウィンドウ
石打込ＰＣの縦リブとエアフローウィンドウの組合せにより、冷暖房負荷を低
減するとともに、エアフローの吸込口を巾木吸込として冬期のコールドドラフト
を解消するシステムとしています。ペリメーター空調機や窓際ヒーター無しで
のテナントの満足度向上と、冷房のミキシングロスの根絶、省エネルギー・省
CO2を図っています。
また、電動ブラインドは、１度単位の角度自動調整を行い、確実な日射遮蔽と
眺望・採光の確保を両立する太陽光追尾システムを導入しています。

屋上緑化

熱負荷低減にも寄与するバルコニー付客室

花崗石リブとエアフローウインドウによる
環境性能の高い外装

■テラスの積極的な緑化
ホテルの基壇部やセットバック部を積極的に緑化し、テラスに面した庭園とす
ることで周辺の緑と合わせた景観が楽しめる空間づくりを心掛けています。

高効率機器による省CO2
■高効率ガスエンジンコジェネ採用による電力・温熱の有効利用
オフィスとホテルの複合施設の電力並びに熱負荷状況メリットを生かした高
効率ガスエンジンコジェネの高効率運用を図り、エネルギーソースの多様化
と省CO2を推進します。
■高効率ターボ冷凍機並びに高効率蒸気吸収冷凍機のベストミックス
トップランナー機器の採用と共に、インバーターターボ冷凍機並びにポンプへ
のインバーターを導入し省CO2を図ります。また、冷水往還温度が確保されな
い状況における冷凍機効率低下を防ぐために、熱媒過流量制御を導入し、省
CO2運転を推進します。
緑化越しに周辺環境の眺望も楽しめるレストランに面したテラス

ホテル客室外調機への全熱交換器採用
ホテル客室外調機に採用し、外気処理負荷を削減します。また、室内空気より
外気の方が温湿度条件が良い場合には、バイパス経路より熱交換をせずに外
気のエネルギーを有効利用します。

BEMSによる時間毎データの活用
ビル内の主要なエネルギー監視システムとして、空調監視，電力監視検針課
金(電気・熱・水)の各システムより情報を収集し、表やグラフを作成することに
より設備の運用改善による省エネルギー促進を図ります。
また、設備機器台帳管理機能により、各設備機器の保全スケジュールや予備品

気密性の高いフラットなインナーサッシは高い
環境性能を確保し、高いPAL値と眺望を両立

オフィス棟屋上の設置された約30kwの
発電量の太陽光発電パネル

消耗品、トラブル対応・修繕履歴等の管理を行い、効率的な管理業務遂行に寄
与します。

エコパレス (循環型リサイクルシステム)
パレスホテルでは1992年に環境問題委員会を発足し、生ゴミの堆肥化をはじ
めとする環境問題に取り組んでおり、 エコパレス(循環型リサイクルシステム)
として、
「有機物高速醗酵処理機」を導入しホテルにて発生する 生ゴミ を 堆
肥化 し、ホテル内で消費する米・野菜作りにも利用する等、環境問題への取組
みを社会へ発信しています。また、 生ゴミゼロ工場 を通して社員・地域社会へ
リサイクル、CO2排出削減への取組みを発信しています。
地下鉄大手町駅からホテルエントランス・皇居大手門まで接続された地下通路出入口
地上レベルも周辺環境を取り込む様に緑化している
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地域環境に調和した放送会館

NHK甲府放送会館
本計画は、甲府駅北口の新しい街「シビックコア地区」の入口に位
置する放送会館のプロジェクトです。

山梨・甲府の気候風土との共生
繊細な再生木ルーバーが適度な光を通しながら建物をやさしく包
み込み、豊かな自然に囲まれた甲府の街と調和したやわらかい表
情となるデザインとしました。

日射遮蔽−再生木ルーバー
外壁に日除け効果を持たせたルーバーを設置したことにより、特に
甲府の夏季の強い日差しを避けることができます。
外装に纏うルーバーは、建物を優しく包み込む繊細な表情を醸し
出すことを目指しました。グラデーション状に変化するルーバー
ピッチやルーバージョイント部に挟み込んだ鏡面のSUSリングによ
り見る角度、時間により表情が変化します。また、安全性を高める
ため、原材料の調整を行い自消性を持たせた再生木材を使用し

東面外観

ました。

自然採光・自然換気−エコボイド
建物中央外部吹抜け空間「きらめきシャフト（エコボイド）」は、奥行
きの深い居室や共用部において、自然採光・自然換気を可能とし
ています。壁面にランダムに配置された窓と傾斜を設けたSUS鏡面
パネル、壁から床へと連続する25角の特殊面状タイルとフラットタ
きらめきシャフト（見上げ）

イルのランダム貼りにより、上部からの光を下階まで乱反射させ明
るく非日常的な空間を創り出しました。リフレッシュ空間として利用
の他、番組の撮影の場としても使うことができます。

環境にやさしい建築計画
・ 居室の自然採光・自然換気

南面外観

居室を東側と南側に配置し、自然採光・自然換気を可能とする開
口部を設けました。さらに居室の扉脇に開閉可能な換気スリット
を設け、風の道をつくりだしました。
・ 免震層を利用したクールチューブ
免震層に外気を導入し、地中熱により冷却・加熱された空気を屋
内に取り込み、空調負荷を低減しています。
・ 屋上緑化
屋上の熱負荷低減、環境共生を図る屋上緑化は、同時に職員

自然と調和したルーバー

の

ロングライフでフレキシビリティの高い構造計画
・ 基礎免震構造の採用により高い耐震性を確保し、放送機能の安
定的継続が可能な長寿命な建物としました。
・ 将来の放送機能の更新・使用形態の変更に対応するフレキシビ
リティの高い空間を確保するため、２階の放送センターにはPC
梁（プレストレス梁）を用い20ｍを超える無柱空間となっており

地下免震装置

きらめきシャフト（エコボイド）

近年の新放送会館で採用されている省エネ施策
熱負荷の削減

ます。

日射遮蔽
外気負荷の削減

断熱性向上
外気の利用
太陽光の利用
設備システムの高効率化 照明負荷の削減
自然エネルギーの利用

熱源負荷の平準化、
バックアップ

所在地：山梨県甲府市
規模：地上4階、鉄塔
延床面積：5,676 m2
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搬送エネルギーの削減

高断熱ガラス
日射遮蔽庇ルーバー
ＣＯ２濃度制御
予冷予熱時外気カット制御
屋上緑化
外気冷房
太陽光発電
初期照度補正(適正照度)制御
人感センサーによる点滅制御
高効率照明器具
蓄熱システム
大温度差送水
変流量システムVWV
変風量システムＶＡＶ、
インバーターの採用

新甲府放送会館にて採用した 省エネ施策
自然エネルギーの利用

外気の利用
太陽光の利用

地中熱利用
設備システムの高効率化 照明負荷の削減
高効率機器

その他

居室自然換気(エコボイド)
自然採光（居室、廊下等に
エコボイドを利用した採光）

クールチューブ
LED照明（トイレ）
LED誘導灯
高効率冷凍機

搬送エネルギーの削減

スタジオ空調機
インバーターの採用

省資源の有効利用

外気冷房範囲の拡張
井戸水の利用
太陽光発電

上記合計

CO2排出量 30.6％削減

快適な中間期の気候を活かした環境設計

札幌北ビル
地域気候の配慮
札幌北ビルは、近年発展著しい札幌駅北口広場正面という好立地に位置する事務所と店舗からなる複合
ビルとして計画されました。札幌市総合設計制度の適用を受け高度利用を図っています。
設計に際しては、経済性への十分な配慮の上で、環境性・高機能性を大切に考えました。北海道は冷房の
いらない季節が長いのが特徴です。この快適な中間期の気候を活かした環境設計を行いたいと考え、エコ
レーターとファンによる外気導入のシステムを窓周りに組み込みました。 このシステムにより、中間期には自
然換気を中心とした快適な室内環境を確保し、夏期には内部空気をファンで吹き上げ窓周りにエアバリアを
生じさせ、簡易エアフローとして窓面からの熱の侵入を軽減させることが可能となります。 また冬期には、早
外観全景

朝に足下に溜まった冷気を撹拌し、均質な空気環境を形成することが可能となります。ファンは省電力仕様

LED照明器具が特徴の
エントランスホール

であり、屋上に設置した太陽光発電パネルにより必要電力は賄われます。
その他、CO2排出量削減を目指したLow-Eペアガラスの採用、共用部等へのLED照明の採用等により森林
面積４ha分のCO2吸収量の削減が可能となっています。

外観デザイン
建物の外観は、周辺の横連窓やポツ窓の外観と異なる縦強調のデザインとしています。原生林の伸びやか
な白樺の樹々を想わせるファサードは、四季の変化や日々の時間のうつろいを映し出し、街並に溶け込み
ながらも個性的な表情を醸し出しています。連続する無柱空間の内部から外を眺めると、この縦強調の開
口からは開放的な眺望を望むことができ、熱負荷軽減のために全体的に開口率をコントロールした外装と
しながらも明るく快適な執務空間を実現しています。

まちとのつながり
駅前立地でもあることから街とのつながりをテーマとしました。外部空間・内部空間の連続性を大切にした
デザインに腐心し、冬期においても温かみを感じられるナチュラルなインテリアとして統一した優しさを提
供しています。緑豊かな足元周りと、地下歩行者ネットワークへの直結により、街に開かれた公共性の高い

外観全景（札幌駅北口広場側）

計画となっており、人々に親しまれ札幌北口の新たなランドマークとなることを期待しています。
チャンバー
ボックス
給気用縦スリット
給気チャンバー
（PC板裏面）

デザインと機能の融合
空調システム上の給気口が必要となりますが、雪の
吹込・堆積を考慮し、外装への直接的な開口を設け
ないように柱型部分を給気チャンバーとし、側面に
給気スリットを設けています。

カラーPC板
サンドブラスト

外気取出口

チャンバーには雪割勾配や吹込防止のフィンを設け、
雪国に相応しいディテールを施しました。
所在地：北海道札幌市
規模：地上14階、地下2階、塔屋1階
延床面積：27,176 m 2

排気
Low-Eペアガラス

排気

ブラインド

Low-Eペアガラス

排気
ガラス面からの下降流
（コールドドラフト）
を
防止

ブラインド
共用部から機械排気

積極的な自然換気

簡易エアフロー
による日射熱の
軽減

ブラインド

Low-Eペアガラス

足元に滞留した冷気を
吹上げ、底冷感を解消
＊空調始動時

ブラインド閉
Low-Eペアガラス

外装拡大（隠れたディテールにより端正に見える外観）

吹出口

ブラインド閉

ブラインド開
Low-Eペアガラス

省電力小型ファン

吹出口

＊コールドドラフトが強い場合

Low-Eペアガラス

省電力小型ファン
により積極的に
外気を取り込む

吹出口
省電力小型ファン

ペリカバー
取外し方式
自然換気装置閉
（エコレーター）

外気取入口
自然換気装置開
（エコレーター）

A 夏期：自然換気装置「閉」

事務室窓面の空気を循環させること（簡易エアフロー
の創出）により、空調エネルギーを低減〜

B

中間期：自然換気装置「開」
外部の冷涼な空気を取り込むことにより、
空調エネルギーを低減〜

自然換気装置閉
（エコレーター）

C

冬季：自然換気装置「閉」
事務室窓廻りの冷気を窓面に沿って吹き上げる
ことにより、均質な室内環境を形成〜

自然換気装置（エコレーターシステム）について
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建築そのものをランドスケープと捉えた環境配慮集合住宅

パークハウス東中野リヴゴーシュ

ランドスケープレジデンス

屋上緑化

パークハウス東中野リヴゴーシュは、
「ランドスケ−プレンジデンス」をコンセプト

階段状部分には屋上緑化を配し、建築内側からは「緑に包まれたルーフテラス」、

に、周辺地域との調和を目指した135戸の集合住宅です。神田川の桜並木に隣

近隣の高層建物からの見下ろしや周辺道路レベルからの見上げとしては「緑の

接し、緑の連続を意識した計画としています。

丘」として、景観上の街のシンボルとなるよう計画しています。屋上緑化はルーフ

所在地：東京都中野区
規模：地上9階、地下1階
延床面積：11,150 m 2

バルコニーの手摺の外側に配置し、植栽の管理を共用側から行えるよう工夫をし
ています。

緑の丘の実現

緑につつまれたルーフテラス

中庭・回遊空間
地上レベルの中庭や外周部にも水・緑をふんだんに配し、季節によってシークエ
緑の連続を図った配置計画

地域に溶け込むボリュームコントロール
戸建住宅や小さな路地が残る周辺地域と調和するように、タワー形状でそび
え立ってしまうようなものではなく、ステップテラス形状のボリュームを選択し、街
と建築との緩やかな連続を図っています。

ンスの変化が楽しめる回遊空間を実現しており、空間の連続だけでなく、居住者
と近隣住民とのコミュニケーションにも寄与する場となっています。

フィン・庇をデザイン化
外観の特徴となっている水平フィンは外壁の汚れを防ぎ、機能面とデザイン面の
両立を図っています。また低層のエントランス棟も、壁面は内部と外部との連続
性をもたらすためガラスをとしていますが、水平の庇を大きくとり、日射の抑制を
図ると同時にデザイン上の特徴とする工夫をしています。

階段状に連続する屋上緑化
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庇を主要素としたエントランスのデザイン

最新技術の導入と既存システムの特徴を生かした省エネ改修計画

三菱東京UFJ銀行本館

設備改修プロジェクト

1980年に竣工した三菱東京UFJ銀行本館は、
「最新技術の導入と
ともに、既存システムの特徴を生かし、効果をさらに引き出す」をコ
ンセプトに、2004年から機械・電気設備に関わる改修工事が開始
されております。本館では、建設当時から容積4,000㎥の大規模な
温度成層型蓄熱槽や高層階系統に採用した大温度差冷水送水シ
ステムなど、さまざまな工夫と先進的な技術が導入されておりま
す。本館を改修するに当たっては新築時の設計者の思想を継承す
るとともに、部分改修ではなく全体を見据え、システムとして最大
の効率が発揮できる計画を立てました。
具体的な改修内容は以下の通りです。
❶ 熱源設備更新：
最新高効率ターボ冷凍機・吸収式冷凍機の導入、冷凍機の大温度
差対応、ターボ冷凍機の冷水過流量制御の導入、蓄熱容量の拡大
1次・2次ポンプ及び冷却水ポンプのインバーター化
❷ 空調機更新：
風量増強、ファンインバータ制御、冷水コイル大温度差仕様、加湿
方式変更（蒸気式→気化式による冬期加湿冷却の実施）
❸ 照明更新：
高効率照明器具(Hf照明器具)導入、初期照度補正・昼光利用によ
る調光制御、共用部人感センサー採用
❹ 昇降機更新：
全館の25台中

主動線のエレベーター19台の更新

インバータ制御方式採用
❺ 特高受変電設備更新：
全館の特高変圧器と付属する機器を更新
変圧器の高効率化、開閉器のSF６ガスレス化
❻ 中央監視設備更新：
BEMS導入（エネルギー消費構造の見える化に対応）

外観
照明器具（約26,000台）
・高効率照明器具（Hf照明器具）の導入
・初期照度補正・昼光利用による調光
・人感センサー採用による不在時減光

消費エネルギーが多い空調設備については、熱源設備と空調機の

昇降機設備（19台）
・インバーター制御方式の採用
事務室
（JR側）

事務室
（皇居側）

更新工事を並行して実施し大温度差送水システムを全系統に展
付属する動力盤の改修も同時に行い、電力量計を設置するなど、
エネルギー消費量の見える化に対応しました。
これらの改修工事を実施した結果、2010年の受電電力量は2007

中央監視設備
・BEMS導入によるエネルギー
構造のみえる化

年比で27％減り、エネルギー消費原単位は、基準年度平均値*1
比33％削減され、1,506MJ/㎡･年*2という、最新省エネ型ビルに

併せて更なる省CO2化を推し進める予定です。

機械室
本店

防災センター
駐車場
駐車場
駐車場
電気室他

特高受変電設備
・変圧器の高効率化
・SF6ガスの使用箇所の削減

劣らない数値を実現しました。
一連の設備改修工事は今後も計画的に実施され、運用改善提案と

熱源設備
・高効率ターボ冷凍機の導入
・高効率吸収冷凍機の導入
・冷凍機の大温度差対応
・ターボ冷凍機の冷水過流量制御の導入
・蓄熱容量の拡大
・1次・2次ポンプ及び
冷却水ポンプのインバーター化

2次側空調機（152台）
・風量増強
・ファンのインバーター制御導入
・搬送動力削減
・加湿方式変更（冬期加湿の実施）

開するなど工程上の工夫も行っています。さらに機器更新時には

講堂
会議室
運転手控室
中央監視室

熱源機械室他

駐車場
駐車場
蓄熱槽

省エネ改修の全館断面
25,000
22,500
20,000

照明

27％減

17,500

：12.2%

受変電： 0.4%
昇降機： 0.9%
熱源 ： 9.2%

15,000

Mwh

＊1：環境確保条例「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」で
規定する基準排出量算定の元となる基準年度（2002〜2004年）の平均
＊2：2010年度基準排出量決定申請書より

12,500
10,000

空調機： 4.4%

7,500
5,000
2,500
0

2007年
受電電力の推移

2008年

2009年

2010年

消費エネルギー
（MJ/m 2）

2,500

所在地：東京都千代田区
規模：地上23階、地下5階、塔屋2階
延床面積：122,296㎡

2,000

33％削減

70,000㎡以上の
基準値1,924MJ/㎡

1,5000
1,000
500
0

基準年（2002〜2004年）
年間エネルギー消費原単位の推移

2010年
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これからの環境配慮設計を「環境の勘所」としてまとめました
環境技術推進室

ロングライフビルにはエネルギー削減が必須

三菱地所設計は、時代が求める環境配慮建築を実現していくために職能横

さまざまな要因からエネルギー単価は今後も上昇して行くと考えられます。そ

断的な環境技術推進室を2011年4月に設け、デザインとエンジニアリング

の時、建物のライフサイクルコストで大きな部分を占めていたエネルギーコス

の融合したプロジェクトを実現しようとしています。

トは更に大きくなってしまうので、エネルギー効率の劣る建物は経済性からも

環境技術推進室は、最新の環境配慮技術の効果を定量化し、実際の設計

使用されなくなって行く可能性があると考えられます。ロングライフを実現す

監理業務で活用出来るレファレンスとして「環境の勘所」を取り纏め2011

るには、ゆとり有る構造や設備更新性だけでなく、将来のエネルギー単価に耐

年11月から社内展開を図っています。この「環境の勘所」のエッセンスを以

えうるエネルギー性能の先取りが求められていると言えるでしょう。

下でご紹介します。

それを経済的に実現するには、建
物のエネルギー使用構造に対し

設計費

解体費
建設費

効果的な「体質改善」を図る事が
大切で、それは大きな意味で「自

保全費

然の活用」といったテーマに繋

修繕費

がって行くと考えます。また自然を
活用した建物は災害時のインフ

エネルギーコスト

ラ途絶時にも、最低限の室内環
境が確保されるのでBCP、LCPにも
優れる事にもつながります。

雪だるま式にふくれ上がっている
エネルギー消費を減らすには建物の体質改善が大切

オフィスビルエネルギー消費構造（色塗り部合計で約80W/m 2）
高効率空調

照明等の室内で使われる電力は、それ自体がエネルギーを消費する

外気冷房

+自然換気

高効率除湿

だけでなく、その電力に相当する発熱を冷やす為に更に空調エネル
空調エネルギー
（外部熱対応）

ギーを使う原因となっています。一般にオフィスで最大のエネルギー
を使っているのは空調と言われますが、その熱負荷の２/３近くは人

空調エネルギー
（内部発熱対応）

換気・除湿・
加湿エネルギー

工照明とOA機器が室内で使用する電力が熱となって空調負荷となっ
ているものなのです。日射熱を遮りながら日中の明るさを積極的に利
用する自然採光や、必要な部分に限定して照度を確保するタスク＆ア

照明電力

日射熱取得
温度差熱取得

ンビエント照明による照明電力の削減は、照明発熱分の空調負荷削

人体
発熱
7W/m2

コンセント電力

人体潜熱
5W/m2

減にもつながり、全体で照明そのもので削減したエネルギーの約1.5倍
のエネルギー削減につながります。

専用部

昼光利用 + 日射負荷削減

日射熱取得
外気熱取得

共用部

アンビエント照明化

シンクライアント

照明・機器

昇降機

人体
発熱

給湯

空調（顕熱）

自然採光＋タスク＆アンビエント照明

照明 + 空調での年間消費エネルギーと壁面開口窓の関係

Low-Eガラスをはじめとする窓廻りの高遮熱化は、日射負荷を減らしながら
自然光を取り入れる事を可能とし、大きなガラス面で開放感の有る窓面デ
ザインを可能としてきました。さらなる使用エネルギー削減を考える時、エ

0.9

照明が建物使用エネルギーの10％削減にも相当する大きな可能性を持っ
ていると考えます。タスク＆アンビエント照明環境では、窓面に対し部屋内
を暗く感じさせないよう、窓の大きさに注意するとともに窓面グレアを感じ
させないグレア設計を行っていきます。

年間一次エネルギー消費量 [ 指数 ］

アフローウィンドウなどの高遮熱化とともに、今後はタスク＆アンビエント

地域

方位

奥行

BL制御

東京

南

10.8m

有

フロートガラス

0.8

700lx（照明 + 空調）
0.7

Low-E
0.6

300lx（照明 + 空調）
アンビエント照明化効果
18kwh/㎡/年
（オフィス消費エネルギーの約10％）

0.5

0.4
0%

10%

20%

30%

40%

Low-E

50%

窓面開口率 [%]
グレア評価の輝度シミュレーション
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60%

70%

80%

90%

外気冷房、自然換気

年間の60％で空調エネルギーを1/5にする外気冷房

内部発熱の大きいオフィスでは1年中建物の中を冷房で冷やして

冬期〜中間期
1,800h 自然換気適期（5、6、10月）800h

いますが、外気冷房は室内温度より低い気温の外気を取り入れて

（12〜5月頃）

建物の中を冷やします。三菱地所設計は丸ビル建替時に一般の換
気ダクトの2 . 5倍の容量のダクトを持つ外気冷房システムを実現
し、先端的な省エネビルで実績を積み重ねています。外気冷房は
外気を送るファン動力だけで動くので、普通の冷房の1/5程度のエ
ネルギーしか使いません。東京の場合、年間のオフィス稼働時間の
約60％でこの外気冷房が活用でき、建物使用エネルギーを大きく
削減しています。外気冷房のファン動力も不要な自然換気にも積
極的に取り組んでいます。外気が自然に建物内に入って出て行く

内部発熱
冷却エネルギー
20.8W/m2

夏期

(8、9月頃）438h

外気冷房適期 外気温 ：低
外気温度：低

除湿エネルギー
17W/m2

換気エネルギー
2W/m2

多湿期

（6〜8月頃）762h

外気を大量に入れると
除湿エネルギーで損をする

4.7W/m2

外気冷房で削減

原理は、煙突効果と風力換気の2種類が有りますが、これらの効果

自然換気で削減
冷凍過程を使わず
ファン動力だけなので
使用エネルギーは約1/5

についてもシミュレーションを行って評価しています。更に空気の
出口まわりの形状の工夫で、空気の流れを速くしベンチュリー効果

気流分布

を発揮する自然換気システムの検討も進めています。

ベンチュリー効果換気シミュレーション検討例

ローエミッションで気持ちの良い空間
以上のような実効性の高いエネルギー削減をはかるとともに、これらの要素技

空間として提案しています。更に直下階の空調負荷削減とヒートアイランド対

術が使う人に気持ち良く使える空間となるようデザインしていく事が、建物価

策になる屋上緑化スペースを、緑陰を感じながら打合せもできる空間として活

値を長期的に高めることにつながると考え、デザインとエンジニアリングが協働

用したり、一人一人のワーカーのアクティビティや体調に合わせて照度･色温

して様々な提案を行おうとしています。

度を調整できるLED照明でエネルギー削減と知的生産性向上に取り組んだり

例えば、オフィス窓面に設置したバルコニーで日射負荷を削減しつつ、働く人

しています。

が外の空気を吸ってリフレッシュ出来る場としました。また、リフレッシュスペー

環境技術推進室は、ローエミッションで気持ちの良い空間の実現を、デザイン

スと一体化した自然採光の階段室をインフォーマルなコミュニケーション誘発

とエンジニアリングの高度な協働によりサポートしていきます。

ローエミッションで気持ちの良い空間を持つオフィスのイメージ

自然光にあふれるリフレッシュコーナーと一体の階段室
(新木場セントラルビル)

緑陰を感じながら打合せの出来る屋上緑化スペース
(二番町ガーデン)

外の空気を吸ってリフレッシュできるバルコニー
(川崎信用金庫中原事務センター)

エコボイドによる自然換気・自然採光
ルーフガーデン

タスク＆アンビエント照明
外気冷房

タスク＆
アンビエント照明
外気冷房

自然換気
自然採光

自然換気
自然採光

ワーカーのアクティビティと体調に合わせて照度と
色温度を調整できる照明
(新丸ビル、エコッツェリア)
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2011年度空気調和・衛生工学会賞受賞

丸の内パークビルディング・三菱一号館における環境共生技術
概要
2009年４月竣工の丸の内パークビルディング・三菱一号館は、東京丸の内地区において三菱地所が進める丸の内再構築計画第二ステージにおける最初の開
発と位置付けられ、都市機能の多様化から一歩進み、文化性と環境を主要なテーマとして計画されました。
代表的な省エネルギー対策の一つは、基準階の全方位に採用した高性能エアフローウィンドウシステムです。これにより、高い省エネルギーと快適な執務環境
を達成すると共に、窓際用空調機を必要としないペリメータレス空調が可能となりました。また、負荷に追従する超高効率の送風・送水制御のほか、多くの省エネ
システムを採用していますが、これらが建物運用時に確実に性能を発揮するように、竣工後2年以上の性能検証（コミッショニング）と最適調整を行いました。結
果としてオフィス部分のエネルギー消費量は都内大規模オフィスの平均に比べて４割以上削減され、極めて高い性能を実現しました。更に、丸の内で最初に建
てられたオフィスビルで既に解体されていた三菱一号館を忠実に復元し、中庭とともに優れた都市環境を実現しました。
これらの業績により、2011年度の空気調和・衛生工学会賞を受賞しました。

エアフローウィンドウシステムの採用
ペリメータレス空調の実現
快適な執務環境の確保

高性能窓システム導入による
ペリメータレス空調の実現と
快適な執務環境の確保

・ 高性能窓システムの計画と性能検証
・ 昼光利用と調光制御による省エネルギー
・ 快適で健康な執務環境の確保

高性能省エネルギーシステム
の導入と性能検証
南東面に大きく開けたファサード

三菱一号館の忠実な再現
美術館としての再生

高性能設備システム導入
による省エネルギーと安全性の実現

・ 空調システムの省エネルギー対策と性能検証
・ 一次エネルギー消費実績と評価
・ インバータ制御の消火ポンプの開発と導入

三菱一号館における適切な設備計画と
中庭の環境対策による都市環境整備

・ 復元建物実現に向けての設備計画
・ 耐火性能確保のための対策と実証試験
・ 美術館として要求される性能を実現
するための空調対応と性能検証
・ 潤いのある中庭形成に向けた環境整備

丸の内パークビルディングと
三菱一号館を結ぶ
環境配慮の中庭

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 ㎡

高性能窓システムの導入

丸の内パークビルディング（手前は復元された三菱一号館）

窓システムの省エネルギー効果

基準階全方位の窓に高性能エアフローウィンドウシステムを導入し、極めて高

基準階オフィスの窓周りについて、実測に基づくエネルギーシミュレーション

い断熱性能（熱貫流率：約0.6W/(m 2･K)）及び日射遮蔽性能（日射熱取得率

を実施し、窓仕様ごとのエネルギー消費量を比較しました。採用した高性能窓

0.1程度）を達成しました。これによって、窓のコールドドラフト（冬の窓面から

システムと照明調光制御及びペリメータレス空調システムの組み合わせに

の冷気の下降）が完全に抑制され、通常必要となる窓部分専用の空調機が不

よって、照明と空調エネルギーが大きく削減されていることがわかります。

要となりました。高い省エネルギー性能と快適な室内環境を実現すると共に、

排気ダクト

外装日射遮蔽：縦横ルーバー
水平ルーバー

Low-E 複層ガラス
自動ブラインド
エアフローウィンドウ

自動制御ブラインド
（明色）

ペリカウンター
吸込口

高性能エアフローウィンドウの概要
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FL

一次エネルギー消費量（MJ/m 2/年）
200
400
200
0
照明

暖房

冷房

FL複層
Low-E複層

Low-E複層
（照明調光制御）
エアフロー型窓

縦フィン

遮熱型Low-E複層ガラス
：8-A12-8mm
合わせガラス：5+5mm

内ブラインド窓

高いレンタブル比を確保することが可能となりました。

400

FL
Low-E複層

Low-E複層
（照明調光制御）

窓仕様による空調・照明に関するエネルギー消費量比較

本建物

600

800

MARUNOUCHI PARK BUILDING, MITSUBISHI ICHIGOKAN
空調省エネルギーシステム

一次エネルギー消費量

高性能な可変風量VAVシステム及び可変流量VWVシステムの導入により、空

エネルギー消費量実績（2010年）

調に使われる空気と水の搬送動力を徹底的に削減しました。また、CO2制御や

オフィス部分の一次エネルギー消費量は 1,158MJ/(延m 2･年)と、比較対象の

外気冷房制御により、空調負荷を大幅に削減しました。今回採用した可変流量

一般オフィスビルと比較して約42%小さい数値となっています。また、空調関

VWVシステムは通常のシステムとは異なり、送水圧力を可能な限り小さくする

連エネルギー消費（冷熱源＋温熱源＋空調搬送）は通常のオフィスビルと比

ことで極限までポンプ動力を低減する高性能システム（VWV-VM制御）です。

較して、構成比約31％と非常に小さい割合となり、省エネルギー対策による空

コミッショニングを実施することによって、ビルのエネルギー特性に合わせて

調関連エネルギー消費が非常に小さくなっていることがわかります。

システムを最適に調整した結果、大きな省エネルギー効果を実現しました。

CO2排出量実績（2010年）
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冷水ポンプのエネルギー消費量の比較
（2009/9/24〜2010/2/28）低層系統VWV制御を100とした）
※基準階では外気冷房によって冷房負荷が大きく削減された結果、特に高層ゾーン
のエネルギー消費量は非常に少ない結果となりました。
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ビル平均値の半分以下となりました。

通常のVWV制御
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オフィス部分のCO2排出量は 51.5kg-CO2/(延m 2・年) と、東京都のテナント
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温熱源

冷熱源

丸の内パークビルディングオフィス用途

（財）省エネルギーセンター発表のオフィスビル統計データ

三菱一号館を美術館として再生
旧三菱一号館は1894（明治27）年にジョサイア・コンドルの設計により、丸の内最初のオフィスビルとして竣工しましたが、1968年に解体後、2009年に忠実に復
元されることとなりました。もともと空調や防災設備のない建物だったため、現行法規に合致する耐震・耐火性能を確保した上で必要な設備を付加し、本格的な
美術館として再生することとなりました。付加物と位置付けられる設備を取り外せば復元建物に戻すことが可能なように、ダクト、吹出口、照明器具などは、天井か
ら吊り下げた設備プレートに集約して露出で設置しています。
また、本格的な美術館として要求される厳しい温湿度条件を満足させるため、高度な空調制御システムを採用し、コミッショニングを実施しました。その結果、美
術館として適切な温熱環境を実現しました。

小屋裏空調機より
SA

光ファイバー光源装置
防火区画
廻緑（復元）復元天井
ピクチャーレール
ライティング
ダクト

ブラインドBOX

設備プレート

光ファイバー

空調機へ

SA
アネモにより
SAを拡散させる

復元木製サッシュ
スチールインナーサッシュ
（遮光パネル組込み可能）

復元後の三菱一号館

40度
程度

設備プレート
スチールサッシュ
展示壁

1,500

展示壁（設置可能）

復元幅木

展示室内部

RA
復元床

展示室設備計画図（概念図）

一号館広場のヒートアイランド対策
丸の内パークビルディングと三菱一号館の間

保水性ブロック（矩形乱張） 点滴式潅水ホース

保水性舗装

特殊モルタル（ノンエフロ）

にある中庭広場では、ヒートアイランド緩和と

屋上に降る雨

快適な都市環境創出を目的として、緑化、水

(太陽光パネル)

系施設等とともに、雨水利用の給水型保水性

▼ 押えコンクリート

舗装を採用しました。最上階屋上にて収集し

土間コンクリート

た雨を低層部屋上に設置したタンクに一旦貯

雨水貯水タンク

(7階低層部屋上に設置)

上 水
制御装置

溶接金網

留し、ここから動力なしに舗装部分に給水し

(太陽光発電利用)

排水材 ドレーンフォーム
押えコンクリート

ています。これによって、夏期晴天時におい
て、表面温度は最大１5℃程度低下しました。

ソーラーパネル

断熱材

一号館広場

給水型保水性ブロック舗装断面図

穴あき通水管
(舗装下に埋設)

保水性舗装

the eﬀort for environmental symbiosis 2012

17

2012 年11月発行

