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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、豊かな経験と高度な技術力を結集して、
身近な環境問題にも最適にお応えします。

今年は人の健康に関わる二つの環境対策法が施行されました。ひとつは土壌に関し

て、もうひとつは室内空気に関してでした。この二つの間では法律上の設計監理者

の役割は大きく異なるものがありますが、お客さまあるいはそこに住まわれる方々

が私たち専門家に期待されていることの大きさには違いはなく、法律の枠組み以上

のものを感じます。

お客さまの環境共生への取り組みをサポートすることによる循環型社会形成への

貢献ばかりでなく、身近な環境問題にも最適にお応えすることが「環境・文化・未来の

グランドデザイナー」としての私たちの使命と考えています。

平成15年10月　　取締役社長　島田勝久

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（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への取り組み

人類革命

農業革命

都市革命

精神革命

human-beings revolution

類人猿が2足歩行を始めたのが450万年前、人類の直接の祖
先が誕生したのが20万年前と言われています。その後の人類
の文明史的転換は地球の気候変動（寒冷化）の影響を深く受け
ています。

  自然共生
 環境保全
景観形成

  自然共生
 環境保全
景観形成

廃棄物削減廃棄物削減

ロングライフロングライフ

省エネルギー省エネルギー

省資源省資源

   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

建設廃棄物の削減・再生利用の推進

 建物の長寿命化技術の提案
既存建物の改修

 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

再生資材の提案

NATURAL SYMBIOSIS
ENVIRONMENTAL PRESERVATION 

LANDSCAPE FORMATION  

WASTE REDUCTION

LONG LIFE

ENERGY SAVING

RESOURCE SAVING

●シックハウス問題は、我が国では1992年頃から顕在化し始めました。その主な原因
は、①住宅が気密になり、自然換気量が少なくなってきたこと、②さまざまな化学物質が
建材、家具、防虫・防蟻剤などに使用されていること、にあります。
●建築基準法ではシックハウス対策として、クロルピリホス（防蟻剤）を添加した建材の
使用禁止、ホルムアルデヒド（接着剤、防腐剤）を発する内装仕上げ建材の使用制限、機
械換気設備の設置義務等を新たに規定し、7月1日より施行しています。

●近年工場跡地の再開発が活発化してきましたが、それに伴い重金属、揮発性有機化合
物等による土壌汚染が顕在化してきました。これに対応して、昨年土壌汚染対策法が制
定され、本年2月15日より施行されています。
●この法律では、特定有害物（重金属11種、ＶＯＣ10種、農薬5種）の使用工場が操業
を停止した時、土壌調査を義務付け、結果が環境基準を超過していれば健康被害防止措
置を施すことを定めています。
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the effort for environmental symbiosis

環境革命 environmental revolution

科学革命

産業革命

情報革命

agricultural revolution

city revolution

mind revolution

scientific revolution

industrial revolution

information revolution

伊東俊太郎教授講演記録「環境革命について」を参照

              www.zeroemission.co.jp/B-LIFE/MORNING

精神革命

human-beings revolution
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用途の変更、設備の更新に対応し、永く使
い続けられる建物とするために、階高、床
荷重等の基本的性能をゆとりあるものと
しながら、魅力ある建築物を創出する。

ゆとりの確保

損傷制御設計法などによって検討した構
造を用い、大地震時における建物被害を
特定部材に集中させることにより、主要構
造部材の被害を最小限とし建物の長寿命
化を図る。

建物を構成する個々の部材・部品が建物全
体の寿命に関係することを考慮し、構造躯
体と内外装・設備部材が容易に分離でき、
他への影響を最小限にとどめて交換でき
るようにする。

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。

ビオトープ、ミティゲーション、エコロード
などの手法を用い、開発で失われる自然
を代償し、あるいは生物の生息拠点を確
保する。

屋上緑化、壁面緑化、敷地内緑化、透水性
舗装などにより、潤いのある都市環境を創
出するとともに、地盤沈下防止、都市水害
防止に寄与する。

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染や、室内空
気汚染、電波障害などを予防する。

歴史的建造物を保存・再生し、次世代に良
き建築文化を継承する。

耐久性を高める構法

部分更新容易な構法

耐震補強

自然生態共生

都市気候緩和

汚染防止

歴史的建造物の保存と再生

断熱性能の向上・日射の遮断断熱性能の向上・日射の遮断

地域冷暖房地域冷暖房

コージェネレーションコージェネレーション

自然採光・自然通風自然採光・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低減す
る。

一定地域内の建物に熱を製造するプラ
ントから冷水、温水、蒸気などの熱エネ
ルギーを配管を通して供給し、冷房、暖房、
給湯などを行う。

原動機で発電機を駆動して発電すると同
時に、原動機の排熱を利用して熱を供給
する。

自然採光・自然換気・自然通風の積極的な
利用により、建物の省エネルギー化を図る
。

ロングライフ系の技術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

三菱地所設計の環境共生技術
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クリーンエネルギークリーンエネルギー

蓄熱システム蓄熱システム

照明システムの効率化照明システムの効率化

ビル管理システムによる最適管理ビル管理システムによる最適管理

大気汚染物質の排出抑制及びエネルギー
の多様化に寄与する。

水・氷蓄熱システム、潜熱蓄熱システムを
用いることにより、空調負荷の標準化を図
る。

高効率照明器具やタスクアンビエント方式
の利用や、人感センサー、タイムスケジュ
ール管理、昼光利用窓際照明制御などの
コントロールがある。

ビル管理システムの導入により、設備機器
の維持保全と運用の最適管理を図る。

省エネルギー系の技術

各部のユニット化・標準化

エコマテリアルの採用

木材代替型枠の使用

節水

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。

再生資材、木質系資材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。

雨水や一般排水を処理した後、便所洗浄水
などの雑用水に再利用することで、水資源
の有効利用を図る。

省資源系の技術

コンクリートがら、アスファルトコンクリー
トがら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。

フロンに代わる空調用冷媒や、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。

地盤レベルの設定などにより、排出土を低
減する。

コンポスト化や、生ゴミ生活排水処理シス
テムなどの採用により、廃棄物の削減を
図る。

ノンフロン化・フロン回収

排出土の少ない計画

ゴミ処理システム

廃棄物削減系の技術

environmental symbiosis technology

廃棄物の削減・再資源化



住戸の居住性と維持更新性を高める為に「免震コアウォール工法

」を開発しました。建物の地下ピット部分に免震用の積層ゴム支承

を設置することにより、建物自体に地震エネルギーが入りにくくし

建物の構造躯体など（スケルトン）の耐久性を高めました。一方、住

戸の仕上げなど（インフィル）では、住戸内に柱が無いことに加え、

通常室内に設けている共用縦配管は共用部に全て設置し、将来の

ライフスタイルの変化や世代交代に応じた間取り変更設備更新に

応えられる計画としました。スケルトンとインフィルを明確に分離し（

Ｓ＆Ｉ方式）社会的ストックとなる住宅をめざしました。

ロングライフ

新菱冷熱工業本社ビルは、昭和45年に本館部分が竣工し、昭和

60年に増築（新館部分）された建物です。今後30年程度本社ビ

ルとして利用していくための災害時の拠点となるべく本館部分を

「耐震補強」「外装の美装化」「漏水対策」「西日対策」などを「居な

がら（工事）」で行いました。耐震補強は、鉄骨ブレースによる補強

を採用し、「耐震改修促進法」*を満足する性能を有しています。外

装美装化は、劣化が著しいタイル模様のGRC*塗装面を人の手に

より一枚一枚塗装して更新を行っています。これによりまるでタイ

ル面のような仕上がりを見せています。西日対策は、一般的な

Low-Eペアガラス*より反射率が低く、光の透過率が低い熱線吸

収ガラスを使ったペア（一部合わせペア）を採用し、「周辺住宅へ

の反射光の低減」と「室内のまぶしさの低減」「セキュリティーの確

保」を実現しています。

スケルトン・インフィル*
M.M.タワーズ

リニューアル
新菱冷熱工業本社ビル
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主な改修項目

１） 鉄骨ブレースの補強による耐震性の向上

２） 外壁GRCパネルの3色塗わけ（フッ素）塗装による美装化

３） エネルギー負荷平準化のための氷蓄熱実装工事

４） 西日対策のための西側サッシュ更新工事

５） ロングライフを意図した１階トイレ改修工事

６） 屋上防水更新・漏水対策工事ほか

所在地：横浜市西区
規模：地下1階、地上30階、塔屋1階、延床面積：116,222m2

所在地：東京都新宿区
規模：地下1階、地上8階、塔屋2階、延床面積：6,809m2

躯体（スケルトン）と内装（インフィル）の明確な分離

共用部排水堅管

住戸 住戸住戸 住戸

住戸 住戸住戸 住戸

住戸 住戸
EV

EV
EV

E
V

ホ
ー
ル

廊下

廊下

インフィル
Infill

スケルトン
Skeleton



long life

北海道厚生年金会館＜ウェルシテイ札幌＞は、1971年に道民の

文化・福祉の向上に貢献することを目的に国の施設として建設さ

れました。

北一条文化ゾーンに立地し、周辺のアカシヤ並木と美しく調和した

緑の環境の中で客席2300の大ホールと120室のホテル併設建

物としては東京以北最大です。

また、1000人収容の宴会場・結婚式場をもち、国際的コンベンシ

ョンやコンサートに活用されています。

1973年の厨房増設を始めとして2003年春までに延べ60項目

余りのリニューアルを行っています。経年劣化としての外壁・防水

改修、空調・昇降機・照明設備の更新や社会的劣化としての大ホー

ル・ロビー・客室改修。更に時代ニーズに合わせた車椅子席新設・文

化教室改修等を行い、北海道の文化・芸術活動に貢献しています。

国の施設としての単年度毎、かつ限られた予算という制約のなか

で、施設管理者に協力して適切な維持保全が行われた事により、

築32年を経た現在も竣工時の佇まいを今に引き継ぐ道都の代表

的建物として、その存在感と役割を果たしています。

新東京ビルは、丸の内仲通りの軸に対しほぼ中央に位置するラン

ドマーク的な建物で昭和38年に竣工しています。これまで、魅力

ある丸の内地区再構築の一環として、丸の内仲通り沿いのビルの

1・2階の整備を進め、店舗を誘致し街並み形成を行なってきまし

た。今回はさらに地下部分まで範囲を広げ、「いかに店舗エリア

として活性化し、人の往来を誘発するか」をテーマにプランニング

を行なっています。

新東京ビルの平面形の特徴としてあげられるのは、地下１階と1階

の「十字アーケード」です。これは旧丸ビルのそれを踏襲したもの

といえます。旧丸ビルは地下1階・1・2階に店舗が入り、十字のアー

ケードを通じて来訪者が自由に往来していました。本計画でも旧

丸ビルの考え方を踏まえ、「より自由な往来」を目指しました。それ

が、赤いパネルに代表される「誘導性の高いサイン計画」と「特徴

づけられた十字通路によるわかりやすさの向上」です。

このように時代のニーズに合わせてテナントが入りやすいよう用

途を変更し、インフラを整備すること、それはテナントビルとして

の全体的な資産価値を維持させ、建物のロングライフ化を図るこ

とに寄与します。また、過去の考え方を継承・発展させていくことも

、今後のリニューアルの重要な考え方であると思われます。

リニューアル
北海道厚生年金会館

店舗化
新東京ビル

主な改修テーマ

1) 1階からの集客性向上のためのサイン・ゲート設置

   （やり直し工事を減らすためサインルールブックに沿った計画）

2) 床材に天然素材を使った天然ツキ板ビニールタイルの使用

3) スプリンクラー設置・ガス管更新・照明更新等設備更新

4) 大店立地法手続による周辺への環境配慮

5) 1階事務所から店舗への用途変更

所在地：札幌市中央区
規模：地下1階、地上8階、塔屋2階、延床面積：32,762m2
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所在地：東京都千代田区
規模：地下4階、地上9階、塔屋2階、延床面積：106,004m2



三菱地所（株）と野村不動産（株）との共同事業として神奈川県川

崎市に建設した「新百合ヶ丘パークハウス　ヒルズテラス」では、「

都心では享受できない緑に囲まれた生活」を提案し、実現していま

す。駐車場を地下に設け、既存の斜面地を極力残し、地上の空地を

出来る限り確保して緑化・庭園化しています。また、4棟からなる建

物の屋上は各棟共に屋上庭園としてデザインし、緑化を行い、住

民に開放しています。この結果、全体として敷地面積の45％以上

の緑化率を実現しています。屋上緑化はここに暮らす住民のプラ

イベート庭園として生活に潤いを与えるばかりでなく、ヒートアイ

ランドの防止や断熱効果による省エネルギー等に寄与しています

。屋上緑化は年々技術革新されており、新百合ヶ丘パークハウスで

は、各棟毎にテーマを設けて、屋上の土厚を極力少なくしながらも

、地被類ばかりではなく、低木を中心に中木も配置し、それぞれに

違った四季を感じられる豊かな庭園を目指してデザイン・植栽計画

が行われています。

自然共生・環境保全・景観形成

大正9年に竣工した日本工業倶楽部会館（登録有形文化財）は、東

京駅前広場の景観形成の一翼を担ってきましたが、近年建物の老

朽化は著しく、また耐震性にも疑問が持たれていました。平成10

年、日本工業倶楽部は会館の建替えを決意しましたが、保存要望

の声を受けて会館の歴史的価値の所在と歴史継承の方法につい

て検討を行い、以下の様な保存再生を行いました。

外観に関しては歴史的な街並み保存の観点から西側1/3のブ

ロックの保存と、通りに面する大部分の再現を行っています。基壇

部は既存稲田石をそのまま利用しています。構造的には保存躯体

と新規躯体を一体化して免震装置に乗せることで、現代の耐震基

準を満たすものとしています。

内観に関しては優れた意匠性、空間性をもつ保存部の仕上材はそ

のまま使用していますが、再現部は仕上材を一度取り外し、新規躯

体に再取り付けを行っています。

これらのような技術を用いることにより、工業倶楽部会館は単なる

保存ではなく長く使える機能を備えた建物として再生され、東京駅前

のランドマークとして生き続けることが可能となりました。

緑化
新百合ヶ丘パークハウス

保存と再生
日本工業倶楽部会館
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所在地：神奈川県川崎市麻生区
規模：地下1階　地上7階、延床面積：15,079m2

日本工業倶楽部創建時

所在地：東京都千代田区、規模：地下4階、地上6階、延床面積：14,384m2（会館部分）

大会堂（再生後）

同 再生後



21世紀のものづくり場として、「環境との共生」「気持ちよく働け

る空間」「作り手と受け手の共感」を提案しています。廻りを取り囲

む自然を工場内に「光」「風」「緑」をいった形でとりこみ、快適な空

間づくりを行うと共に、そのような自然を感じられる空間を「作り

手と受け手の交流空間」として活用しています。また、工場周辺を

積極的に緑化しビオトープネットワークを整備し、本来、自然の恵

みとして出来上がる「ビール」という製品のすばらしさを、来訪者

に実感として感じてもらえる施設としています。

工場の外周法面は昆虫や野鳥が訪れる「回廊」として機能するよう

に、8haにわたって近隣の植生を取り込んだ樹木や実のなる木を

植えています。工場の中庭から外周法面にかけては、工場の排水

を利用したビオトープ池や滝を設け、小動物の生息・繁殖する「拠

点」としています。

ビオトープ池には多様な生物種の、それぞれのライフサイクルス

テージに対応した生育環境として、水際林だけでなく抽水植物の

エリア等いろいろな環境を用意しています。

壁面緑化による都市の新しい緑のあり方の提案に取り組んでいま

す。ブロック状のピートモスを植栽の基盤として利用したこの壁面

緑化は、300mm×300mmのステンレスケースユニットの集合体と

して壁面を構成しています。ユニットごとに取り外しができるので、

植栽の交換や装飾要素のはめ込みなど、将来においてフレキシブ

ルな利用が可能です。緑化においては、葉の色やテクスチャーな

どの要素も充分考慮した上で、事前生育実験ののち樹種選定を行

いました。街路景観要素としてデザインやスケール感も考慮して、

石柱により適度に分節させるなどの工夫も行い、高さ3m、長さ約

80mにわたるこの壁面緑化は、建築物に囲まれた業務地区の街

路に新しい景観を創りだしました。

また、タワー棟のアイデンティティとして建物高層部壁面緑化を設

けることにより、超高層レベルで眺められる新しい緑の提案も行っ

ています。この緑は地上街路部の壁面緑化が何らかの理由により

枯損した場合のバッファーとしての役割も担っています。

キリンビール神戸工場

三菱信託銀行本店ビル
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natural symbiosis, environmental preservation, landscape formation

ビオトープ

壁面緑化

屋上の緑化壁面

所在地：神戸市北区、規模：地上4階、延床面積：73,513m2

ビオトープ池面積：約800m2

所在地：東京都千代田区
規模：地下4階、地上30階、塔屋1階
延床面積：95,203m2（本店部分）

永楽小径

工場

池

滝

雑木林

笹谷池原久池

高坂池

アカマツ林

拠点 回廊

核

拠点
拠点

拠点

回廊

ビオトープ

ビオトープネットワーク



省エネルギー

デザインテーマは、「歴史との対話、環境との対話」でした。高層部

の外装は、保存再生された歴史的建築物の背景として透明感のあ

るシンプルなガラスカーテンウォールとしました。事務室は大部屋

使用を前提とした奥行きの深い空間（20M）のため、できるだけ

眺望と採光を享受できるよう足下近くから天井面までの窓として

います。一方、ガラスにはLow-Eペアガラス*を採用し、外に庇（横）

やリブ（縦）を取り付けることによって日射を防いでいます（左写真

）。窓ガラスとブラインドとの間に発生した熱い空気は、上部ブライ

ンドボックスにて排気する「エアバリア方式」*のペリメーター空調

を行い、室内への熱の侵入を抑えています。タワー低層部では、ガ

ラスカーテンウォールの外にテラコッタルーバーシステム*（右写

真）を施し、タイル貼りの歴史的建築物との調和を図っています。

テラコッタルーバーシステムは、眺望を確保しながら日射の侵入

を防ぐとともに、周辺ビルからの視線を遮る効果があります。このよう

な外装システムを採用することで、PAL*値（年間熱負荷係数）低

減の効果が得られています。

自然通風・共用部のモール化
佐野プレミアム・アウトレット

庇・窓
三菱信託銀行本店ビル
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チェルシージャパン社の展開する「プレミアム・アウトレットR」は環境に

配慮した大きな特徴を持っています。それは「都会の喧噪を離れ、

広大な自然の中で思う存分楽しめる、そんなショッピング体験がで

きる場」という施設コンセプトに示されていますが、テナントのショ

ップ、一部の共用部（トイレ等）を除いてほとんどを屋外空間で構

成し、施設をあたかも街並みのように扱っています。

従って共用部のほとんどが自然通風となり、空調負荷はかかりま

せん。

しかしこれはお客様に「暑い」「寒い」等の不快感を与えることにつ

ながり、通常の商業施設においてはあまり見られないことですが、

「プレミアム・アウトレットR」では、オープンモールにこだわる独自

のスタイルを推し進めることにより、プレミアム・アウトレットブラン

ドの確立と地球環境にやさしい施設を両立させています。

本来の人間の営みである「雨が降れば傘をさし、暑ければ木陰で

休み、風や光を肌で感じる」といった日常が日常でなくなった現代

だからこそ、このコンセプトは貴重なのだと思っています。

所在地：栃木県佐野市
規模：地上1階、延床面積：19,304m2

高層部事務室窓
庇とリブによる遮光効果

テラコッタルーバーシステム

三毳（みかも）山を背景にした西側全景

テーマ広場のひとつ、ボストンアベニュー オープンモールのあるメインストリート

高層部外装 庇（横）とリブ（縦）



energy saving

当建物では、建物運用時の省エネルギー達成を目指してビル管理

・自動制御設備（ＢＥＭＳ）にオープン化システムを導入しました。

オープン化システムとは、通信方式の標準化・共通化技術を用いて

構築されたシステムで、従来のシングルベンダークローズドシステ

ムでは制約の多かった異なるメーカー機器同士の直接的な相互

接続が可能となり、最適システムを構築することができました。さ

らに、ＦＡ分野での汎用技術であるシーケンサーネットワーク方式*

をビル分野で初めて大規模に採用したことで、従来メーカーが公

開しなかった制御パラメータなどを詳細にモニタリングできるよう

になり、最適な制御プログラム開発や調整が可能となりました。こ

の結果、省エネルギー設備が設計意図通りの性能を発揮している

ことの確認を高いレベルで行うことができました。

BEMS
ADK松竹スクエア
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所在地：東京都中央区
規模：地下2階、地上23階、塔屋1階、延床面積：54,369m2

BAC net

親シーケンサー
シーケンサー

シーケンサー
シーケンサー
シーケンサー

G/W

受変電設備
防災受信機
分電盤
CGS設備

エネルギー監視システム

中央監視システム

親シーケンサー
G/W

シーケンサー 動力盤
FCU/VAV
AHU
熱源DDCシーケンサー

シーケンサー
シーケンサー

遠隔
監視

本建物の基準階では、全面的に床吹出空調としています。この方

式では、室内気流はＯＡ機器等発熱体が生じさせる自然対流と同

調して天井に向かう性状となり、熱負荷や汚染物資を効率よく排

出することが可能です。さらに空調機械室を基準階の四隅に配置

し空気搬送距離を短縮する等の工夫により、空調機搬送動力を一

般方式と比較し、50％以下に削減しました。

また、ペリメータ部分はエアバリア方式*を採用していますが、ガラ

ス面からの放射熱が特に強い場合には切替ダンパにより床下の冷

気を活用し、窓際温熱環境を良好に保つシステムとしています。

床吹出空調
三菱重工品川ビル

高性能熱線
反射ガラス

エアーバリア
ファン

ヒートパネル

切替
ダンパー

床下吹出口

全熱交換機

空調機

外気冷房OA・EAファン

一部排気

EVEV

EVEV

空調機械室

所在地：東京都港区
規模：地下3階、地上29階、塔屋1階、延床面積：68,716m2

空調システム概念図基準階平面と空調ゾーニング

当センターでは、オフィス・ホテル・デパート・駅施設等の多様な需要家

に熱供給を行っています。コージェネレーションシステム*・吸収式冷

凍機・ブラインターボ冷凍機・氷蓄熱槽・排熱回収ヒートポンプ等多種

類の熱源を最適に計画したシステムで高度な運転管理により、さらに

その機能を高めることができます。

そこで運転支援システムとして新たに開発した負荷予測手法を取り

入れた運転ガイダンス機能、ＬＴＤによる予防保全支援機能等を導入

しました。さらにこれらを利用して継続的なコミッショニング*を実施

し、機器の性能確認及び問題点の改善を続け、各機器の運転最適化

による省エネルギー、省コストを図っています。

「名古屋熱供給（株）の運転支援システムとコミッショニング技術」で

は第17回空気調和・衛生工学会技術振興賞を受賞しました。

コミッショニング
名古屋熱供給エネルギーセンター

評価
不良

評価良

運転データ
の整理

運転実績の
把握

運転実績
の評価・
性能検証

改善項目の
検討

改善項目の
実施

改善結果の
評価

引き続き監視

所在地：名古屋市中村区
設備容量：冷却能力／176MJ／h、加熱能力／146MJ／h

ネットワーク図



今日、交通に係わる二酸化炭素の排出抑制、化石燃料の使用削減

は地球環境保全のための重要な課題で、自動車の性能向上と共に

交通をより円滑にする方策が求められています。

特に中心市街では、路上駐車、駐車場待ちの路上停車や駐車場探

しのための迷走交通などが渋滞の一因となっており、品川駅東口（

港南口）周辺の大規模な都市再開発に際し、将来の駐車要望に対

応した新しい交通システムとして周辺幹線道路と再開発地区の複

数のビル内駐車場や公共駐車場を地下で相互にアクセスさせる

専用車路が計画されました。

品川パーキングアクセスは総延長約1,500mにおよび、地下公共

駐車場、品川インターシティ、品川グランドコスモス、品川アレアな

どの公共駐車、民間ビル内駐車場の約2,700台の駐車スペース

と外周幹線道路とを最短経路で相互に直結することで、また地区

内の駐車場利用率を高め、駅前交通広場を起点とした周辺道路交

通の円滑化を促進し、二酸化炭素の排出抑制、化石燃料の使用削減

に寄与するものです。

また、地下の車路は車路内に排出された窒素酸化物を機械換気施

設にて効率的に除去し､交通騒音を緩和するなど、地域環境の保

全にも貢献しています。

省エネルギー

三菱商事と三菱自動車の本社ビルとして省エネルギー・LCC低減

を快適性・健康性・フレキシビリティー・高度な安全性等の機能向上

と両立させることをコンセプトとしています。各室に窓面を充分も

つ平面計画にもかかわらずエアーフローウィンドウを全面採用し

事務所ビル基準値に対しの空調負荷を36.4%減少させながら（

年間熱負荷係数（PAL*値）190.7MJ／m2･年）窓際の温熱環境

を向上させています。また、太陽位置や晴天曇天等に合わせブラ

インドを最適角度に自動制御するシステムとし直射以外の自然光

を最大限取り入れ、照明電力を約35％削減する調光制御をおこ

なうと同時にオフィスの眺望性を高めています。

また在来空調VAV方式の冷房要求による送風量制御が外気導入

量の過不足、不要送風動力、不安定な温度制御等を生んでいた問

題を、外気と循環気を別々に制御させるSMART-VAV空調機（高

機能空調機）を開発して解決し、送風動力削減（最大約35％）し加

湿冷却外気冷房による省エネを図りながら健康性、温度制御性を

図っています。

新しい交通システム
品川パーキングアクセス

エアーフローウィンドウ、SMART-VAV空調システム
品川三菱ビル
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energy saving

従来VAVでは冷房要求で風量が決定されるため室内人員と外気風量が対応で

きていない。

SMART-VAV空調システム

循環空気

7070

外気

3030

VAV 3030
排気

3030
外気

従来VAV方式

VAV

3030
排気

3030
外気

100100

2828 12

4040

2020 8

2828

2222 10

3232

3636 4

4040

1818 10

2828

1616 16

3232

風量

循環空気

外気風量

品川インターシティ

品川グランドコモンズ

JR品川駅

新幹線品川駅

DHC

東京中央卸売市場

所在地　東京都港区（品川駅東口）
車路総延長　1,534ｍ、総面積　13,300m2（機械室含む）
車路標準幅員　5.0ｍ（全線一方通行、一車線）

地下公共駐車場

品川アレア

パーキングアクセス 南側入口



resource saving

倉庫の建替計画にあたり、既存倉庫のコンクリート約45,000ト

ンを全て再利用しました。単に再生砕石として再利用するばかりで

なく、「コンクリート資源循環システム」を導入しました。解体した大

量のコンクリート塊から砂利・砂を分別回収し、新築倉庫のコンクリー

ト用骨材として再利用するという画期的なシステムです。砂利・砂

を分別回収するコンクリート再生用プラントとベルトコンベアで結

ばれた生コンプラントを工事現場内に併設し、そこでつくられたコ

ンクリートを新築倉庫の構造体に循環再利用するものです。この

システムの採用により解体コンクリートから生み出された砂利や

砂の骨材量は約16,000tに上りました。天然資源の使用量が低

減され自然保護に役立ったほか、解体コンクリートの搬出、新築用

の生コンクリートの搬入に必要な運搬車両が削減されたことによ

り、廃棄物及びCO2排出量の削減が同時に実現されました。なお

、製造された再生骨材（砂利・砂）および生コンクリートの品質はＪＩ

Ｓ規格を満たしています。

再生骨材
東京団地倉庫平和島倉庫A-1棟
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省資源

所在地：東京都大田区、規模：地上6階、延床面積：62,132m2

品川三菱ビルでは、高層ビルごみ分別搬送リサイクルシステムを

採用することにより、従来はエレベーターによる人海戦術に頼って

きたごみ収集・搬送・分別にかかる時間を画期的に短縮し、省エネ

化・省力化を実現しました。分別の手法は、廊下の一角に「コピー紙

」「ミックスペーパー」「新聞」「雑誌・パンフ」「ビン・缶・プラスチック

」の5種類のリサイクルボックスを設置し、社員自らがこのボックス

にリサイクル可能な不要品を投入します。各分別ごみ袋は、係員に

よりごみ投入室で投入され、縦シャフト内を地下2階まで高速で垂

直降下し、コンベアでごみ処理室ヘ運ばれ、数分後に自動的に分

別貯留されるため、トータルの作業効率が非常に優れています。

一方で、ユーザーの意識改革も廃棄物削減のための重要な要素

となります。入居する三菱商事では、徹底した紙使用の削減・情報

化推進によるオフィスのペーパーレス化に取り組んだ結果、

2000年度は前年度比で11％削減を達成しています。また一般

廃棄物のリサイクル率も廃棄物全体の68％となっています。

ゴミ搬送
品川三菱ビル

waste reduction廃棄物削減

ゴミ搬送機

5種類のリサイクルボックス

コンクリート再生プラント

所在地：東京都港区
規模：地下3階、地上32階、塔屋1階
延床面積：158,242m2
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S-ustainability

studio

studio

■ Harmony
・銀座から品川に向かう街区形状の流れや、インフラの流れをとり入れ、周辺環境に沿った建物
配置としています。

・鉄道発祥の地、新橋鉄道遺構からの列車の流れに沿った配置計画とし、歴史の継承に配慮し
ています。

■ Twin core
・南北両サイドコアとすることで、約70mx30mのフレキシブルスペースを確保しています。
・超高層ビルにはまれな9,600スパンとすることで、開放的で明るい執務空間としています。

●S-pace

●S-tructure
■ Mega-structure
・特に変化の激しいスタジオなどのコ
ンテンツ制作工場部分は、建物四
隅のメガトラス（バットレス）をメイ
ンとするメガ・ストラクチャーとし、
約70mx30mで高さ20mの大
空間を確保しています。

・この空間内においては、自由に床を
設ける（外す）ことが可能であり、
機能のドラステイックな変更にも
対応可能です。

■コンテクストの取り込み
敷地の持つ文脈を取り込んだ計画としています。

■フレキシビリティの確保
デジタル化・多チャンネル化など、時代の変化に柔軟に追
従できるフレキシビリティを確保しています。

区画・道路高速道路の流れ

列車の流れ

鉄道遺構

街区形状・道路の流れ

70
m

x3
0m

h=
20

m
70

m
x3

0m
h=

20
m

日本テレビタワーのメインコンセプト
は「超機能的」であり、3つのSが超機
能を支えています。

S-ustainability

S-afetyS-ympathy

超機能を支える3つのS

office

studio

south
core

north
core

70mx30m
flexible space

double
skin

double
skin

double
skin

air-flow system

●S-pace

●S-tructure

●S-kin

●S-ystem



■ロングライフ・ビル
永く使い続けることができるように、長寿命材料の選択な
ど、様々な工夫をしています。

■省エネルギー・環境調和型ビル
21世紀のマスメディア本社ビルに相応しく、省エネル
ギー・環境調和型ビルとしています。

DATA
建築名称：日本テレビタワー
　　　　　NIPPON TELEVISION TOWER
　所在地：東京都港区東新橋1-6-1
　　　　　1-6-1, HIGASHISHINBASHI, MINATO, TOKYO, 
              JAPAN
敷地面積：     9,647.81m2

建築面積：     7,289.26m2

延床面積：130,725.51m2

　　階数：地上32階、地下4階、塔屋2階
最高高さ：192.80m
　　構造：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

■ Modulate
・ワイド型テレビの画面を連想させる16：9を基本モジュールとしています。
・内外装を通じ、モジュール化を徹底し、無駄の少ないシステマティックな設計としています。

●S-kin

ダブルスキン熱環境実験 ダブルスキン エアフロー

■ Material
・求められる性能に合わせ、「適材適所」で材料を選択し
ています。

・外装は経年変化の少ないガラスを多用し、清掃のみの
メンテナンスとしています。

・鉄部錆止めは100年以上の効果を持つアルミ亜鉛擬
合金溶射としています。

・内装においても、プラン変更の少ないコアなど、長期
耐久性が必要な部分は金属材料としています。

・脱塩ビ材など、環境にやさしい内装材を採用していま
す。

■ Facade design
・テレビ電波の反射障害を極力減らすために、ほとんどのガラスを電波反射率の最も低いフロ
ートガラスとしています。

・床～天井までの大開口と省エネルギー性の両立のため、南面では自然換気も可能なダブル
スキンを採用しています。

・南西面の事務室部分はエアフローウィンドウとしています。
・ダブルスキン、エアフローともに、空調負荷を通常より70％削減しています。
（PAL208MJ/m2年）

●S-ystem
■ Saving energy
・一次エネルギーを25％削減し、CO2削減量は年間約
5,000トンの予想です。

・自然採光と照度センサーを利用した24時間自動調光
制御を行っています。

・昼光利用時には窓付近を減光したり、人感センサーを
利用して居住者不在エリアを減光するなど、照明エ
ネルギーを削減しています。

・太陽追尾装置を用いたブラインドの自動制御システ
ムを開発しています。

・シースルーエレベータシャフトは自然換気としていま
す。

・外気を利用した空調を行っています。
・太陽光発電装置や発電用の風車も設けています。
・スタジオ系空調機にノイズ対策を施したインバータ盤
を開発し、搬送動力を削減しています。

■ Green
・屋上緑化や空地の緑化を積極的に行い、ヒートアイラ
ンド現象の抑制に寄与しています。

■ Back-up
・電力などのインフラを二重化し、災害時にも防災拠点
として貢献できる建物としています。

enviromental symbiosis for Nippon Television Tower
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1. ルクセンブルグハウス
テーマ：省エネ
技　術：照明制御のコンピュータ化

2. パークレオ大濠
テーマ：環境保全
技　術：緑化

3. ＯＡＰタワー
テーマ：省エネ
技　術：河川熱利用

4. ユニセフハウス
テーマ：省エネ
技　術：自然採光

5. 水戸赤十字病院
テーマ：省エネ／室内環境
技　術：自然採光
            ／光溢れるホスピタルアーケード

6. ガーデンセシア
テーマ：環境保全
技　術：緑化

7. 新幸橋ビル
テーマ：環境保全
技　術：公開空地

1. ルクセンブルグハウス
テーマ：省エネ
技　術：照明制御のコンピュータ化

2. パークレオ大濠
テーマ：環境保全
技　術：緑化

3. ＯＡＰタワー
テーマ：省エネ
技　術：河川熱利用

4. ユニセフハウス
テーマ：省エネ
技　術：自然採光

5. 水戸赤十字病院
テーマ：省エネ／室内環境
技　術：自然採光
            ／光溢れるホスピタルアーケード

6. ガーデンセシア
テーマ：環境保全
技　術：緑化

7. 新幸橋ビル
テーマ：環境保全
技　術：公開空地

三菱地所設計の環境共生実績
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■ 用 語 解 説
■ スケルトン・インフィル（P6）
構造体や設備、内装など、建物はその部位により寿命が異なりますが、その違いを考慮
し将来の模様替え、設備更新等のし易さに配慮した設計手法を言います。

■ 耐震改修促進法（P6）
既存建築物を、より地震に強い建築物にするための改修を積極的に促進することを目
的とする法律で、阪神・淡路大震災を契機として平成7年12月25日施行されました。

■ ＧＲＣ（P6）
ガラス繊維を混入したコンクリートで、主として外装用軽量コンクリートパネルに使用し
ます。

■ Low-Eペアガラス（P6,P10）
Low-EはLow Emissivity（低放射）の略です。通常のフロートガラスに金属膜をコーティン
グし放射率を小さくすることにより断熱性を向上させています。さらに、複層ガラスとして利
用することにより、断熱性・遮熱性を高めています。なお、室内からの眺望はフロートガラスと
ほとんど変わりありません。

■ エアバリア方式（P10,P11）
窓から進入してくる夏期の熱気、冬期の冷気を局所排気する省エネ型方式です。一般方
式では熱気には冷風を、冷気には温風を窓側のファンコイルより吹き出しています。

■ テラコッタルーバーシステム（P10）
焼きものを外装ブラインドとして利用した方式です。
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■ PAL（P10,P12）
省エネルギー法に定められたエネルギー使用に関する指標のひとつで、建物の外壁・窓・
屋根など外皮の熱的性能を簡略に評価する指標です。

■ シーケンサーネットワーク方式（P11）
ＦＡ業界で普及してきたシーケンサ間をつなぐネットワーク方式で、TCP/IPのようにデータ
をパケット送信してキャッチボールするやり方ではなく、サイクリックデータ方式によるリアル
タイム通信方式により、データの衝突や再送・送信待ちがなく、信頼性が高い方式です。

■ コージェネレーションシステム（P11）
重油、ガス等を燃料として発電し電力を得るとともに、廃熱を冷凍機の熱源として冷房
に利用するほか、暖房・給湯等に利用する省エネ型システムです。

■ コミッショニング（P11）
設備の運転実績をもとにして、設計時に想定された性能を持っているか検証し、能力不
足、不具合がある場合は問題点を調査し、設計時の想定どおりの能力を得るように改善
を行うことです。

■ ＶＡＶ方式（P12）
一般的には単一ダクトにより送風温度一定として送風し、吹出しユニットまたはゾーン毎
に変風量（ＶＡＶ）ユニットを設置し、空調負荷の変動に伴って送風量を変化させる方式
です。

8. 清泉女子大学１号館
テーマ：ロングライフ
技　術：耐震補強

9. 三菱電機ビルテクノサービス
    総合生産技術センター
テーマ：省エネ
技　術：庇と窓

10. 東洋学園本郷キャンパス５号館
テーマ：環境保全
技　術：屋上緑化

11. 岐阜東京海上ビルディング
テーマ：ロングライフ／省エネ
技　術：外装タイル／複層ガラス

12. 信金中央金庫ビル
テーマ：省エネ
技　術：庇、欄間による中間期自然換気

13. スウェーデンハウス
テーマ：自然共生
技　術：緑化

14. 丸の内仲通り
テーマ：景観形成
技　術：街路景観
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