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カーボンマイナス、カーボンオフセットなど炭素（カーボン）という語を含んだキー

ワードが新しく生まれていますが、なかでも低炭素社会は概念がひろく、最小限の

CO2排出で実現する「持続可能な社会」を意味しています。最小限とは現状より

60%減とも80%減ともいわれる少ない排出量のことのようですが、研究者たちは

価値観の変革や科学技術の進歩により実現可能といっています。

さて、直近の価値観の変革としては来年4月よりの改正省エネ法の施行が挙げられ

ると思います。これによりCO2排出量の伸びの大きいオフィス・商業部門でのエネ

ルギー使用状況の届出が現行の1割程度から5割程度に拡大すると見込まれてい

ます。これは事業所単位の届出が企業単位に代わるためですが、省エネにつながる

ものと期待されており低炭素社会実現のためには必要な仕組みかと思われます。

このような変化に対応するために、私たちは「環境・文化・未来のグランドデザイナー」

としての一層の研鑽を積み、最新かつ信頼性の高い環境貢献技術をご提案すること

により、お客さまのご期待に応え続けてまいります。

2008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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�e effort  for  environmenta l  symbios i s .

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。

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。

既存施設との調和に配慮した一体的な
計画・デザインによって都市の良き景観・
建築文化を形成する。

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

都市気候緩和

周辺環境に配慮した配置計画

屋上緑化

公開空地

地域冷暖房

自然採光・自然通風

太陽光発電

外皮性能（ダブルスキン）

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。

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。

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共に、大気汚染物質
の抑制につなげる。

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。

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

ビル管理システム

照明システムの効率化

空調システムの効率化（搬送エネルギー）

庇・ルーバー

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。

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・高効率照明器具等
により電気設備関連の省エネを図る。

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。

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。

省エネルギー系の技術

木材代替型枠

部分更新容易な工法

再生資材の活用

節水

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。

トイレや間仕切り等の、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、建設副産物の抑制とリサイク
ルを図る。

再生骨材・廃ガラス等を利用したタイル等
の再生資材がある。

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

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。

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。

切り土、盛り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土の少ない計
画を実現する。

生ゴミのコンポスト化やゴミ分別のシス
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。

廃棄物の削減・再資源化

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

ノンフロン化・フロン回収

05the effort for environmental symbiosis 2008



所在地：大阪市北区梅田
規模：地上34階、地下3階、塔屋1階
延床面積：84,756.28㎡

フローラルパターンとグリーンウォール（国道2号線側） コンパクトダブルスキン（高層階）

給排気口熱分布シュミレーション

排気

自然換気

外気導入

ブリーゼタワーの環境共生
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構想段階から環境への配慮を強く意識して計画されたブリーゼ

タワーは、単にエネルギー消費を抑制するだけではなく、環境と

ともにそこに集う人々にもやさしい“ジェントルビルディング”という

理念をもとに計画されました。

環境立国ドイツにおいて人間の視座から建築・都市・地球環境を

考える建築家インゲンフォーヘンとのコラボレーションにより、環境

共生とデザインの両立から一歩進み、人の視点で考えた新しい建

築の提案を行っています。

ブリーゼタワーのデザインコンセプトの中に“フリースタンディング”

という考え方があります。複雑な敷地形状に影響されずに機能性・

環境の観点から合理的な形を追求する考え方です。執務空間の

冷房負荷は日射による熱負荷が多くを占めますが、一年を通して

日射負荷の大きい東西側にコアを配置することで年間の日射負荷

を低減しました。東西面に比べピーク時でも約60%程度の日射量

ですむ南北面から採光を図ることで比較的容易に室内環境をコン

トロールできるエネルギー効率の良い配置計画としました。

フリースタンディングによって建物周囲に生まれた様々なパブリック

スペースは地域の人々に積極的に開放されています。ペーブメントに

はタイルを象眼して作られたフローラルパターンを施し、周囲の高い

建物から見下ろしたときにも華やかで親しみのある印象を与え、

隣地境界に沿って設けられた高さ10mにも及ぶグリーンウォールや

屋上庭園などとともに訪れた人々に潤いを与えます。建物内部には

南北方向に“メディアコート”と呼ばれる吹き抜け空間が続き、外部

と内部の中間領域として様 な々イベントに使われるとともに、光と風

の通り抜け空間でもあり、商業空間をより華やかに演出します。

コンパクトダブルスキン

高層階の外装は１フロア毎のユニットカーテンウォールの中で給気

と排気が完結したコンパクトダブルスキンを採用しています。ダブル

スキンとは外装のサッシュを二重化し、その間に日射を遮蔽する

ブラインドを配置します。本来の窓ガラス面（Low-Eペアガラスを

採用したインナーサッシュ）よりも外側にブラインドを配置する

ことで、発生する熱が執務空間に影響を及ぼす前に上昇気流によ

り、外部に排出されされるシステムをいいます。ブラインドが室内

側にある通常の窓に比べ、日射熱負荷は50%程度に縮減されま

す。自然光をできる限り取り入れ、季節と時間の流れを感じられ

る快適な執務空間を、動力を用いず実現する方法として考案され

ました。

太陽光の日射量によるブラインド制御

ダブルスキン内に設置した電動ブラインドは、全館を通じて屋上

の光センサーとコンピューターによる制御を行っています。外部の

日射量の変化に応じて効率よくブラインドの角度を自動制御し日射

熱負荷を低減しています。ワーカーの手間を煩わせることなく快適

な執務環境を合理的に実現しています。

ゾーニングに盛り込まれた環境配慮

風を感じられる超高層オフィスビル
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定風量自然換気

外装のサッシュを二重化することで直接の雨水の吹き込みを抑制し、さらに

サッシュ内に風量調整弁を設けた換気扉を設けることで、ブリーゼ（そよ風）タ

ワーという名前の由来であり、国内でもあまり例を見ない“超高層ビルにける自

然換気”を実現しました。調整弁は外部風速が上昇した場合でも室内に流入す

る風量を一定に制御し、執務環境を快適に保ちます。

換気扉は働く人々が直接開け閉めする実感を得られるように、あえて扉型のデ

ザインにしています。開閉の基準は、自然換気が有効な時間をwebを通じてリ

アルタイムに表示し、利用者が自ら省エネに取り組める仕組みとしました。

外壁のPC版にはディンプルと呼ばれる凹型の模様を施しています。主要な

材料であるコンクリートに石や金属といった二次的な装飾を施すのでは

なく、コンクリートの壁面自体をデザインし、低汚染型の塗装を施すという方

法で省資源、端材などの廃棄物削減を図りました。

環境を配慮した技術とユニークで深みのあるデザインを両立したうえで、

上質な景観の形成に寄与しています。

制震部材（オイルダンパー）をバランスよく配置し地震エネルギーを吸収する

ことで、地震時の建物の損傷を軽減し事業継続性を高めた、高い耐震性を

実現しています。制震部材は柱梁等の主要構造体への負担を軽減する効果

もあり、必要鋼材量を減らすことで省資源化にも寄与しています。

使用鋼材として電炉鋼などのリサイクル材料を適所に採用し、既存杭の位

置を極力避けた位置で計画建物の柱を配置することで解体撤去する既存

躯体の少量化なども図られています。

ダブルスキン、自然換気の他にも加湿冷却を伴う外気冷房システムや太陽光

発電により自然エネルギーを利用しています。

電力の平準化に寄与する氷蓄熱システムをさらに活用することで熱源の

高効率運転を行い、VWV（変水量システム）やVAV（可変風量システム）に

より搬送動力の低減を図っています。

２～８階の低層階（商業施設、劇場、貸会議室）は低層全体を覆う一体型の

ダブルスキンを採用しました。本来のサッシュの外側に乳白色のガラス

ユニットを下見板状に設置し、各ガラスユニットの隙間から外気を導入、ま

とめて低層階の屋上から排熱しています。今回の乳白色ガラスは通常のガ

ラスに比べ日射負荷を約40%程度に、室内にブラインドのある状態と比べ

ても約70%程度に低減しています。大壁面に覆われ外部との関係が希薄に

なりがちな商業施設の外壁において、自然光を十分に取り入れ、柔らかな外

の気配を感じながらも日射熱負荷を軽減し、良好な居住環境を実現した半

透明な外壁です。

ブリーゼタワーは全館を通してできる限り自然光を取り入れる工夫を施しま

した。低層部は半透明な外壁に加え、南北に連なる中央の吹き抜けで採光

を行い、高層部ではほとんどの共用廊下やエレベーターホールが自然の光を

ふんだんに取り入れられる計画となっています。

自然の気配を感じられる空間

CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）　Sランク

自然エネルギー利用と高効率設備システム

ロングライフビルと環境共生

ユニークデザインと環境を配慮した外装



所在地：東京都中央区
規模：地上9階、地下4階、塔屋3階

延床面積：21,962 m2

No.18ホール グリーン周辺

東京証券会館ホール内観 ホールホワイエ

No.4ホール 古墳ハザード

No.4／No.5ホール周辺 古墳位置図

No.4

No.5

ロングライフ

長期的視野でのリニューアル

東京証券会館
1966年（昭和41年）に竣工した貸ホール・貸会議室等を有する

オフィスビルで、1992年（平成４年）にはBELCA（建築・設備維持

保全推進協会）賞（ロングライフ部門）を受賞しています。

一般的に建物は竣工した時点をスタートに建物性能は経年ととも

に低下しますが、建物に対する社会的要求は逆に高まります。限ら

れた資金を計画的、効果的に投資し社会的要求を満たす新たな価

値を創出する“バリューアップリニューアル”が求められており、そ

のためには事後保全ではなく、長期保全計画に基づく長期的な視

野でのリニューアルの実施が重要です。

東京証券会館では、当社にて作成した中長期保全計画に基づき、

耐震補強をはじめとして、省エネルギーと安全性を考慮した熱源や

受変電設備，受水槽の更新、意匠性と機能性の向上を目指した

ELVやトイレ、外壁等の各種リニューアルを計画的に行ってきま

した。2008年（平成20年）には東京証券会館ホール（8階）の全面リ

ニューアルを実施し、内装や客席椅子、各種設備の更新とともに、

音響面や安全面での改善を行うことにより、バリューアップを

図っています。

文化財としての古墳をハザードに利用したゴルフコース

麻倉ゴルフ倶楽部
麻倉ゴルフ倶楽部は千葉県佐倉市に位置し、なだらかな丘陵地に

造成された総面積93.7ha（パー72／チャンピオンズ・ティー7,103

ヤード）のゴルフ場です。

コースの特長は、現況植生・地形を極力生かし、土工量を最少限に

抑えた樹林帯のコースであることです。

その樹林帯は、イヌシデ・コナラ林、スギ・ヒノキ・サワラ植林等で

構成され、プレイヤーは樹林帯の魅力と緑の深さに癒されます。

ゴルフ場開発に当たり平成18年12月より工事着手しましたが、本計

画地には縄文・古墳時代の宮内芋戸遺跡が存在し、前方後円墳を

含めた古墳が11墳確認されていました。

コースレイアウトの実施に際し、遺跡調査を綿密に行い、法規を遵

守し、戦略的にも景観的にもこれらの古墳群を保存する方針としま

した。

4番ホールでは打ち上げの第1打目の到達地点に3つの古墳が存在

しますが、その中でも左手の大きなマウンド（古墳）は立体ハザード

としてプレイヤーの視界に入るよう配置しています。古墳をゴルフ

コースに変身させるために、古墳全体を覆う草木を丁寧に伐採・除

根した後、お椀状の古墳を土砂で腹付け盛土し、緩斜面を有するマ

ウンドになるようにラウンディングを行ない高麗芝・野芝を張り込み

コースとの一体化を図っています。

環境保全
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environmental preservation

long life



所在地：横浜市神奈川区
規模：地上23階（2棟）
地上32階、地下1階
地上389階、地下1階

全4棟
延床面積：108,038 m2

ピクニックフィールド

ハーフムーン

ウォーターラグーン

シーウエスト ベイウエスト

シーイースト
ベイイースト

タワー
パーキング

タワー
パーキング

やすらぎの森

横浜港を望む新しい住環境の創造

コットンハーバータワーズ

コットンハーバータワーズが位置する「コットンハーバー地区」は、

横浜港を南側に望む約７haの港湾地域に全く新しく誕生した街で

す。この「コットンハーバー地区」は、旧日本鋼管の浅野ドック跡地

を中心とした土地区画整理事業であり、また2003年に首都圏で初

めて「都市再生特別地区」に都市計画決定された都市再生のモデ

ルケースでもあります。地区全体では分譲住宅ゾーン以外にも商

業施設ゾーンや公園ゾーンなどの街区を有しています。

コットンハーバータワーズは、地区のなかでも最大の約２haの街

区に位置し、分譲住宅926戸を供給する地区の中心街区です。2004

年6月よりマンション建設に着手、2008年2月までに段階的に竣工

し、全住戸引渡を完了しています。

このコットンハーバータワーズ完成によって、横浜港臨海部の開発

は、みなとみらい21地区、ポートサイド地区に続き、新たな局面を

迎えました。「コットンハーバー地区」は、この東神奈川エリアの

再編整備の先端的拠点と位置づけられており、更なる発展に注

目が集まっています。

計画にあたっては、再開発以前には樹木がほとんど無い港湾機能

に特化した土地に、住機能に不可欠な緑豊かな環境を創出させ

る事をめざしました。街区内の駐車場を立体化し、北側にまとめ歩

車動線を分離し、街区の中心にまとまりのあるオープンスペース

を確保した事で、高さ約6ｍ～約12ｍの高木によって構成された

「森」ゾーンと、芝生広場による「フィールド」ゾーンを持つ緑豊かな

景観が創出されました。また、街区のゲート付近には、せせらぎや落

水による水の音が心地よい水景施設を設けたり、フィールド中央に

は、潮の満ち引きをイメージして水位が変動する「ウォーターラグー

ン」を設けていることで、住民が更に「海」との親しみを感じるこ

とができます。

外観のファサードを構成するバルコニー手摺りパネルの表面には、

ランダムに配置したリブ（出っ張り）を設け（ＳＷ棟・ＢＷ棟）、その

リブのつくる影が天候や太陽の動きによって変化し、ファサードの

表情も自然に呼応して時々刻 と々変化するデザインとしました。
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港湾・工業地域に新たな住環境空間を創造

コンセプトは「海と森と太陽の街」

天候や太陽の動きをデザインに取り込んだファサード



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/㎡

所在地：東京都千代田区
規模：地上21階、地下4階、塔屋1階

延床面積：76,466 m2

所在地：大阪府茨木市
規模：地上11階、地下1階
延床面積：9,186 m2 ダブルスキン（採用） Low-E + ブラインド（比較）

人々の回遊の中心となる駅前の新たなシンボル

有楽町イトシア
有楽町イトシアの計画地はJR有楽町駅の南東側、東京交通会館と

有楽町マリオンとの間に位置する都心でも有数の商業・業務地に

あり、有楽町駅前の新たなシンボルと、周辺のエリアを結ぶ豊かな

回遊性を生み出すことを設計上のテーマとしました。

有楽町駅前のシンボルとなるよう、エリア特性としての、また、内部

機能としての「オフィス／商業」という２つの要素を対比させながら

結びつける、新しい外観デザイン上の表現を企図しました。周辺

建物の形状等を意識した一つの曲面を低層階の商業部と高層階

のオフィス部で共有しながら異なる素材を使い分けることにより、

丸の内から銀座に向かう人々には柔らかな曲面による商業施設

らしい顔を見せ、逆に、銀座から丸の内方面を見た際には、オ

フィス然としたシャープな表情を持たせました。

また、新たな人の動きを生み出すために、駅前広場と数寄屋橋

交差点方面を結ぶ貫通通路を設けました。この貫通通路を挟んで

高層棟と低層棟に建物ボリュームを分節し、駅側に低層棟を配置

することで、駅前広場に広がりを与えることを意図しました。

この施設が丸の内～有楽町～銀座を結ぶ回遊の中心であり続ける

ことを願っています。

ダブルスキンファサードの効果検証について

追手門学院大学中央棟

１．建物概要

本建物は大学の中央に位置することからシンボルとしての機能、

「学びとコミュニケーションの空間」をつくりたい学校の要望に

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と

しました。しかしながら東西面は日射負荷が大きい為、外皮性能が

高い多層式ダブルスキンの採用を決定しました。

２．ダブルスキンの性能について
竣工後、ダブルスキンの性能を検証するため、夏期（2007年8月）・

冬期（2007年12月）にダブルスキンの実測を行いました。実測で

得た結果を元にダブルスキンの性能について、Low-E + ブラインド

システムと比較を行いました。図に夏期最大日射量時の熱負荷に

ついて示します。晴天日において日射負荷が大きく削減される為

Low-E + ブラインドに比べて、省エネルギーな窓システムであると

いえます。これはダブルスキンシステムが日射成分をダブルスキン

内で処理し、暑くなった空気を屋上の排出口にて排出することに

よるものであり、ダブルスキンの高い外皮性能を実証する事がで

きました。
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景観形成

省エネルギー energy saving

landscape formation



100

67
61

39％削減

工事前（H11年度）

工事前（H11年度） H15年度 H16年度 H17年度 H18年度

CO2排出量（工事前を100とする）

システムCOP

目標値 H18年度

100

72
63

37％削減

工事前（H11年度）

エネルギー消費量（工事前を100とする）

目標値 H18年度

0.000

0.608

0.835 0.858
0.931

目標値
0.844

0.968
1.000

所在地：東京都豊島区
規模：熱供給対象延床面積約61万 m2

冷熱源：21,300RT
温熱源（蒸気）：60t/h

熱媒過流量制御システム

冷水過流量ターボ冷凍機 吸収式冷凍機

空調機器

4747kw
1350RT

冷却水ポンプ
110kw

冷水ポンプ群
最大  1350m3/h

冷凍機　1350RT

冷却塔
30kw

t3°C

8°C

5°C

1380m3/h
需要家・空調機器

供給側・熱源側

冷水ポンプ
・1台で水量増大(+IND)
  あるいは
・複数台（+台数制御）

冷凍能力は変えず冷水量を増大
・熱交換器の形状変更
  あるいは
・熱交換器を複数台とする

地域冷暖房プラントの再構築における環境負荷低減

池袋地域冷暖房施設
「池袋地域冷暖房施設」はサンシャインシティや豊島区役所などの

建物へ冷暖房・給湯用の熱を供給する地域冷暖房プラントで、

1978年に運用を開始しました。運用開始から20年を経た1998年

ころから、熱源機器の故障、性能低下が顕著となってきたため、

プラント全体を対象とした「劣化診断」を行って、経年での機器性

能を確認しました。この結果を基に、2000年度に環境負荷低減

を第一の目的としてプラント全体を再構築（リコンストラクショ

ン）する基本設計、翌2001年度に実施設計をまとめ、2002年か

ら「リコンストラクション工事」を開始しました。足掛け7年間の工事

は順調に進行し、2008年3月末に竣工を迎えました。

地域冷暖房施設に限らず、空調熱源システムの経年劣化に対して

は、機器構成や容量を変えずに更新される事例が多いのですが、

運用実績のない新設時の計画は供給負荷の実態に適合しない場

合もあり、また、経年により次第に最適なシステムではなくなる場

合もあります。京都議定書COP3によるCO2排出量6％削減の目標

は、2008年からいよいよ約束期間に入りましたが、熱供給事業であ

る地域冷暖房施設では、更新時に環境負荷低減、コスト削減の観

点で明確な目標を定め、供給負荷実態に合う最適なシステムに再

構築することが特に重要であり、その意味で今回の更新計画を「リ

コンストラクション計画」と位置付けました。

プロジェクトは1999～2001年度に「調査・計画・設計」を行い、

2002～2003年度：Ⅰ期工事、2004～2007年度：Ⅱ期工事という

スケジュールで実施されました。計画・設計においては、目標達成と

運用しながらの更新工事であることから、特に以下の点に注意を

はらって進められました。

１）運転データ解析による負荷実態と運転状況の把握

２）運転シミュレーション手法による実態との整合の確認

３）現実に無理なく運転できる最適システムの構築

４）安定供給、安全操業を第一とした工事工程

５）工事費の抑制

プラント運転状況の詳細な分析と運転管理者との綿密な協議に

基づき、年間の熱需要変化に柔軟に対応し、かつエネルギー消費

を抑制可能な機器の構成、最新高効率機器の採用、システム効率

改善のための新たな技術開発（熱媒過流量制御システム）などを

行い、30％以上のCO2排出量、エネルギー消費量削減を達成しま

した。

今回の再構築と運転管理者のご努力により、2008年6月には東京都

「地球温暖化対策計画書制度」において、池袋地域冷暖房㈱様が

AAAの評価（AAA評価は対象事業者の1％）をいただきました。
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省エネルギー energy saving



所在地：東京都武蔵野市
　規模：地上3階、塔屋1階

延床面積：5,237 m2

基本計画：坂茂建築設計と協働

所在地：兵庫県尼崎市
規模：地上7階、塔屋1階
延床面積：18,769 m2

図書室

ビオトープ

教室

テラス

屋上庭園

階段室 基準階事務室

ライトウエル廻り

南側外観

学校生活を通し省エネ手法を体感できる小学校

成蹊小学校　本館
普通教室、理科室、図書室、パソコンスペース、多目的ホールなどが

入る小学校の建替え計画です。

すべての普通教室の南側に大きなテラスを設け、全面を開けるこ

とのできる開口部としました。テラスと一体となった南面採光の開

放的な教室には、自然光や風が通り抜け、教室を通った風はさらに

中央階段を煙突状にのぼり校舎全体に行き渡ります。また、テラス

側には1.5mの大きなRCの庇を設け、熱負荷を大幅に軽減し、夏

場でも涼しい教室空間となっています。

熱負荷が小さい北側には、2層吹き抜けの図書室や多目的ホールを

つくり、大きなガラスカーテンウォールとしました。天候に限らず常に

明るい空間となり、ガラスの間仕切りを通し共用部にも自然光が差し

込む明るい校舎となりました。

その他、屋上には写生をしたり、学級花壇をつくったりできる大

きな庭園をつくり、そこに太陽光発電システムを設置しました。1

階の中央通路には、現在の発電量が常に分かる表示パネルと実

際に発電した電気を利用できるコンセントを設置し、生徒たちが利

用できるようにしています。

外構には、果実がなる木々を多く植えたビオトープや藤棚、理科の

学習教材となる岩石園、クイズ形式の樹木サインなど、学習に利用

できるように工夫しながら積極的に緑化しました。

コミュニケーションを誘発する明るい研究環境づくり

先端技術総合研究所新棟（IS棟）
三菱電機の研究開発拠点となるＩＳ棟を設計するにあたって、先端

技術総合研究所のキーワードである「未来を創るInnovation 

Engine」に相応しい執務空間の創造をコンセプトとしました。開発

力の強化や目まぐるしく変わる状況に対応すべく、コミュニケー

ションを誘発し、フレキシブルな活動ができるよう見通しのよいま

とまったオフィスプレートを確保しました。２箇所のライトウエル

（光庭）を設けることで、大空間でありながら均質な採光を確保する

と共に、降り注ぐ自然光によって人を誘引し、コミュニケーションが

生まれることを狙っています。両サイドのコアにも採光を取り入れ

られるよう階段を開放的に設える配慮をしており、建物のどこに

いても自然光を感じられ、研究者がより快適に研究開発に集中で

きる場としています。

外壁の開口部は面積を絞り込み、特に南面はサッシ枠のセット

バックと小庇により、日射制御をローコストで実現させています。

また、通信機能付き照明器具を採用することにより、照明制御盤や

リモコンで器具毎の制御、データ収集及び照度センサによりエリ

ヤ毎にきめ細かい照度制御を可能としています。感覚的な明るさ・

快適さが省エネの数字として把握できる設計となっています。
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省エネルギー



所在地：横浜市港北区
規模：地上7階、地下2階、塔屋1階

延床面積：38,207 m2

環境デザイン研究所と協働

陸上競技場より協生館を望む。風格のあるシンメトリーな外観

トップライトより光が差し込む
明るい共用部「知のパサージュ」

階段状の屋根の立上がり部と天井に設けたガラスブロックから
自然光が差し込む水泳場。50ｍ・25ｍ・水球の公認プール

地下２階のコージェネレーションシステム機械室 「CASBEE横浜認証制度」１号認証書
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「CASBEE横浜認証制度」第1号、最高位の「Sランク」で取得

慶應義塾日吉キャンパス協生館
慶應義塾日吉キャンパス協生館は、創立150年記念事業のひとつ

として、東急東横線日吉駅の東側、約35haの緑豊かなキャンパスの

入口に、学生・教職員など慶應義塾関係者はもちろんのこと、1・2階

の施設を中心に、地域の人 と々の連携をはかる「開かれた学塾」を

体現する施設として計画されました。3つの独立大学院の他、健康・

スポーツ・文化・実業など、新しい活動の場を創造し、学生と世代を

超えた様々な人々が集い、交流し、連携を実現していく日吉キャン

パスの新しい顔となる施設です。

本計画では、人・環境に優しい建物として省エネルギー化とラン

ニングコストの低減を図る様々な取り組みを行っています。

１．中間層免震構造の採用

建物の長寿命化と教育施設、研究施設として、安全安心な建物

とするため、1階と地下1階の間に 免震層を設けた中間層免震

構造を採用してい ます。

２．コージェネレーションシステムの導入

研修宿泊施設や屋内水泳場など、温熱負荷需要の大きい施設

の特徴を活かし、コージェネレーションシステムを導入し、排

熱の有効活用を図っています。システムは、電気を主として

運転し、発生した排熱は、夏期においては、排熱投入型冷温水

発生器（ジェネリンク）により冷房を行い、冬期においては熱交

換器により、給湯・暖房・プール昇温に利用することで年間を通

じ高い総合効率の実現を目指しています。

３．氷蓄熱システムの導入

氷蓄熱システムを導入し、ピークカットによる負荷の平準化と

深夜電力によるランニングコストの低減を図っています。

４．各種搬送動力の削減

熱源送水システムは2ポンプシステムを採用し、インバータ制御

により搬送動力の削減を行っています。冷水2次ポンプのみで

なく、冷却水量の多い冷温水発生器については、冷却水変流

システムを採用しています。空調機送風動力についてもINV制

御を積極的に採用し、搬送動力の削減を図っています。

５．電気設備における照明制御システムと人感センサーの採用

以上の取り組みに加え、地下鉄出入口との一体整備、ケヤキ並木に

よる綱島街道沿いの景観整備、水景施設の設置など、地域環境へ

の良好な整備等が評価され「CASBEE横浜認証制度」第1号を

Ｓランクにて取得しました。
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energy saving

■ CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）■ CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）
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Ｍ.Ｍ.タワーズ フォレシスは、首都圏の業務機能を分担する業務核都市と

される「みなとみらい21地区」の中心に位置し、「Ｍ.Ｍ.タワーズ」（2003年竣

工・862戸・30階）に続く高層住宅プロジェクトです。地球環境に影響の少

ない建築をめざし、周辺への影響を低減するよう建物の形状・配棟・空地の

確保にも留意し計画しました。

本計画では、財団法人 建築環境・省エネルギー機構より、恒久建築としては

初となる『第1回CASBEE評価』として認証されました。建築物の「環境品

質・性能の向上」と「環境負荷の低減」に努めた計画をおこない、永続的

な住まいに安全（特に構造・防犯・防災・資産など）と都心居住に求められ

る快適性（特に空間・音・空気・アメニティなど）を備えられた計画として評

価は最高ランクである『Ｓランク（BEE＝4.3）』として認証されました。

超高層住宅の構造架構システムは、安全性能を決定するばかりでなく、住宅

の基本となる居住性能や施工の合理化にも配慮する必要があります。今回

採用しました工法は、免震構造により建物の耐震性の向上を図るとともに

住戸専有部の中央部には柱のみならず梁のない架構としました。耐久性能

とライフスタイルに合わせ間取りなどの維持更新性能を備えた持続可能な

建物としました。床スラブは約30cm厚のコンクリートにて構成し、従来コー

ナー部分のスラブ受けに梁を設けていましたが、扇型のハーフPCを開発

することにより、住戸内の無梁空間を実現しました。（特許公開）

住宅性能表示制度に耐震等級の項目があり、3段階のランクで表示され、

個別評価により最高等級である「3」を2004年に取得しました。同制度では

耐震性能について「数百年に一度発生する地震（気象庁の震度階で震度6強

から7程度に相当）による力に対して倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生す

る地震（気象庁の震度階で震度5強に相当）による力に対して損傷を生

じない程度」の等級を「1」と定め、建築基準法で求められる耐震性能程度

とされています。一方、耐震等級の「3」はその地震力の1.5倍の地震に対抗

できる性能で、これは病院や消防署など災害時に拠点となる建物の設計

に用いる想定の地震力と同じであることから、本計画はこれらと同等の高

い耐震レベルをもっていると考えられます。超高層の集合住宅にて等級「3」

の取得は、極めて希であり、より高い耐震性能を持つ建物としています。ま

た、高強度コンクリート等の使用により耐久性の向上にも努め、いわゆる

100年耐久の住宅を目指し、構造躯体の高い品質に留意した計画である

点が特徴です。

Ｍ.Ｍ.タワーズ フォレシスの環境共生

CASBEE評価認証　Sランク

免震・ダブルチューブ構造 

住宅性能表示制度による耐震性能等級「3」の取得



隣接街区（M.M.タワーズ）との緑地の連続

水と緑の整備

M.M.タワーズ（左）とM.M.タワーズ フォレシス（右）

所在地：横浜市西区
規模：地上30階、地下1階、塔屋2階（全2棟）
延床面積：153,565 m2
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「みなとみらい21地区」においては、地域冷暖房の熱源を採用し高効率化を

図っております。地区内のプラントより、冷温熱が道路下に埋設された

共同溝を経由し各住戸に供給されて、この熱源を利用し、給湯・冷暖房・

床暖房・浴室暖房乾燥・追炊きに利用されております。エネルギーの高効率

化を図るとともに、通常バルコニーなどに設置される屋外機やボイラー類

が一切ない計画となっています。

本計画では、開口部に特殊な金属膜をガラス面にコーティングし、従来の

複層ガラスの断熱性とともに遮熱効果を持たせた特殊ガラスである

Low-E複層ガラスを採用しました。大規模な集合住宅の計画では初めての

ケースと思われます。超高層住宅の特質として、特に西日対策としては有効

と思われ、一般のフロートガラスと比較し、約25％程度の熱負荷の低減を

期待できます。高層化・サッシの大型化に伴ないサッシの強度及び耐重量に

ついても性能が要求され、従来見込み厚70mm程度のサッシを使用します

が、今回は見込み厚120mmのサッシを採用し、建物の維持耐久性にも

配慮しました。

風の流れや強さが安定しない超高層住宅においての換気計画は、日常の

生活や省エネに大きく影響します。換気システムにおいては、「全熱交換式

24時間換気システム」を採用しました。

「スクラップ＆ビルド」型の住宅から社会的にストックとなる高耐久型の

超高層住宅として、次世代型のインフラ整備をおこない環境品質・性能の

向上に努めました。

1.スケルトン・インフィル

躯体（スケルトン）と内装（インフィル）の分離をおこない、基準階高は

約3,250mmの充分な寸法を確保し、維持更新性に努めた計画としました。

2.セキュリティ

居住者の入口と出口を別々にし、不審者が居住者とともに侵入することを

防止し、来訪者は玄関にて居住者の承認により、入館の範囲や時間を

制限されたICタグを自動発行するシステムを開発しました（特許公開）。

3.情報化対応

高度化・大容量化する情報化社会に備え、インターネット用光ファイバーは

各住戸に2回線対応とし、そのうち1本は通信インフラ会社とダイレクト

接続可能とした直収回線用とし、大量のデータ・高速化対応、高度なセッ

キュリティ対応についても確保される計画としました。

4.バリアフリー対応

住戸内の床段差の解消とともに玄関の上り框をなくすなどの工夫を施し、

廊下及びトイレ等の幅員を充分に確保し、機器類の選定・デザインに

おいても配慮しました。

尚、本計画は環境品質・性能、都市緑化の貢献などが評価され2008年度

グッドデザイン賞を受賞しました。

都心居住において生活アメニティ、特にランドスケープ（外部環境）は重要な

要素となります。本計画では、臨海の都市に『大きな森』をつくることにより、

積極的に都市緑化に努めました。建物を2棟に集約し、敷地内に空地を大きく

とり、緑化することに加え、低層棟の屋上も緑化することで、敷地全体の

約42％を緑地としました。低層部の屋上は緑化をおこない、「日本野鳥の会」

のアドバイスにより、近隣の緑地を行き来する野鳥たちの中継地となるよう

樹木や水辺を用意し、屋上庭園には止まり木を設けるなど工夫を施しました。

隣接街区との緑地の連続性も視野に入れ、四季の移り変わりを感じられる

植栽計画とし、居住者に限らず地域にも解放した自由歩行空間としています。

M. M. Towers Foresis

都市緑化

Low-E複層ガラスの採用

地域冷暖房

全熱交換式24時間換気システム

持続可能な建築



リニューアル前の緑化状況 リニューアル後の緑化状況
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丸の内ビル（東京都千代田区丸の内2丁目）の低層基壇部屋上緑化は、都心のヒートアイランド現象への対策のひとつとして、2007年7月、従来の多肉性植

物であるセダム緑化から低木・地被類を組み合わせた多種多様な緑化へとリニューアルしました。緑化の規模は従来と変わらず約900㎡ですが、軽量化に配

慮しつつ土壌厚を確保した基盤を導入するなど、ボリュームのある緑化を行っています。また、今後の既存ビルへの屋上緑化への展開を見据えて、60kg/

㎡以下という極めて厳しい荷重条件での緑化を試験的に行うエリアも設け、維持管理の方法も含めて技術検証を行っています。

なお、本リニューアル事業の推進にあたっては、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」を活用して行われました。この補助事業は、

大手町・丸の内・有楽町地区など、ある程度の規模のエリア内において、複合的に省CO2効果・ヒートアイランド対策効果に資する事業に対して補助を交付すると

いうものです。補助事業活用に際しては、対象事業の省CO2効果を報告する義務があり、今回の効果測定はその一環として行われました。

屋上緑化の省CO2効果の検証については、規定の算出方法がなく検証方法自体を提案・実施していく必要がありましたが、既に供用しているビルであり、

入居しているテナントへ影響を与えないよう、測定範囲・方法に制限のある中での検証となりました。

このような条件のもと、丸の内ビルの屋上緑化の省CO2効果の検証では屋上基壇部の緑化箇所・非緑化箇所それぞれの温度測定を実施し、そこから緑化箇

所の省CO2効果を推計する方法を採用しました。

温度測定箇所は、緑化箇所において、緑化の表面・地中・スラブ面の3地点、非緑化箇所において、スラブ面の1地点とし、赤外線熱電対と熱電対を用いて計測、

データロガーでデータを蓄積し、PCで集計解析しました。また、基壇部屋上の一般気象条件を把握するため、外気温度、湿度、風向･風速、日射量の測定も

併せて実施しました。

測定期間は2007年7月17日から2007年10月4日の2.5ヶ月間の連続測定を行いました。

■ 屋上緑化リニューアル概要

■ 温度測定概要

屋上緑化による省CO2効果
～丸の内ビル屋上緑化リニューアルプロジェクトの事例～
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丸の内ビル低層基壇部屋上における温度等の効果測定と共に、隣立する

三菱ビルの屋上からサーモカメラを用いて表面温度の熱画像を撮影しまし

た。撮影は2008年8月４日から6日の三日間連続で行い、1時間毎に撮影を

行っています。この熱画像より、緑化箇所と非緑化箇所の日中の温度差が30

度以上になることが確認でき、日中の強い日差しを受けても緑化箇所は温

度上昇が抑えられることが見て取れます。また、日の入り後の熱画像より、

丸の内ビルと東京駅前広場の表面温度を比較することができ、アスファルト

舗装の都心道路の熱がなかなか放射されず、都心のヒートアイランド現

象の一因となっていることが確認できます。

■ 表面温度

省CO2効果の算出にあたっては、前述したとおり、温度測定結果を用いて緑化箇所と非緑化箇所の建物内への貫流熱量をそれぞれ求め、非緑化箇所の貫流熱量

から緑化箇所の貫流熱量を差し引くことで緑化による貫流熱量低減量を算出しました。

一方、室内は冷房によって一定温度で保たれると仮定すると、外部からの貫流熱量が小さいほど冷房負荷熱量は小さくなります。このことから、緑化による貫

流熱量低減量を冷房熱負荷低減量に置き換え、冷房にかかるエネルギーをCO2換算して省CO2効果を算出しました。

以上のような仮定を踏まえて算出された省CO2効果は、測定期間の2.5ヶ月で約1.60tとなりました。

■ 省CO2効果

Marunouchi Building
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