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わが国経済は景気低迷から緩やかな回復基調にあり、2013年度上期決算では
増収増益となる企業が増えています。一方で国際エネルギー機関（IEA）の発表に
よると、原子力発電所停止の影響により2012年の日本全体の二酸化炭素排出量は
前年比5.8％増加しており、全世界でも前年比1.4%増と過去最高を更新しています。
国際的な温暖化ガス削減目標（京都議定書）を巡る状況が不透明感を増す中、
日本の温暖化ガス削減目標を経済とのバランスを踏まえてどう設定するべきか
国民一人ひとりが考えていかなければなりません。

私たち三菱地所設計はこの時代に建築設計に携わる者として、様々な事業活動
を行うお客さまと共に、未来に向けて環境に配慮した建築のあり方を構想し、
当社の持つ高い環境技術を活用して具体的に提案することが自らの社会的責務
と考えています。
これを実現するため、社内作品表彰に「環境賞」を加えて環境に関する先進的な
取組みを全社的に評価すると共に、「環境技術推進室」が環境関連の技術情報
等を収集・整理して社内に展開し環境配慮建築の設計をサポートしています。
本冊子では当社の環境設計の最新成果をご紹介させていただきましたが、
これからも日々努力を積み重ね、『環境・文化・未来のグランドデザイナー』として
社会に貢献していきたいと願っています。

2013年11月　　取締役社長　大内政男

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持続可能で
真に価値ある社会の実現に取り組む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・監理にあたっては、お客さまと協働して以下の重点方策に取り組み、
カーボン・ニュートラルを視野に入れた持続可能な建築及び都市の実現を目指します。
　　① 低炭素社会の形成に寄与する、資源・エネルギーの効率的利用、
　　　 再生可能エネルギーの導入
　　② 循環型社会の形成に寄与する、ロングライフ、ライフサイクル・
　　　 マネジメントの推進
　　③ 自然調和型社会の形成に寄与する、生態系・生物多様性に配慮した
　　　 空間の創出

2. 環境設計への意識と能力の高い人材育成に努めるとともに、社会との幅広い環境
コミュニケーションを推進します。

3. 業務の遂行にあたっては、汚染の予防に努めるとともに、環境関連の法律・規制等の
ほか、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. 日常のオフィス活動においては、環境負荷の低減に努め、ワークスタイルやライフ
スタイルの変革に取り組みます。

5. 上記を確実かつ効率的に実施するため、環境マネジメントシステムの継続的な維持・
改善を図ります。

株式会社 三菱地所設計（2013年8月26日改定）

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。

資源・エネルギーの効率的利用、再生可能エネルギーの導入

■ 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
■ 太陽光・風力発電、バイオマス、地中熱利用

ロングライフ、ライフサイクル・マネジメントの推進

■ 建物の長寿命化技術の提案
■ 既存建物の改修
■ 建設廃棄物の削減・再生資材の活用

生態系・生物多様性に配慮した空間の創出

■ 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

The effort for environmenta l symbiosis.
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三菱地所設計の環境共生技術

地域冷暖房

自然採光・自然通風

太陽光発電

外皮性能 （エアフローウインドウ）

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ともに、CO2削減に
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。

省エネルギー系の技術
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照明システムの効率化

ビル管理システム

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・LED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。

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

庇・ルーバー

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。



environmental symbiosis technology

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土の少ない計画
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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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。

耐震補強

スケルトン・インフィル

設備改修

ロングライフ系の技術

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。

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。

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。

都市気候緩和

自然生態共生

屋上緑化

公開空地

自然共生
環境保全
景観形成系の技術



保存部とガラスのタワーとの対比

所在地：東京都千代田区
規模：地上38階、地下4階、塔屋3階

延床面積：212,043㎡
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JPタワーは、東京駅丸の内駅舎と東京駅前広場に面する日本の顔を形成する
場所に立地しています。かつてこの地にあった東京中央郵便局の局舎は、1931
年（昭和６年）に竣工し、日本を代表する東京駅前の都市景観を形づくる建物
として長い間親しまれてきました。2002年丸の内ビルディングの建替え以降、丸の内
オアゾ（2004年）、新丸の内ビルディング（2007年）と東京駅前広場を囲む建物が
順次再開発されましたが、いずれも約百尺の軒線を継承し、軒線の揃った落ち
着いた景観を保持して来ました。今回プロジェクトで東京駅前広場を囲む４つの
建物が完成しますが、東京中央郵便局舎を保存することで、歴史的に重要な
スカイラインを継承し、新しく復原された東京駅丸の内駅舎と連続する歴史的
なつながりを感じさせる都市景観を創出しました。

東京駅前の歴史的な景観を継承する

低層部は都市景観の記憶を継承する一方で、高層部はガラスという現代的な
マテリアルを用いてタワーを建設することで、新旧の対比による新しい都市景観の
創出を目指しました。外装デザインは、提携建築家としてアメリカのJAHN
事務所のHelmut Jahn氏と協働して設計を進めました。ガラスによるシンプルな
抽象性と空を映し込む透明感を持つデザインとしています。低層部の旧東京
中央郵便局舎のファサードの背景として控えめな雰囲気を湛えながら、軽やかに
空へと向かって大きく広がる特徴的なフォルムにより、東京駅前に対する
都市的スケールの表情を生み出しました。
地上部では都市再生に寄与する都市計画提案の中で、敷地内のアトリウム
から隣地東京ビルへ繋がる南北の歩行者ネットワーク、隣地の既存通路と
一体とした幅員6mのゆとりある東西の歩行者ネットワークを整備しました。
二つのネットワークの交わる点に高木を中心とした緑陰空間を設け、潤いある
歩行者空間を実現しました。

新しい都市景観を創出する

JPタワー
環境技術とデザインの融合



事務室

SUN

⑧

①日射遮蔽庇
②高性能Low-Eガラス
③太陽光追尾方式電動
　制御ブラインド
④エアフローウィンドウ
⑤定風量自然換気装置
⑥外気冷房給気口
⑦昼光センサー自動制御
　LED照明

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

ファサードに積層する日射遮蔽庇

上　アトリウム内観　下　屋上庭園とトップライト歩行者ネットワークに沿って整備した緑陰空間
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JPタワーでは、都市の環境負荷を低減するさまざまな技術を導入しています。
水の利用に関しては、建物内で中水を製造しトイレ洗浄水および植栽散水の
水として使用しています。中水の原水は雑排水、厨房排水、雨水及び空調ドレン
水を使用しており、再利用率は89.2%に達します。
オフィス部分は外気冷房やインバーターなどの従来手法に加え、高性能エア
フローウィンドウ、全館LED照明、エコボイドと組み合わせた自然換気システム
といった先端的な技術を採用することで、標準的なテナント事務所ビルに比べ
発生するCO2を約44％削減しています。
建物屋上では、低層部では積極的に緑化し、高層部では床面に太陽熱高反射
塗料を使用し都市のヒートアイランド現象の緩和に努めています。また、屋上に
年間60,000kWの発電量を持つ太陽光発電装置を設置しています。

都市の環境負荷を低減する

JPタワーでは、環境性能とデザインの融合、快適な執務環境と環境負荷低減の
両立を目指した設計を行っております。自然を感じることが少ないオフィス空間の
快適性を高めるため、光や風などの自然環境を室内に導入しました。窓は
床から天井までのフルハイト窓とし自然採光を確保する一方で、窓の下部に
自然換気口を設け、中間期における窓開け換気を可能としました。コア内の
エコボイドと連携し、煙突効果により効果的に換気を行います。
一方で、環境負荷を低減するために外皮の性能を高めています。窓上部に日射
遮蔽庇を設置し、外壁側ガラスは銀を2層コーティングした高性能Low-Eガラス
とし、室内側にもガラスを設けて日射熱で暖まった空気を上部から排気する
エアフローウィンドウのシステムを構築しました。このような取り組みにより、
PAL200以下という高水準の外皮性能を実現しています。
ガラスのファサードに積層する日射遮蔽庇は、陰影を刻みながら、ファサードに
奥行きとリズム感を生み出しています。

執務環境性能と環境負荷低減の両立

低層部の中央に直角二等辺三角形のアトリウムを設け、斜辺を東京中央郵便
局舎の保存部とし、保存部を外側からだけでなく内側から見せることで歴史と
賑わいが同時に感じられる空間としました。
この歴史と現代が対比するアトリウム空間では、さまざまな先端技術を用い、「光」、「風」、
「水」という自然界の3要素を内部環境に取り込み、自然エネルギーとして活用しています。
光：太陽光を透過し、かつ発電するシースルー型の太陽光発電パネルをトップ
ライトのガラスに組み込み、昼間の照明電力削減と発電を同時に実現しました。

風：中間期は1階の自動ドアとトップライト側面の換気口を開放し、機械力を
使わない換気や、煙突効果による効果的な放熱を実現しております。

水：年間を通じて一定温度の地下水の熱エネルギーを活用し、アトリウムの
床輻射冷暖房設備の熱源として冬場は暖房、夏場は冷房に利用しています。
屋上はアトリウムのトップライトを囲む回遊庭園として開放し、積極的な
緑化を行いました。

自然エネルギーを活用したアトリウム

JP TOWER



6 : 00
7 : 00
8 : 00
9 : 00

事務室

夏至の日射遮蔽イメージ

ライトシェルフの仕組み

間接光を室内に届ける
グラデーション
ブラインド

エコグリッド

所在地：東京都中央区
規模：地上10階、地下1階、塔屋2階
延床面積：2,869㎡
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社会の情報化、知識化、グローバル化が急速に進展する
なか、日本の経済を支える各企業には高い創造性を
発揮し独自の付加価値を生み出すことが求められてい
ます。オフィスワーカーのライフスタイルは多様化が進み、
仕事に対する意識や働き方も大きく変化し、東日本大震災
以降は、さらにエネルギー問題への対策が急務となって
います。
茅場町グリーンビルディングはこの様な課題に答える
次世代のオフィス像の一つの形であると考えています。
これまでのオフィス環境を一新する複数の環境先端技術を
テナントビルとして日本で初めて実導入し、より快適で、
よりスマートで、より環境に優しいオフィスの実現を目指し
ました。更に、その取り組みをメインファサードや執務
空間に表現し、建築物全体が次世代オフィスへの挑戦を
象徴する役割も担っています。
輻射空調や知的照明システムなどの様 な々先端技術を
集中的に導入することで一般のオフィスビルに比べ使用
エネルギー（CO2換算）を45％削減できる見込みです。
また、今後2年間を予定している環境計測を通して実証
検証する事により、技術の進歩に貢献します。

次世代環境モデルビル

永代通り側の建物北側外装において、日射遮蔽縦
ルーバーを窓面東側に、日射及び天空光を内部空間へ
導入するライトシェルフを窓面上部に配し、双方を組合せ
グリッド状とする事で建物と日射の関係をファサードとして
表現しました。
日射遮蔽ルーバーは、オフィス内への日射を遮り、空調の
負担を軽減します。秋分から春分（冬期）にかけては
概ね終日、夏期では9：00以降において日射を遮蔽します。
日射導入ルーバー（ライトシェルフ）はグラデーション
ブラインドと合わせて室内に昼光を効率よく導入し、
天井面を明るく照らすことで、オフィスの照度を抑え
省エネを図ると共に室内の十分な明るさを確保します。

エコグリット

空気の温度差によって生じる空気浮力を利用した自然
換気システムを建物北側外装にメゾネット状に計画し、
自然そのものが持つエネルギー要素をファサードとして
表現しました。この換気システムは外気温湿度及び
降雨・風速をセンサー感知し、一定の条件で自動的に
給排気口が開閉し外気を導入する仕組みとなっています。

メゾネット換気

茅場町グリーンビルディング
環境先端技術の導入による次世代環境モデルオフィス



【躯体蓄熱】

知的照明システム

環境配慮型次世代照明システム

ハイブリッド輻射空間

従来照明 知的照明

300lx、4000k300lx、3000k 500lx、5000k

600lx、4000k500lx、3000k 700lx、5000k

700lx、5000k コンピュータ
照度センサ

人工知能ソフトウエア

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ・・・

サーカディアン照明イメージ
就業前 午前 午後 夕方 残業昼休み

建物躯体への蓄熱躯体蓄熱分の利用

メゾネット換気（中間期）

水輻射パネル 空気輻射パネル

昼間 夜間

8:00

照度
（lx）

700

500

300 3,500K 4,000K 3,700K 3,000K

10:00 14:00 17:00
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KAYABACHO GREEN BUILDING

躯体蓄熱（冷熱）を利用した天井面の輻射空調を導入
することにより気流感が少なく静穏で温度ムラのない
快適なオフィス空間を提供します。輻射空調では実績
として漏水等の発生がない配管システムを用い、水に
より冷熱や温熱を運ぶことでより多くの熱を効率よく
伝達し省エネルギー化を図ります。また外気温度の
低い夜間に効率よく冷熱を生成・蓄熱し、日中の空調
消費電力のピーク負荷を抑制します。
輻射空調を行う天井面は、二種類の機能の異なる輻射
パネル（金属製）で構成しています。機能の違いによらず、
微小なパンチング孔を施したデザインに統一しています。
水輻射パネルはパネルに取り付けた配管に冷温水を
循環させ、パネルの表面温度を調節して室内を空調
します。
空気輻射パネルではオフィスに必要な換気のため、
パネルのパンチング孔より空気を微風速で吹き出します。
吹き出す空気の温度を制御し、パネルの表面温度を
調節して室内を空調します。
この輻射空調システムの汎用性は一般に普及している
3.6m×3.6mモジュール600mm単位のグリッド型システム
天井に対応しており、水輻射パネルと空気輻射
パネルは性能確保の観点から一つのユニットを
600mm×1200mmにて計画しています。また、金属製の
パネルを用いる輻射空調では一般のシステム天井と
比較して天井の重量が増加するため、実物大の加振実験
により、天井下地の強度や落下防止対策（ワイヤーの
設置等）を確認し地震時の安全性を確保しました。

ハイブリッド輻射空調

このビルは、全館にＬＥＤ照明を採用し、照明の明るさ
（照度）や光の色（色温度）を変えられるシステムを含む、
４種類の異なった照明システムを導入しています。それ
ぞれのコンセプトに基づき、快適な執務空間を実現
することで、知的生産性や労働生産性を向上させる
と同時に、不要な照明を減灯・消灯することで省エネ
効果も両立します。これら４つの照明システムを比較
検証し、次世代のオフィスに相応しい照明システムの
在り方について検討を進めます。

照明システム

最上階の10階バルコニーは屋上緑化及び壁面緑化を
施し、緑や季節の花を配し四季の移り変わりを感じる
計画とし、一年を通してオフィスワーカーがリラックス
できる環境をつくりました。植物は主に日本に生息する
古来種を採用しており、地域の環境保全にも配慮して
います。また、エントランスホールの壁面は調湿効果も
期待して左官仕上げとし、自然素材による温かみの
ある空間を演出しています。

環境との共生
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屋上庭園詳細

タワーＡ屋上庭園

9階 平面図

創造の道吹抜け 全景

南館・タワーA

所在地：大阪府北区
規模：地上38階、地下3階、塔屋1階
延床面積：188,076㎡

南館・タワーAグランフロント大阪オーナーズタワー
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24ヘクタールにわたる大阪駅北側貨物ヤードの再開発は、第一期として7ヘク
タールが先行開発区域として指定され、2006年から12社の民間デベロッパーに
よる開発としてスタートしました。延床面積約50万㎡に及ぶ巨大なプロジェクトは、
うめきた広場、4棟の超高層タワーと高さ45メートルで統一された低層部で
構成され、「風格」ある街並み、賑わいに満ちた「界隈性」の高いストリートと
「水と緑」のネットワークが実現しています。
当社は共同設計者の一員として、南館・タワーAとオーナーズタワーの2棟の
設計監理を担当しました。

関西再生の起爆剤としてのプロジェクト

高層オフィス階では、自然換気システムの一部であるエアインテイクというアルミ
キャスト製の空気取出入口をデザインモチーフとし、とかく単調になりがちな
高層棟の外壁に、上昇感とリズムを与えています。
地上9階にはオフィススカイロビーがあり、外部には屋上庭園が広がっています。
この庭園はオフィスのステイタス性の向上に寄与するほか、一般市民にとっても
憩いの場となっています。
その他にも、様 な々実効性の高い省CO2技術を採用しています。
パッシブ手法として、自然換気、自然採光、昼光利用、高性能高断熱高遮熱ガラス
等が採用されています。アクティブ手法として、高効率熱源機器の採用、ハイブ
リッド空調、太陽光発電システム、LEDを用いた高効率照明機器の採用、
光センサーによる照度制御、太陽追尾ブラインドの協調制御、雨水再生水利用が
行われています。
館内の低層商業階を貫通する創造の道の上部引き抜け空間では、上階のオフィス
テナントから出るクリーンで冷房された空気が再利用され、大空間の空調を補完
しています。

南館・タワーAでの取り組み

すべての建物はCASBEE大阪での評価ランクＳを取得しています。複数街区に
わたり一体的に計画された水景・緑化計画はヒートアイランド対策に寄与して
おり、エリア全体でBEMSをネットワーク化したエネルギーマネジメントが
特筆されます。その他、水と緑の一体的な管理、巡回バス・レンタサイクル等の
システムも整備されており省CO2に貢献しています。
これまで梅田地区は、人々は地下を移動することが多く、地上に滞在できる
場所が少なかったのですが、この街では、いたる所に設けられたオープン
エアのカフェレストランや水辺に老若男女が集まり寛ぐ、「心地よい街」の
風景が見られるようになりました。

グランフロント大阪全体街区での取り組み

グランフロント大阪
先進的な環境技術が個性的な表情をつくり、エリア全体でのマネジメントが「心地よい街」をつくる
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ラウンジと水景

緑の回廊グランフロント大阪オーナーズタワー外観

都市回廊・水景

グランフロント大阪オーナーズタワー

所在地：大阪府北区
規模：地上48階、地下1階、塔屋2階
延床面積：73,797㎡
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うめきた全体の開発区域にはオフィスや商業施設をはじめ多様な用途があり
ますが、グランフロント大阪オーナーズタワーはその街区で唯一の分譲集合住宅
です。一般的に集合住宅は、事業スキームや竣工後の管理形態の違いにより
全体開発の文脈から独立的な形態になるケースが多い中、本建物は街区の
デザインコンテクストに則り全体計画の一員となるべく計画されています。
具体的には、45m基壇部ラインの統一と都市回廊の接続や、オフィスのツイン
タワーが先進性を表現しているのに対し住宅棟は暖色のフレームで癒し寛ぎを
表現するなど、全体群像として街区の文脈と統合しています。さらに全体
開発のメリットを生かした以下の環境提案を行なっています。

■「各街区BEMSを一元化するネットワーク・マネージメントシステム」への参加
■「水と緑のネットワーク」への参加と管理形態の整合
■「省CO2の見える化としてのスカイスリット」による自然換気機能

スカイスリット（高層棟中央のくぼみ）による彫りの深さや庇の繊細な表情は、
従来のマンションにありがちなアウトフレームの単調な表現からの脱却にも
つながっています。
その他、様 な々実効性の高い省CO2技術を採用しています。
・自然換気、太陽光発電パネル、太陽光温水パネル、クールチューブ、雨水再生
水利用、屋上緑化、Low-Eガラス、LED照明、潜熱回収型給湯暖房機
｠
住まいの基本性能としては、SI（スケルトン・インフィル）構法を有するとともに、
災害対応として免震構造の採用と緊急時の基本生活を維持するLCP（Life・
Continuity・Planning：エレベータの稼働や汚水施設の整備など）を提案し
実現しました。

グランフロント大阪オーナーズタワーの取り組み

グランフロント大阪全体街区での取り組み

GRAND FRONT OSAKA



所在地：東京都中央区
規模：地上29階、地下4階、塔屋2階

延床面積：93,530 m2

協力 : 松竹（株）、（株）歌舞伎座
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GINZA KABUKIZA（歌舞伎座＋歌舞伎座タワー）は、この場所で120年以上
にわたって、伝統芸能「歌舞伎」の殿堂として親しまれてきた歌舞伎座を建替え
るプロジェクトです。
劇場の歌舞伎座だけでなく地上29階建ての歌舞伎座タワーを背後に併設し、
地下鉄東銀座駅と直結した地下広場（「木挽町広場」）を整備するなど、銀座
の都市再生に貢献した新たな文化の創造・発信拠点を構築しました。
今回、劇場の計画においては、外観は第四期歌舞伎座の意匠の継承を、内部
においても従来の舞台・客席構成・ロビー空間を踏襲しつつ、観劇環境の改善、
バリアフリー性能の確保、WCのサービス向上、舞台機能の充実、更に上質な
音響の追求等、新たな歌舞伎座に相応しい機能の導入を計画しました。また、
敷地の外に対しても木挽町通りの環境整備や明るい地下歩行空間の整備な
ど周辺環境の充実も図りました。

時間の継承

事務所については、南側にコアを配置することで大幅な熱負荷の削減を図り、開口部についても
Low-Eガラス、竪庇の採用など、日射負荷の制御に配慮しました。ペリメータについては窓台下
よりブラインドと窓の間に給気するエアバリア方式を採用し、ブラインドBOXより排熱する計画
としています。

熱負荷の削減

事務所照明はセンサー調光による適正照度補正を行い、省エネに配慮した計画としています。
また、10kWの太陽光発電システムを高層棟屋上に設置し、低圧系統連携を行っており、商用
停電時には自立運転により小容量ながら臨時電源を確保できるシステムとしました。地下2階
の木挽町広場は災害時の帰宅困難者受入れを想定しており、階段を利用した自然換気と太陽
光発電により、停電時にも利用出来るよう配慮しています。

自然エネルギーの利用

約1700㎡の事務室エリアを4ゾーンに分けて空調機を配置し、更に約100㎡毎のVAVゾーニング
により空調を行っています。ペリメータのコールドドラフト対策として電気ヒータを設置し、外気
温度による自動運転を行っています。オフィス系統空調機は全て外気冷房、CO2制御を導入し
省エネルギーを図ると共に、熱量計によるエネルギー使用量の見える化を行っています。

設備システムの高効率化

低層部の劇場上部には屋上庭園を設け、5階の歌舞伎座ギャラリーと共に歌舞伎文化を発信する
とともにヒートアイランド対策にも寄与しています。地上部は建替え前には片側にしか街路樹の
無かった木挽町通りに対して、歩道を拡幅してシラカシやクロチクの植栽を行い、街路樹が途切
れていた晴海通りにもケヤキを列植をしています。敷地北側区道に接道する部分には、高さ5ｍ
を超える壁面緑化を行い敷地の内外において環境改善と共に街並み景観の向上を図っています。

緑化

GINZA KABUKIZA （歌舞伎座＋歌舞伎座タワー）
環境に配慮し伝統を受け継ぐ



所在地：東京都港区
規模：地上5階

延床面積：8,787㎡

太陽光発電

構造体である木造の柱をデザインに取り込んだエントランスホール

木造の柱、軒天井廻り

高輪の豊かな森に囲まれた建物

太陽光集熱パネル

屋根の小屋組
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高輪フォーラム
三菱地所グループにおける交流拠点づくりとしての環境の森の創造

高輪フォーラムは旧岩崎家高輪別邸のあった緑豊かな高台に位置しており、
南側には三菱グループが使用する開東閣があります。本建物は三菱地所
グループの新入社員同士が自主性を重んじながらも結束し共に成長しあえる場
として計画され、社員寮203室及び研修施設という２つの施設から構成されます。

高輪フォーラムにける環境配慮

研修棟には木構造を採用し、柱・梁・小屋組にカラマツ・スギなどの国産木材を
使用しました。これは木材が成長する時にCO2を吸収するという特性から空気中
のCO2を固定化し地球温暖化防止に貢献する事、森林整備にも寄与する事、
高輪という豊かな環境に相応しい素材である事から採用しております。一部
の木材につきましては山梨県産材を使用しており、
三菱地所CSR活動において「空と土プロジェクト」
として2008年度から山梨県と提携して行っている
「都市と農山村との交流活動」とも関連しております。
また、港区の「みなとモデルCO2固定認証制度」に
おいて、基準量の10倍の国産木材を使用し、区内で
初の★★★（最高ランク）認証を取得致しました。

構造体としての国産木材の活用

建物のインフラシステムとして非常時においても外部からの供給に頼ること
なく3日間の最低限のライフラインを確保する計画としております。電気に
つきましては50kWの太陽光発電設備・200kWの非常用発電機・30kWの蓄電池
を設け、建物内で発電・蓄電を行っております。給排水についても84㎥の受水槽・
141㎥の汚水槽・1日に夏季は89kW、冬季は57kWの熱量を発生する太陽光集熱
パネルを社員寮用の共同浴場に使用する為に設け、各種インフラが遮断された
場合においても防災拠点として機能するように計画をしております。

防災拠点としてのインフラシステムの構築

上記のような様々な先進的な試みを実施することにより、これらを実際に体現
するモデルプロジェクトとして「環境の森」を創造し、この建物を使用する三菱
地所グループ社員が共に学び成長しあえる建物となることを願っています。

「環境の森」の創造



連系協議 
（電力会社） 

接続契約 
（電力会社） 

運用開始 
（電力会社） 

期間 約３～４か月  
※事前協議を含む 

電力受給契約 
申込書受付時 

建設工事 
（造成工事） 

設備認定 
（経済産業省） 

期間 約１か月 

2012年 2013年 2014年 2015年 2032年 2033年 2034年 2035年 

40円/kWh 

36円/kWh 

※買取価格は1年毎に見直し 

※継続買取の可否は未定 

買取価格適用 買取期間開始 

ことば

感性ひと
事象
・
環境

数字

ことば

感性

数字

環境ポテンシャルマップ

ひとと事象・現場の間の3つの関係性（3つの認識の方法）

所在地：静岡県御殿場市
造成面積： 15,300 m2
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東日本大震災による原子力発電所の事故以降、国内のエネルギー源が見直され、
再生可能エネルギーの活用が注目されています。また、固定価格買取制度の施行
により、事業採算性も飛躍的に向上し、各地でメガソーラー建設が進んでいます。
メガソーラー計画では、施設設計だけでなく経済産業省や電力会社、都市開発
関連の行政確認など各諸官庁協議が重要であり、電気担当、土木・都市開発担当
が協働して進めるプロジェクトです。
写真は東富士リサーチパーク内に設置したメガソーラー（パネル容量1,064kW）です。

東富士リサーチパークメガソーラーサイト
CO2ゼロのクリーンな新エネルギー・太陽光発電

白百合女子大学は文学部のみを有する単科の女子大学です。そのキャンパスは
東京都調布市に位置し、かつては津村薬草園として利用された土地に立つ、
緑にあふれたキャンパスです。
このキャンパスにおいて私たちは、学生とともにキャンパスのポテンシャルを発見
すべく様々な調査を、大学カリキュラムの一環として、文学部の先生のご指導を
仰ぎながら行いました。今回の調査の特徴は、環境を物理的な環境だけでなく人の
営み全般として捉えたこと、また、その環境の認識の方法にあります。環境調査に
おいては、物理的な測定器具等を用いて、環境を観測、評価することが一般的です。
これは環境を「数字」で認識しているといえ、明快且つ他の環境との比較という
点でも非常に優れた方法です。しかし、ひとが環境を認識する方法としては
「数字」だけでなく、「ことば」や「感性」による認識があります。今回の調査においては、
物理的な「数字」での認識に加え、文学部学生の「ことば」と「感性」を活かして
キャンパスが有するポテンシャルを把握しました。
例えば、キャンパスの四季の色の変化を日本の伝統色で表現したり、キャンパスの
あらゆる地点の雰囲気を色や香り、音楽にたとえてみたりといった方法です。これ
らをポテンシャルマップとして図化し、物理環境調査や歴史調査などの結果と
重ね合わせると、キャンパスのなかで教育的に価値の高いエリアや、学生が快適
に感じるエリアの特徴などが浮かび上がってきました。
キャンパスの魅力や価値を学生自らが見つめ直し、新鮮な「ことば」と「感性」により
キャンパスを表現した本調査は、今後のキャンパスの魅力向上に向けた示唆が
多く含まれているといえるのではないでしょうか。そして、このような多様な視点で
環境を捉える姿勢は、キャンパスに限らず、あらゆる空間の設計に深みをもたせる
基盤となることでしょう。なお、本調査を含めた大学カリキュラムの成果は、今後、
本として出版される予定です。

白百合女子大学キャンパス環境ポテンシャル調査
キャンパスの潜在能力を読み解く　＜感性・ことばによる環境評価の試み＞



1.19

2011年度 2012年度 2013年度

1.29

1.36

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

竣
工
年

2
年
目

3
年
目

ノースゲートビル

性能検証と性能向上の取組

※システムCOP＝供給熱量÷入力エネルギー（電力・ガス）

システムCOPの向上

システムフロー図

改善

運転

提案

運転データの収集

データ分析、コミッショニング

冷温水発生機
1,000RT

冷温水発生機
1,000RT

冷温水発生機
1,000RT

冷温水発生機
1,000RT

冷温水発生機
1,000RT

真空式
温水ボイラー
465kW

真空式
温水ボイラー
465kW

ブライン
ターボ冷凍機
447RT

ブライン
ターボ冷凍機
447RT

氷蓄熱槽
6,600RTh

ターボ冷凍機
1,000RT

（熱媒過流量制御）

ターボ冷凍機
1,000RT

（熱媒過流量制御）

インバータ
ターボ冷凍機
500RT

（熱媒過流量制御）

インバータ
ターボ冷凍機
500RT

（熱媒過流量制御）
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大阪エネルギーサービス第2地域冷暖房施設
わが国トップクラスのエネルギー効率を達成

本地域冷暖房プラントは、大阪駅ノースゲートビルディングならびに駅施設の
一部増築に合わせて、供給面積約200,000㎡となる地域冷暖房施設として、
ノースゲートビルディング内に新設され、2011年5月より供給を開始しました。

1. 地域冷暖房プラント設備概要

その結果、運用開始１年目に設計目標値プラントシステムCOP1.19を達成する
ことができました。
翌年は、運転管理者（オペレータ）が主体となり、様々な創意工夫や、月１度の
チーム検討会（事業主、設計者、施工者、オペレータ、需要家の協力等）での
協議により、効率的なプラント運用の追求を目指しました。結果として、これまで
トップクラスの全電気方式地域冷暖房プラントでしか達成し得ていないシステム
COP1.29を2年目に実現し、3年目の現在は1.36の達成が見込まれています。

旗艦駅にふさわしい地域冷暖房施設として、日本No.1のエネルギー効率を
達成すべく、最適設計と竣工後の運用においても効率の追求を行いました。

（1） 統合的最適設計
年間に生じる多様な運転条件下において、個別要素の最適設計から関係する
全ての要素の統合的最適設計を行いました。年間負荷変動に対する冷凍機の
適切な台数分割、インバータターボ冷凍機の最適運転制御、熱媒過流量制御、
冷却塔切替システムなど最大限のパフォーマンスが発揮できるシステムを構築
しました。さらに、設計時に竣工後の運用・メンテナンスまでを十分考慮した
設計を行い、熱供給事業において要求される経済性と供給安定性に配慮
しつつ、熟練したオペレータを有する地域冷暖房においてこそ可能となる高度
な運用技術を前提とした計画を行いました。
（2） 効率的なプラント運用の追及
施工時から竣工後1年をかけてコミッショニング（性能検証）を徹底し、性能の
確認と共に、更なる効率向上を図るべく、運用改善を実施しました。

2. 最適設計と最適運用～日本No.１への取り組み



窓の性能（熱・光）

・窓面積（開口部）
・ガラス種別（熱・光）
・エアフロー、ダブルスキン等

●
●
●

項目アイコン凡例

・熱と光のバランスを取る項目
・設計上の工夫が大切
・コストをかければ性能UP

●
●
●

照明環境（性能・設定値）

・設定照度値 x 視環境設計
・照明器具効率・調光特性

●
●

立地・窓面方位

・都市（気象）
・窓面方位
・周辺状況

外部　日射遮蔽

・庇、横フィン
・縦リブ

●
●

ブラインド等

・手動／自動（制御内容）
・色、透過率、拡散率

●
●

室内状況

・反射率
・天井高

●
●

部屋の奥行 ●

解体費
建設費

保全費

修繕費

エネルギーコスト

設計費

空調エネルギー
（外部熱対応）

外気冷房

アンビエント照明化昼光利用 + 日射負荷削減 シンクライアント

高効率空調 +自然換気

空調エネルギー
（内部発熱対応）

換気・除湿・
加湿エネルギー

日射熱取得
温度差熱取得

日射熱取得
外気熱取得

人体
発熱照明・機器 昇降機 給湯

空調（顕熱）

専用部

共用部

人体
発熱
7W/m2

照明電力 コンセント電力 人体潜熱
5W/m2

高効率除湿

オフィスビルエネルギー消費構造（色塗り部合計で約80W/m2）
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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だ
けでなく、その電力に相当する発熱を冷やすために更に空調エネル
ギーが消費されています。一般にオフィスで最大のエネルギーを消費
しているのは空調設備と言われていますが、その熱負荷の2/3近くは
人工照明とOA機器が室内で使用する電力が熱となって空調負荷と
なったものです。
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＆アンビエント照明による照明電力の削減は、照
明発熱による空調負荷削減にもつながり、照明で削減したエネルギー
の約1.5倍のエネルギーを削減する効果があります。

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。
その時、建物のライフサイクルコストで大きな割合を占めているエネルギー
コストは更に大きくなってしまうため、エネルギー効率の劣る建物は経済性
からも使用されなくなって行く可能性があります。ロングライフを実現するには、
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。

それを経済的に実現するためには、
建物のエネルギー使用構造に対し
効果的な「体質改善」を図る事が
大切であり、それは大きな意味で
「自然の活用」といったテーマに
繋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に優れる
事にもつながります。

ロングライフビルではエネルギー削減がより重要に

雪だるま式にふくれ上がるエネルギー消費を
減らすには建物の体質改善が大切

環境技術マニュアル「環境の勘所」の紹介

環境技術推進室

昼光利用と空調負荷
ガラス種別や窓廻りのシステムを検討し、
窓からの熱取得を軽減しつつ、ブラインド
制御等を利用して最大限に昼光を取り
入れることにより、省エネルギーが可能と
なります。
昼光利用による照明＋空調のトータル
エネルギー削減には、外装性能、室内環
境等の様 な々要因が関与しています。

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
の融合したプロジェクトを実現しようとしています。
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
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
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
下でご紹介します。

環境に配慮したデザインとエンジニアリングの融合



ボイドを利用した温度差換気のシミュレーション例

事務室内の空気が勢いよく排気されている

仕切り

SS1

光の利用風の利用

気温15～26℃

居室（発熱エリア）26℃

エ
コ
ボ
イ
ド

②ボイド上部の開口を大きくする

中性帯

①搭屋等を利用して
　ボイドの中心を高くする

③ボイド下部からの
　外気の流入を減らす

ELVシャフト等の竪穴を
極力温度差換気部分と
切り離す

E
L
V
シ
ャ
フ
ト
等

SUN

日射遮蔽ルーバー

エアフローウインドウ

自然換気

自然換気窓
（定風量換気装置）

自然換気窓スイッチ
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外気が自然に建物内に入って出て行く原理には、温度差換気と風力換気の
２種類がありますが、これらの効果についてもシミュレーションを行って評価する
必要があります。

ボイドの駆動力による温度差換気を計画するためには、中性帯（ボイド内と
外部の圧力差が０となる部分）を換気対象居室より高くする必要があります。
①搭屋等を利用してボイドの中心を高くする、②ボイド上部の開口を大きくする、
③ボイド下部からの外気の流入を減らす、等の工夫が重要です。

エコボイドを利用した自然換気

エコボイドの利用イメージ

the effort for environmental symbiosis 2013

中央制御可能な自然換気窓システム シースルー型太陽光発電
パネルを利用したトップライト

アトリウム排煙窓を利用した自然換気システム
外壁サッシ下部に定風量機能を有した自然換気窓を
設置し、窓開けと同様の効果による自然換気を行う。
中央から遠隔操作を可能とし、気象条件により
許可／禁止の設定を行う。

中間期などに、トップライトに設置した排煙窓を換気
窓として開放することで、ボイド内に生じる煙突効果に
よる効率的な自然換気を行う。

エコボイド
エコボイドを利用し、昼光利用と自然換気の
促進をはかる。

トップライトガラスに、光を透過する
シースルー型太陽光発電パネルを設置
することで、アトリウム内に自然採光を
取り込みながら、太陽光エネルギーに
よる発電を行う。
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