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「丸の内パークビルディング・三菱一号館」に係る 
一連の設備性能検証について

はじめに

近年再開発が進む東京丸の内地区が日本有数のビジネ
スセンターとして広く認知される中，本街区は文化性と
環境をテーマとした丸の内再構築の第二段階初の開発と
位置付けられてスタートした。

写真－ 1に街区全景を示す。本計画では，文化性と
環境というテーマを実現するため，丸の内の歴史の継承
となる三菱一号館（ジョサイア・コンドル設計，1894年
竣工，1968年解体）の忠実な復元および美術館としての
再生に加え，最新技術の導入による高い省エネルギー効
果と快適な室内環境の実現が求められた。建設から運用
段階におよぶ性能検証とそれに基づく最適化調整が必要
不可欠とされたため，テナントにも多大な協力を得て，
建設段階の実大模型実験を始め，竣工後 2年以上に及ぶ
性能検証と最適調整による性能実現が特徴となっている。

■ 事例研究
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1．建物概要

本街区は延床面積約205,000m2の大規模複合建築とし
て，2009年 4 月に竣工した。図－ 1に施設断面構成を，
図－ 2に基準階平面図を示す。丸の内パークビルディ
ングの 8階～ 34階の基準階は高規格なテナントオフィ
ス仕様であり，各階床面積約5,000m2の規模となってい
る。また，三菱一号館は地上 3階建の煉瓦組積造で，地
下の免震基礎を介して街区と一体化した構造となってお
り，美術館として2010年 4 月にオープンした。表－ 1
に建築および設備概要を示す。

2．高性能窓システムの導入

2．1　高性能窓システムの計画と性能検証
丸の内パークビルディングでは，ペリメータの熱的性写真－ 1　街区全景

図－ 1　施設断面構成
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能を高め，インテリアと温熱環境を均質化するペリメー
タレス空調システムを計画し，性能とメンテナンス性か
ら基準階全方位の窓システムにエアフローウィンドウ
（AFW）を採用した。高い日射遮蔽性能と冬期ペリメー
タゾーンでのコールドドラフト抑制が不可欠であり，断
面構成を屋外側から遮熱型Low-E複層ガラス＋空気層＋
単板フロート透明ガラスとした上で，ペリカウンタ下部
から室内空気を吸い込みペリカウンタ内部を通気後
AFW内へ流入する仕様の導入を決定した。
また，AFWの中空層に内蔵した明色スラットの自動制
御ブラインドにより，日射の状態に応じたスラット角度
の制御による積極的な自然光の導入および高い眺望性を

確保した。制御の判断基準となる直射日光の検出は，屋
上に設置した太陽追尾型センサーによって行っている。

2．2　高性能窓システムの性能検証
図－ 3に窓面の熱貫流率と各方位の日射熱取得率を
示す。窓廻りおよび屋上に各種計測機器を設置し，断熱
性能，日射遮蔽性能，光学特性，制御性能等を計測・確
認した。AFW運転時の熱貫流率は0.6W/（m2･K）程度
を一定に推移している。
また，日射熱取得率は日射熱負荷が最も大きい夏期の
西方位においても0.1を若干上回る程度，他の方位では0.1
以下となっており，方位や直達日射の入射状況によらず
高い日射遮蔽性能を発揮していることを確認した。

2．3　窓廻り温熱環境の性能検証
図－ 4に夏期および冬期代表日における室内断面温
度分布およびPMVの測定結果を示す。基準階事務室に
各種計測機器を設置し，温熱環境の計測を行った。居住
域高さにおいては，夏期・冬期ともPMVは窓面からの
距離によらず±0.5に収まり，またペリメータゾーンの
温度分布も小さく，良好な温熱環境が形成されているこ
とを確認した。
また，冬期空調立ち上がり時におけるAFW通気の有
無による窓面付近の断面温度分布から，ペリカウンタ下

表－ 1　建築・設備概要
建築名称 丸の内パークビルディング・三菱一号館
所在地 東京都千代田区丸の内 2丁目 6番 1号
竣工 2009年 4 月30日

面積

敷地面積 11,931.79m2

建築面積 8,280.04m2

延床面積 204,729.92m2

三菱一号館 6,469.03m2

主用途 事務所，店舗，美術館，DHC施設，駐車場

階数
丸の内パークビルディング 地下 4階・地上34階・塔屋 3階

三菱一号館 地下 1階・地上 3階

高さ
最高高さ 170.0m
基準階階高 4.41m
基準階天井高 2.85m

構造
丸の内パークビルディング SRC，S造

三菱一号館 煉瓦組積造，基礎免震

空調設備
概要

熱源設備 地下 4階DHC施設より冷水・蒸気受入

空調

基準階事務室：
可変風量単一ダクト（VAV）方式（ペリメータレス空調方式）
店舗：
外気処理空調機＋ 4管式ファンコイルユニット方式

排煙
全館避難安全検証法による排煙方式
（三菱一号館：第 2種排煙）

衛生設備
概要

給水設備
上水・中水の 2系統，高置水槽・加圧ポンプ併用方式，
非常災害用井戸濾過設備

給湯設備 電気湯沸器による局所給湯方式

中水道設備
雑排水，厨房排水，雨水，空調ドレン水を原水として処
理し，便所洗浄水に再利用

消火設備
屋内消火栓，連結送水管，スプリンクラー（湿式，予作
動式），閉鎖型泡消火（駐車場），窒素ガス消火

電気設備
概要

受変電設備
6.6kV特別高圧ループ式2回線受電方式，特別高圧変圧器
12,500kVA× 2台

非常用自家発電設備 ガスタービン発電機6.6kV，2,500kVA× 2台

照明設備
0.6mグリッドFHP45W×1灯用，Hfインバータ昼光利用
調光制御（最大700lx）

コンセント設備 基準階事務室にて75VA/m2

太陽光発電設備 約60kW

図－ 2　基準階平面図

図－ 3　窓面熱貫流率と各方位の日射熱取得率

図－ 4　室内断面温度分布及びPMV
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部からの吸込みにより，運転開始10分後には床面付近の
冷気溜まりが解消され，室内環境が安定するまでの時間
を短縮していることが確認された。

3．高性能設備システムの導入

3．1　空調システムの概要
図－ 5に基準階事務室の空調フローを示す。基準階

事務室の空調システムは可変風量単一ダクト（VAV）
方式+全方位AFWによるペリメータレス空調としてい
る。VAVは50～ 65m2ごとに 1台，基準送風量：25m3/（h・
m2），外気導入量:標準 5 m3/（h・m2），外気冷房時最大
12.5m3/（h・m2）とし，AFW通気量は100m3/（h・m）
とした。外気量制御としてCO2制御，外気冷房制御，エ
アーフロー熱排気制御の 3つの制御を導入しており，室
内外温度差およびエアーフロー温度（AFW内通気温度）
と外気温度の差に基づき，空調エネルギーが最少となる

ように 3制御のいずれかを選択している。エアーフロー
熱排気制御とは，冷房期にエアーフロー温度が外気温度
より低い場合は天井循環用MD（熱回収MD）を開け，
天井内に一部のエアーフロー排気を戻すことで冷房負荷
の軽減を図る仕組みである。

3．2　空調機インバータ制御の検証
基準階空調では，給気風量が最小に向かうように給気
温度を細かく調整するロードリセット制御を導入してい
る。これにより，各VAVが要求風量を満たしつつ極力
全開に近い状態になるまでインバータで空調機ファンの
モータ回転数を下げ，ファン動力の抑制を図っている
（VAV統合制御）。

図－ 6に検証対象とした代表空調機における空調処
理熱量と給気温度・給気風量の関係を示す。2010年夏期
においては，大部分の時間帯で給気温度が下限値に張り
付き，送風量を増大させて熱負荷に対応している様子が
見られた。そこで，2011年夏期には空調機の給気温度下
限を17℃から16℃に変更した結果，給気風量が大きく削
減された。また，全熱基準の空気搬送システム効率
（ATF*）は平均値が30以上と非常に高い数値となって
いることが確認され，VAV統合制御および高性能窓シ
ステムによるペリメータ負荷の抑制によって，空気搬送
動力が大幅に削減されていることを確認した。

3．3　ペリメータレス空調の検証
図－ 7に南方位におけるAFWの処理熱量およびペリ
メータ・インテリア系統の室内負荷と日射量の関係を示
す。夏期・冬期のAFW処理熱量は日射量の増加に伴っ

図－ 5　基準階事務室の空調フロー

図－ 6　空調処理熱量と給気温度・給気風量



2013・9・建築設備士　　37

図－ 7　AFW処理熱量及び室内負荷と日射量の関係

て処理熱量も増大しており，日射熱負荷がAFWによっ
て適切に処理されていることが確認できる。一方で，ペ
リメータとインテリアの空調処理熱量は，日射量に関係
なく一定に推移していることから，AFWによって日射
の影響が大幅に抑制され，年間を通じてAFWによるペ
リメータレス空調が実現されている。

3．4　可変揚程型VWV（VWV-VM）システムの検証
冷温水送水ポンプの制御には，空調機の制御情報をも
とにポンプ供給圧力設定を変更する可変揚程型VWV
（VWV-VM:バルブモニタリング制御）を導入した。こ
の制御では，ポンプ系統につながる全空調機の制御弁開
度情報を監視し，必要な水量を維持しながら制御弁が極
力全開になるまでインバータによってモータ回転数を下
げてポンプ動力を低減するため，通常の吐出圧一定
VWV制御方式より，省エネルギー効果が大きい。

図－ 8に中層冷水系統におけるWTFと冷水負荷流量
のトレンドグラフを示す。負荷が大きい夏期は往還温度
差が12℃以上となり，月平均WTFが300近い値となって
いる。また，中間期である10月， 5月， 6月のWTFは，
流量が減って配管抵抗が小さくなる効果により，夏期よ

り更に高い350前後の数値となっている。
図－ 9に差圧一定制御方式（VWV制御とする）と比
較した，送水ポンプエネルギー消費量の比較を示す。
2009年 9 月～ 2010年 2 月にかけての合計値による比較
では，各冷水送水系統のエネルギー消費量の低減率がそ
れぞれ低層32％，中層52％，高層14％となり，VWV-
VM制御が有効に機能していることが確認された。

3．5　インバータ制御スプリンクラーシステム
丸の内パークビルディングでは，高い消火性能と水損
被害抑制の観点から予作動式スプリンクラー設備と共
に，今回開発したインバータポンプによる圧力制御シス
テムを低層部に採用した。

図－10にスプリンクラーポンプ圧力制御システムの
概念図を示す。流水検知装置の圧力スイッチから放水信
号を受信することにより放水エリアを特定し，同エリア
に応じたポンプ送水圧力を設定することで，どの部位に
おいても適正圧力で給水することが可能となる。作動時
に，スプリンクラーヘッドの散水性能が向上するととも
に，過剰な散水による二次災害を抑制できるシステムと
した。

図－ 8　WTFと冷水負荷流量のトレンドグラフ 図－ 9　送水ポンプエネルギー消費量の比較



38　　建築設備士・2013・9

4．美術館として復元・再生された三菱一号館

4．1　復元建物における設備計画と施工上の取組み
写真－ 2に復元された三菱一号館の全景を示す。旧
三菱一号館は，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，老朽化
などの理由から昭和43年に解体された建物である。今回，
復元の基本方針に沿って極力当時の仕様としたが，もと
もと空調や防災設備の無い建物だったため，美術館利用
に必要な設備等は現行法規に合致させた上で，付加的に
天井から吊り下げた設備プレートに集約し，露出で納め
ている。図－11に展示室断面を示す。

図－11　展示室断面

図－12　展示室内温湿度（ 2階展示室 2 - 5 ）

4．2　耐火性能確保のための対策と実証試験
三菱一号館は現行法規では耐火建築物とする必要があ
るが，屋根を木造トラスで構成しているため，耐火構造
には適合しない。法的要求を満足するため，設備貫通お
よび天井内のダクト，配管，ケーブルの防火仕様を設定
し，実験で耐火性能を満足することを確認し，木造トラ
ス屋根の下側に耐火層（強化石膏ボード21mm， 3枚貼
り）を設ける仕様とするなど，随所に工夫を凝らした。

4．3　展示室要求性能のための空調対応と性能検証
三菱一号館の展示室は1部屋の面積が小さいため，空
調機械室スペースの制約上，空調機は 2～ 4の複数展示
室ごとに設置し，各展示室はVAVにより制御すること
とした。展示室の温度制御は，給気温度のロードリセッ
ト制御としているが，極力風量を多く確保し，温湿度の
安定に配慮している。

図－12に展示室内温湿度を示す。竣工後の枯らし期
間の当初，温湿度の設計条件は満足していたが，図－12
（上）に示すように，美術品にとって好ましくない短周
期の温湿度変動が見られたため，2009年 7 月～12月にか
けて，給気温度・給気露点温度設定値の変化幅を小さく，
また変更周期を長くすることで急激な追従制御を行わな
いように空調制御パラメータ調整した。さらに送水温度・
圧力等の変動を吸収できるように，設定値に対する冷水
弁・温水弁・加湿器・VAVの追従性を向上させた結果，
図－12（下）に示すように調整前のような短周期の温湿
度変動は解消されている。

5．一次エネルギー消費量実績と評価

図－13に丸の内パークビルディングのオフィス用途
について，年間一次エネルギー消費原単位※1を示す。
1,158MJ/（延m2･年）の実績値が得られ，比較対象とし
た全国統計値の平均的ビル※2と比較して，空調設備関連

写真－ 2　復元された三菱一号館全景

図－10　スプリンクラーポンプ圧力制御システム概念図
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エネルギー消費量（熱源＋空調搬送）の割合が約31％と
非常に小さくなっており，また全体で40％以上少ないエ
ネルギー消費量となっている。

終わりに

当プロジェクトのような高規格のテナントビルでは，
一般に設備容量に十分な余裕を見込んだ設計とするが，
送風や送水制御においては部分負荷に追従して高い搬送
効率を維持することが，省エネルギー上不可欠である。
また，採用した多くの省エネルギー対策が，運用時に設
計意図どおりに性能発揮されて初めて，期待されるエネ
ルギー性能が達成される。これらを実現するために，竣
工後 2年以上に及ぶ性能検証とそれに基づくチューニン
グを実施した結果，高い省エネルギーの達成と室内環境
の向上を実現することができた。通常，テナントビルで
の竣工後の性能検証は制約が多いが，入居テナントの多
大な協力とBEMSデータの活用により，効率的な検証が
可能となった。また，三菱一号館の復元においては，復
元の技術的な解決以前に，忠実な復元の意義について時
間を掛けて議論し，設備のあり方について方針を定め，
それに向かって様々な設計・施工上の工夫を行い，本格

的な美術館として再生することができた。
今回得た設計上の知見や施工上の実績，性能検証の経
験をもとに，さらに技術を高め，今後も続く丸の内再開
発等の計画に活用していきたい。
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◇　　　　　◇　　　　　◇ ◇　　　　　◇　　　　　◇

【計算引用値】
※ 1　一次エネルギー換算係数：
　　　電力：9.76MJ/kWh，ガス：45MJ/Nm3

　　　熱量：DHC月別販売システムCOP換算値
※ 2　比較対象ビル：
　　　一般財団法人　省エネルギーセンター
　　　		延床面70,000m2以上オフィスビル統計データ中央値

図－13　年間一次エネルギー消費原単位


