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低層群
建築高：5m-20m
主用途：住宅施設
地表近くの風向を
変えている。

低層群の住宅や
街区に影響をう
ける風。街路に
沿い流れている。

高層群
建築高：80m-150m
主用途：業務施設
大きい容積と平面
を確保する。

上空の
夏の卓越風

中層群に対応した商業施設と
して計画。塔状の建物を卓越
風の軸に間隔をあけ配置し、
見附面積小さくすることで、
中層群へ風を通す。建物間は
風の弱い広場となり店舗や公
園として利用し、採光を得る。

低層群に対応した住宅施設
計画。グリットに合わせる
ことで、街路の風を敷地内
に取込み、高さを合わせる
ことで、上空風を送る。

高層群に対応した業務施設として計画。複数ボ
リュームを卓越風の軸に沿って配置。高容積と大
きな平面を確保し、見附面積を小さくする。南面で
はチャンネル効果により風を敷地に取込む。所々
に東西軸の空所を持ち、中間期の通風を確保し、外
気と接する面を増やすことで自然換気を促す。

チャンネル効果
道に沿って流れている南か
らの風を敷地内に取り込
む。チャンネルする部分に
は、緑や池を配し、敷地に
入ってくる風を冷却する。

シェルター効果 
建物を密集させ
複雑にすること
で、風の弱い場
所を作り、公園
やショップなど
に利用する 

中層群 
建築高：30m-40m 
主用途：商業施設 
建物が密集している
ことで、風の弱い場
所を形成している。 

図 8. 周辺ボリュームと配置計画
中層群 高層群 低層群 計画敷地 
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周辺建物が多く、街路に
そって風は流れている。 

周辺建物が少なく、風向
通りに流れている。 

周辺建物や街路・街区を考慮しチャンネル
効果・シェルター効果などで風を整理する 

夏の卓越風に対して見付面積を小さくし、
後方に風を送る 
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図 7. 対象敷地と風配

安定 可変 

私的 公的 用途 

定期的 一時的 機械空調 

閉鎖的 開放的 空間の広がり 

重い 軽い 素材の質量 

小さい 大きい 気積 

静的・対流 動的・流動 空間の性質 
N 

南北面に水平な凹、東西面に垂直な凸を持つ
ことで、効果的に遮蔽する。表面に積極的に陽
と影の場所を作りだすことで相対的な温度差
で熱換気を促す。また凹凸部の通風により風
換気を促進し、室内環境を向上する。

周辺の [可変 ]は軽量部材を用いて構成され、
開放的な空間となる。用途は公的で空間の性
質は動的で流動的とし、外部条件を積極的に
変化させ、熱交換を行うことで、室内環境全体
を制御する。温度変化への抵抗が少なく、一時
的で局所的な機械空調が有効である。 

中心の [ 安定 ] は重い素材の主構造であり、閉鎖的
な空間となる。用途は私的で空間の性質は静的で対
流的とし、気積が小さい方が熱的な安定は大きくな
る。温度変化への抵抗が大きく、機械空調と兼用する
場合、定期的に全体を制御する方が効果的である。 

水平荷重 
鉛直荷重 構造の役割 

図 6. 空間構成モデル
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容積比熱[ki/㎥K]素材

モルタル

3,400kj/㎥K
4,200kj/㎥K
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表 2. 容積比熱

中心は熱容量が大き
く安定的であり、周辺
は小さく可変的であ
る。熱容量を変え安定
/ 可変な空間を作り
だすことで、外部条件
による室内環境の変
化に対し、機械空調に
よって室内環境をコ
ンロールするのでは
なく、まず使う人々の
行為や移動によって
室内環境を向上する。 

熱容量が大きく [安定 ]
熱容量が小さく [可変 ]

温度変化 (K)

必要 E(kj) [ 安定 ]

[ 可変 ]

0

図 5. 熱容量の違いによる入子モデル
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風は街路に沿って流れやすい

縮風効果
先細りの街路では風速が大きくなる

シェルター効果
建物が近傍し複雑に立ち並び
風が遮られ弱まる
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図 4. 建物の凹凸による風の吹込み図 3. 建物による風導入効果の比較

図 2. 建物と風の関係 

建築的手法  
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地域の気候風土に合わせた建物自体のデザインで、熱や光
や空気などの流れを制御して、地球環境への負荷を極力少
なくするとともに、快適な室内環境を得る設計手法のこと 

図 1. パッシブデザイン概念図 ( 建築設計資料集成［環境］/  日本建築学会 より）

( 建築設計資料集成［環境］/  日本建築学会 より）

1. 序　 近年、地球温暖化が顕著となり、環境負荷を軽減
するﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ手法が比較的小規模のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで数多
く提案されている。しかし、ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象や都市気候の
大きな要因となっている大規模建築では、設備やﾌｧｻｰﾄﾞ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞの部位の提案にとどまるものも多く、環境配
慮への意識を高めるためにもﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝを採用した全
体空間構成を考慮する必要があると考える。本計画は品
川駅東口再開発地区を対象に、建築及び室内環境を向上
する上でﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝを建築群全体の空間構成にまで発
展させ、具体的な提案を行うことを目的とする。(図1)
2. パッシブデザインの視点　
2-1. 外部構成の視点　風は建築及び室内環境を向上す
るための重要な要因であるため、建築群の外部構成から
風の挙動を制御する。建物は風の挙動に影響を及ぼし、そ
の効果はﾁｬﾝﾈﾙ効果、縮風効果、ｼｪﾙﾀｰ効果の３つに大きく
分類される。(図2) また、風の流れに対する建物の角度は
風の収縮・拡散に影響を与え、吹込みについては建物の間
隔[W]と高さ[H]の比率[W/H]が 0.7より大きい場合、風
が吹込みにくくなる傾向がある。(図3・4)
2-2. 内部構成の視点　室内環境において部材の持つ熱
容量に着目し、熱容量の大きさが異なる入子ﾓﾃﾞﾙを提案
する。(図5) 熱容量の大きい部分を[安定]、小さい部分を
[可変]と定義し、素材・構造・用途・設備・表層から検討を
行い、空間構成ﾓﾃﾞﾙを導き出した。(図6)
2-2.1. 素材と構造　熱容量は容積比熱と容積の積であ
り、使われ方によってその素材の持つ熱容量の値は異な
る。(表1)[安定]は熱容量が大きいため、素材の質量も大
きくなる。そのため壁や床・柱などの躯体として用いら
れ、構造体になりやすく、[安定]の空間は閉鎖的になる。
また、[可変]では素材の質量が小さくなり、開口や仕上げ
材などに用いられることから、[可変]の空間は開放的と
なる。
2-2.2. 用途　熱容量によって空間の性質が異なること
からその空間の用途を決定する。[安定]は私室などの静
的な用途に適し、対流的な空間とする。一方、[可変]は公
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2-2.3. 機械空調　[安定]は温度変化しにくく、機械空調
の負荷も大きいため、定期的な空調が有効である。一方
[可変]は変化しやすく負荷が小さいが 、外部条件の影響
に弱いため、局所的な一定時間の空調が有効である。
2-2.4. 表層　外部条件に合わせた表層の凹凸は、[可変]
において、相対的な熱の差による温度換気や、凹凸部の通
風による風換気を促進し、室内環境を向上する。
3. 敷地概要　対象敷地は品川駅東口再開発地区の最南
端に位置する高さ150m規模のﾋﾞﾙ群が立ち並ぶ約9ha
の敷地とする。(図7) 敷地北部の港南一丁目は再開発事
業によって150m規模の業務施設を中心とした大規模建
築が立ち並んでいる。一方、南部の北品川には20m以下
の比較的小さなｽｹｰﾙの住宅などが多く広がり、駅前周辺
では40m規模の商業施設が密集している。敷地周辺には
ｽｹｰﾙや主な用途が異なった3つの建物群が混在してお
り、対象敷地はその結節点である。また、環境調査書を用
いて風向を調べたところ、敷地上空風の主風向は南と北
北西であり、これは関東近郊の卓越風  に準ずることか
ら、夏が南、冬が北北西である 。しかし、地上３点の風配
を調査すると周辺建物の影響により違いが見られた。
4. アーバンリニューアル イン パッシブデザイン
4-1. 外部構成　建物の大きさ・配置が風の挙動に影響を
与えることから、ｽｹｰﾙ・用途の異なる３つの周辺建築群と
夏の南からの卓越風を考察し外部構成を決定した。(図8)

　

地表近くの卓越風に影響を与える南部の低層群に対応さ
せて住居施設を計画する。ｸﾞﾘｯﾄ・高さを揃えることで卓
越風を円滑に敷地に送り込む。次に駅前の主に商業であ
る中層群から南へ商業施設を計画する。塔状の建物を卓
越風の軸に沿い間隔を取りながら配置することで、見附
面積を小さくし、卓越風を北部に送ることが可能になる。 
地表近くではｼｪﾙﾀｰ効果により風を弱めた広場を計画し、
店舗や公園として利用する。さらに北部の高層群から業
務施設を計画する。複数のﾎﾞﾘｭｰﾑを卓越風の軸に沿い配
置され、高容積と大きな平面を確保し、風を北部に送る。
最南部のﾎﾞﾘｭｰﾑは街路から風を誘引するように配置し、
森や池を配することで、敷地に入ってくる風を冷却する。
4-2. 内部構成　外部構成から導いた配置・ｽｹｰﾙ・用途に
対し、空間構成ﾓﾃﾞﾙを用いて提案を行う。低層群に対応し
た住居施設は、中央に主構造としてのｺﾝｸﾘｰﾄのｺｱを持ち、
周囲をｶﾞﾗｽや木などの軽い部材で構成する。ｺｱ内は[安定]
で静的な私室、周囲は[可変]で動的な公室として使用す
る。また南北の開口から卓越風を室内の取り込み、表層が
凹凸することで日射取得や内部空間の気積を変化させ
る。中層群に対応する商業施設は、中央をｺﾝｸﾘｰﾄによる主
構造とし、周囲をｶﾞﾗｽ・鉄の軽い部材で構成する。ｺﾝｸﾘｰﾄ
部にはﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞや縦動線を配置し [安定]の静的な、周囲
の [可変]は外に開かれた空間となる。表層の凹凸により
内部空間の気積に変化を与え使用者の選択性を向上し、
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また凹凸により、[可変]である表層において日射取得の
差を用いた温度差換気や、風の誘引による風換気などの
自然換気を促し、中央のｱﾄﾘｳﾑから安定的な給気を行う。
5. 結　本計画はﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝによる空間構成の再編を
主題とし、風と建物の関係から新しい外部構成を提案し、

熱容量の安定度から内部構成を含む入子ﾓﾃﾞﾙを導いた。
これらの手法を応用し、ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨとして均一的な景観を作
り出している品川駅東口再開発地区の建築群を対象に、用
途や床面積を踏襲しながらｶｳﾝﾀｰ案を提示し、大規模建築
群においてﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝを空間構成や使われ方にまで

発展させた。これらは今後の都心における環境配慮型建
築の可能性を示すものであると考える。

　

表 1)各素材の一般的なものを抜粋 /最新建築環境工学 (田中俊六 /井上書店 /2006 年 )

1) 卓越風：最も頻度の高い風向のこと。/建築大辞典 (彰国社 )

2) 季節による主風向：関東近郊の主風向は夏季は南、冬季は北西といわれている。/建築

設計資料集成［環境］(日本建築学会 )

3）夏の卓越風向に対する建築物の見付面積を小さくすることはヒートアイランド現象緩和

に有効でる。/CASBEE-HI(財団法人建築環境・省エネルギー機構)

風を捕まえ換気を行う。高層群に対応する業務施設は中
央にｱﾄﾘｳﾑを内包するﾄﾗｽ型の主構造を持ち、表層は軽い
部材で構成される。ｱﾄﾘｳﾑを中心に天井高の低い静的な事
務ｽﾍﾟｰｽ、周囲に動線や会議ｽﾍﾟｰｽなどの動的な用途を配
し、外部条件の変化に対して使用者の選択性を高める。

N
N

N

N

NN

中層群

シェルター効果による広場

高層群

チャンネル効果のための広場

低層群

用途
中央のRCコアは[安定]であるため静的
な私室とし、個室や寝室などに使用する
。また、周囲の[可変]は動的な公室とし、
居間や玄関などに使用することで、住民
の用途に応じた使い分けを促す。

素材と構造
中央をコンクリートによる主
構造とし、重く閉鎖的な空間と
する。一方、周囲はガラスや鉄
などの軽い部材を用いて軽い
架構の空間を構成する。

用途
中央にバックヤードと縦動
線、また静的で閉鎖的なサ
ービスエリア配し、周囲に
は動的で開放的なサービ
スエリアを配する。

表層と気積
表層が凸凹すること
で内部空間の気積に
変化を与え、屋外バル
コニーや部分的な庇
を作り出す。気積の変
化と外部条件の変化
を積極的に作り出す
ことで、使用者の選択
性を向上させる。

風と換気
[可変]部において部
分的に風を導引し、ま
た凹凸によってできる
表層の不圧を利用し
換気を行う。[安定]部
は大きな熱量からナ
イトバージやデイバ
ージにより熱的に安
定しており、そこを中
心に換気を行うこと
で、フロア全体の自然
換気を行う。

安定

主構造

バックヤード

EV

可変

ガラス・鉄
コンクリート

素材と構造
中央のアトリウムを内包するトラス
を主構造とし、全体の構造を繋げコ
アと共に水平応力を確保する。一方
、周囲は軽い部材で構成され、外部
に対して大きな開口を持つ。

表層
凹凸することで、[可変]
部において相対的な熱
の分布を促し、温度換
気を行う。また表層部に
廊下・階段等の動線や
会議スペースを設ける
ことで、外部条件の変化
に対し、使用者の選択
性を向上させる。

用途
アトリウムを中心に天井高が低く、外気との接点
が少ない場所を[安定]とし、静的な業務スペース
に使用する。また表層に近く外気に多く接し、天井
高の高い場所を[可変]とし、廊下や階段、会議スペ
ースなどを配し、動的な活動に使用する。

風と換気
凹凸の[可変]部において部分的に風
を誘引する。また、そこで生じる不圧
によって換気を行う。中心のアトリウ
ムから安定的な空気を給気すること
で、フロア全体の自然換気を行う。主構造

安定

可変

アトリウム
デスクスペース
コミュニケーション

スペース

素材と構造
中央のコンクリートコアと東西のコンクリー
ト壁を主構造とし、中心のコア内に閉鎖的
な空間を持つ。また南北面はガラスや木材
などの軽い部材によって構成され、通風用の
開口が設けられ、開放的な空間となる。

気積
境界面の凹凸により内部空間
に気積の変化を与える。外部条
件の変化に対し、多様な室内
環境を持つことで、住民の選択
性を向上させる。  

調光
南からの光は深さの違う水平の庇によっ
て調整する。また、東西の光に対しては外
付の戸式縦ルーバーを窓面に取付ける。

ガラス・鉄
コンクリート
木材

安定
私室

主構造

可変
公室

風と換気
南北に開口を持ち、通気を
行う。さらに中央のRCコア
部も内部にたいして開口を
持つことで換気を行う。

外部構成
中層群に対応した商業施設。塔状の建物
を南北軸に間隔を持ちながら配する。
南からの卓越風に対する見附面積小さ
くし、卓越風を中層群に効率よく送る。ま
た、地面近くでは建物を密にすることで、シ
ェルター効果による風の弱い場所を計画
する。そのような広場は中層群の商業施設
や駅前広場の延長として、店舗のエン
トランスや公園などに利用する。

外部構成
高層群に対応した業務施設。複数ボリュ
ームを南北軸状に並べ、大きな平面を
確保し、卓越風に対する見附面積小さ
くすることで卓越風を高層群に送る。
また南面ではチャンネル効果により風
を敷地内に取込む。所々に東西軸の空
所を持ち、中間期の通風を確保する。
また外気と接する点を増やすことで、
大きな平面ながら自然換気を促す。

外部構成
低層群に対応して計画される住宅施設。
グリットを低層群に合わせることで、街
路の風を敷地内に取込み、また高さ合わ
せることで、上空の卓越風を北部に送る。
南面には池や木々が配され、低層群から
の風に対し冷却効果を持つだけでなく、
前面道路と住宅の緩衝帯としての役割も
持つ。さらに夏は住戸に対し木陰を作り
遮光を行い、冬季は落葉し光を注ぎ込む。

 

[安定]ベッドルーム [可変]リビングルーム

[可変]開放的な空間

高層群

中層群

低層群

シェルター効果によって作
られた風の弱い場所は、商
業施設のエントランスや
公園として計画する。

[安定]閉鎖的な空間

[可変]動的な用途[安定]静的な用途

低層群のグリット・高さに
対応することで、地表近く
の街路の風を捕まえ、上空
の風を後方に受け流す。

低層チャンネル効果によっ
て風が入り込む場所には、
木々や池が配され、吹き込
む風を冷却する。
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