日本平山頂
頂シンボル
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1F 展示スペース

1-1：富士山眺望の聖地である日本平のシンボルにふさわしいデザイン

3F 展望デッキ

2F ティーハウス／ラウンジ

1-2：名勝としての景観・環境を維持するようなデザイン

1-3：時間とともに価値が高まるようなデザイン

５：ランニングコストの縮減策

２：設備計画

○富士山眺望の聖地、日本平のシンボル 日本平は、その山頂部から四方へ視野が開け、 ○中央コアと片持ち梁による開放的な構造 名勝としての景観・環境維持のために、回遊ブ ○透明な楼閣建築 古くは弥生時代の見張り台であった「望
富士山の麗容が印象に刻まれた神聖な場所で、神話において大和武尊が周囲の平原を見渡 リッジの鉄骨を県産の杉板で覆うことで、周囲の自然に同化した仕上げとします。
楼」から、金閣、銀閣に代表される「楼閣」へ、また 16 世
した場所でもあり、その地勢そのものが「望楼」
（見張り台）の起源ともいえます。その地 ・建築：正方形の平面の中心に個室・倉庫・トイレ・機械室等の閉じた部屋を集約し、約６ｍ 紀以降は「天守」となるなど、楼閣は時代とともに人々の
名が示すように、神話の時代からこの国の統一したイメージを形成するシンボル的な場所 ×６ｍの耐震コアを構成します。これにより外周部は可能な限り無柱として眺望を開放します。 シンボル的形式として発展してきました。ここに提案する 3
でした。泉桶寺や延暦寺根本中堂が地勢を建築によって具現化したように、ここ日本平が ・回遊ブリッジ：現況の園路に手を加えないよう柱を園路脇に約７ｍ間隔に配置し、偏芯 重の屋根は、庇と手摺を兼ねた木製ルーバーとして、光や風
潜在的に担ってきた「望楼」という地勢を楼閣形式として再現することを提案します。
ブレースを用いた片持ち梁形式で地上５〜 7 ｍに浮かぶ回廊を支えます。
を透過しつつ、強い雨風や熱を遮蔽し、これまでに例を見な
・柱梁の被覆：県産の杉材を用いて構造体である柱・梁を覆い、周囲の自然に同化した表 い近代的な和風の意匠を実現します。簡素ながらも魅力的
情をつくります。
で、時間とともに価値が高まるような建築を目指します。

○自然再生エネルギーの活用・環境負荷・維持管理コスト低減策 積極的に自然採光を行い、適正な照度 ○光熱費削減の方針
設定を行うことで照明エネルギーを低減します。一般照明にはエネルギー効率のよい LED,Hf 蛍光灯をベー
システム制御
エネルギー消費の見える化を導入
維持管理
四周に回るテラス 外壁やガラス面の汚れの清掃が容易になります
スとし、昼光利用制御、初期照度補正、人感センサー、タイマー制御を導入し、空調・換気設備には全熱
自然採光と適正照度 自然採光を行い、適正な照度設定を行います
交換器、予冷・余熱運転、居住域空調を導入してランニングコストを低減します。
電気設備

空調・

鉄骨耐震
ブレース・コア構造

ロビー

木製ルーバーによる風雨・日射遮蔽
強い日差し・風雨を遮蔽し、
昼光や風を柔らかく取り込む

ゲスト
ルーム

換気設備

偏芯ブレース付き鉄骨柱

大和武尊像

吟望台から望む富士山

泉涌寺

展示スペース

水盤により冷やされた空気
を建物内に取り入れる

水盤
銀閣寺

３：平面計画

金閣寺

床面に冷温水管を敷設し、
放射冷暖房による居住域空調

４：配置計画

ティーハウス
機械室

富士山
清水港

展望デッキ

南アルプス

事務室
キッチン

ロビー

ラウンジ

展示スペース

三保松原
吟望台

展望デッキ

倉庫

御前崎
大崩

スト削減を行います。

ボランティア

LED 照明

一般照明は LED,Hf 蛍光灯をベースとします

照明制御

昼光利用制御、人感センサー、タイマー制御を導入します

受変電設備

デマンド監視装置によりランニングコストを低減します

全熱交換器

全熱交換器 / 自然換気を採用します

予冷・余熱運転

外気負荷削減のため予冷・予熱運転を行います

居住域空調

床面に冷温水管を敷設し、居住域空調を行います

設計経験を これまで設計してきた施設からのフィードバックを本施設に反映
生かした提案 させ、利用しやすく安全で低コストのシンボル施設を提案します。

○迎賓空間（２階） 来訪者へは県産品であるお茶や
茶菓子を中心に提供できるよう２階にはカフェ、ラウン
ジを配置し、室内は県産材や県内伝統工芸品、県産の生
花などを飾り、品格の高い落ち着いた空間とします。外
国人にも好まれるモダンな和の空間を目指します。
○展望デッキ（３階） 日本平の地勢（連続する地
形の全体）を積極的に表象する場として建築を捉え
「風景美術館（３６０度の優れた眺望）
」として霊峰
富士、史跡久能山、名勝三保松原とのつながること
を目指します。そのため中央に EV 階段・WC 等を
含めたコアを配置することで四方を開放します。

3F 平面図

○四方を開放する 日本平山頂には、三保松原、清水港、
清見潟、久能山、駿河湾、南アルプスを望む優れた眺望が
あり、これらを望む場として正方形平面とし、３重の楼閣
建築とします。コンパクトに集約されたボリューム構成
と中央コアによる設備配置、３重の屋根が室内に回遊性
を与え、
無駄のない機能的かつ経済的な建築を実現します。
○庇・手摺を兼ねた屋根 楼閣の四辺は木製ルーバー
による屋根を３重に設け、これが庇とバルコニー手摺を
兼ねることで、簡素で重層した楼閣建築となります。３
重の屋根が外周部の日射による熱負荷を抑え、外壁を雨
風から守ることで維持管理コストの低減に配慮します。

管理コスト
の削減

無資格運転機器の採用 / 自動点検機能付火災報知器 /LED 照明等
の導入を検討することにより、管理コストの削減を目指します。

○工事費削減方法 日本平の景観を阻害しないよう建築ボリュームを小さく抑え、また手摺や庇の意匠を建築の
内外装および外構で統一し、制作コストの低減を目指します。これにより予定価格の 2 割減を目指します。
躯体 安全性および経済性に配慮した部材設計を行い躯体費用の低減を図ります 概算工事費

1階床 2階床 3階床 外部床 手摺・庇 敷地

小計
(万円)

設備 設備を中央コアに集約し、効率よく配ることでコスト削減を目指します 建築

324㎡ 172㎡ 56㎡

48,000

294㎡ 147㎡ 31㎡

RF 平面図

S=1:300

○地産木による景観 躯体は鉄骨造の耐震ブレス・コ
ア構造とし、内外装に県産材の杉板を用いて柱、壁、
手摺、庇等木肌を基本とした仕上げとします。これに
より自然環境のなかで違和感なく、時間の経過ととも
にその価値が高まり、後世まで残る建築となるよう配
慮します。
○四方を展望可能な回遊ブリッジ 山頂を 360 度回遊
できる回遊ブリッジは、2 又の偏芯ブレス付鉄骨柱に
より既存園路に沿って地上４ｍ持ち上げ、県産材の杉
板で覆います。柱は７ｍスパンで枝を広げた木立のよ
うに新しい景観要素として園を構成します。

展示別
(万円)

10,000
610㎡ 645㎡

ブリッジ・手摺
裏庭・園路

備品 品格が高く費用を抑えた落ち着いたものを提案します

概算
(万円)

2,129㎡ 9,000 67,000 57,000

展示・備品

外装 庇及び手摺は県産材で意匠を統一し、
施工性とスケールメリットに配慮します

○四季折々の草花を導入した起伏 ( アンジュレーション）
地形のなかに連続する緑地を印象づけるため、芝草を
主とした地表の起伏を造形し、斜面を屋外のソファと
して、平場を茶の文化体験や喫茶を楽しむ「野点」の
場とします。在来種を基本に、四季折々の草花を導入
しながら、一部斜面では法面保護のため地被類や潅木
による植栽を行い、アクセス道路や駐車場等景観を阻
害する施設には、樹木による目隠し植栽を行います。

461㎡ 547㎡

前庭・車寄せ

27,000

30,000 30,000

600㎡ 3,000

合計

552㎡

1,071㎡ 1,192㎡ 2,729㎡ 97,000

82％

74％

９：本業務を実施するために組織している体制の特徴や配慮事項
○経験豊富な設計チーム 設計コアチームは、
複数回の共同実績のある連携のよいメンバーで、
建築面積：450㎡
コミュニケーションによる設計手法の経験も豊
1F 面積：324㎡
かです。ワークショップ等によって、専門家や
2F 面積：172㎡
3F 面積：56㎡
市民と連帯し、また国・県・市と連携して設計
延床面積：552㎡
を進めます。
展望回廊面積：610㎡
○グローバルに活躍する設計チーム
構造：鉄骨造
構造・機械設備・電気設備等、国際的に活躍す
る専門家と協働し、ランドスケープやライティ
ング、展示方法についても専門家を招き意見交
配置図 S=1:800 換を行いながら質の高い設計を行います。
○建築概要

日本平デジタル放送所

富士山

緑地 イメージ

車

人

みんなでつくる世界一の優れた建築
静岡県・静岡市

担当行政庁

提案・協議
設計コアチーム

意匠
総括責任者

○情報発信空間（１階） １階の展示スペースでは、
コンシェルジュカウンターを設置し、日本平周辺の
文化芸術施設（美術館、中央図書館、グランシップ、
県舞台芸術センター、ふじのくに地球環境史ミュー
ジアム等）や、久能山東照宮、三保松原、日本平動
物園、富士山世界遺産センター等の文化・観光施設
情報を発信し、来訪者を周辺へ導きます。
○展示空間（１階） 富士山、三保松原、久能山、
東海道に魅了された先人たちの絵画や書、詩歌等の
作品を展示します。展示台等の従来の展示手法にと
らわれない、空間を有効に活用した展示を行います。

2F 平面図

構造体および外装材には耐久性の高い材料を選定し、また徹底し
た塩害対策を行うことで維持管理費を削減します。

８：コスト管理に対する考え方

展示 コンテンツを検討し、無駄のない適切な展示形式を提案します

1F 平面図

施設の
長寿命化

○段差のないアプローチ 誰もが快適に利用できるようシンボル施設へのアプローチや 2 階レベルの回遊ブリッ
ジの接続部には段差が生じないよう細やかなレベル調整を行います。また園路や回遊ブリッジは十分な幅（約
2.4m）として、すれ違いや車椅子に支障のないつくりとし、全体にユニバーサルデザインを導入します。

内装 県産材を用いて運搬コストを抑えます

久能山
駿河湾

ゲストルーム

ワークショップやプレイベントの開催を支援することにより、ボ
ランティアのネットワークを育成し、事業費・運営費を削減します。

○県産木材による場所性の獲得 伝統的な日本建築がそうであった
ように、敷地の周辺で調達できる県産の木材を可能な限り活用します。
特に本提案で特徴的な木製ルーバーの屋根・手摺は建築だけでなく回
遊ブリッジの手摺としても一貫して反復され、周辺に規律とリズムを
断面図 S=1:300 つくり出します。
７：誰もが快適に利用できるようにするための配慮

○木の回遊ブリッジ ２階レベルには展望用の回遊ブリッジを繋ぎ、吟望台
へと人々を導きます。展望地を回遊するネットワークの一部として回遊ブリッ
ジは新バリアフリー法に準拠した移動等円滑化経路とし、ユニバーサルデザイ
ンによる環境整備に配慮します。園内の歩行園路は可能な限り既存のものを残
し、新設する園路はバリアフリー対応 ( 勾配５％以内／幅員 2.4m) とします。

富士山への眺望
受付

ワークショップを開催し、具体的な要望をヒアリングすることで、

ワークショップ 使用形態を多様化・複合化し、市民のコンセンサスを得られるコ

６：県産木材を可能な限り活用するための方策

ラウンジ

木製ルーバー

○管理費削減の方針

構造
電気設備
機械設備
積算

デザインサポート

報告

サイン
ワークショップ

NPO
ボランティア

インテリア
市民活動
グループ

ライティング
ランドスケープ
フィードバック

その他

