風景・自然・ひとをつなげる展望の環

「和の庭」
からシンボル施設・展望回廊を望む
日本の伝統建築を想起させる県産木材によるルーバーは構造材でもある

01 風景が主役。360 度パノラマ展望空間

３階ゲストルームから富士山・清水港を望む
高さ 10m 張出し 6m でありながら外周に柱のない空間を構造デザインによって実現

02 日本平固有の自然・生態系の再生

03 縁側のような建築・展示空間

地上は自然の中を歩きながら、四季折々の草花を楽しみむこと

空中回廊軒下の地表面は縁側のように雨風をしのぐことができ

う日本平のコンセプトに相応しい「風景を眺める」場所として

ができ、山頂へのハイキングコースである草薙神社ルートや馬

る快適な半屋外空間です。地場産の木材をふんだんに使った日

再生させます。シンボル施設と展望回廊は一体の空中回廊とし

走ルートなど６つのルートと共に、自然植生や生態系を学ぶ機

本らしい設えで、休憩したり、展示を風景とともに楽しんだり、

て計画し、360 度の日本平のパノラマ風景を単に眺めるだけで

会を提供することができる場所として自然を再生させます。

過去の観光開発の名残から自然を回復させ、
” 風景美術館” とい

360°

草薙や村松などと山頂を結ぶハイキングルート

なく、自然と地域文化も学べる施設とします。

眺望を楽しむ以外の様々なアクティビティに多目的に活用する
ことができます。

過去の開発で山肌が見えた状態

風景を引き立てる「地」
としての前庭
名勝日本平の本質的価値である世界遺産富士山、近景の三保の松原、清水

落葉広葉樹林
日本平ゴルフクラブ
裸地・広場

港、更には遠景の赤石山系をランドスケープの主体である「図」として捉

駐車場
梅園
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から絶景を楽しむことができますが、特にビューポイン
トでは回廊の幅に膨らみを持たせ、滞留や写真撮影がし
農地

「地」のランドスケープ
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許可車両通路
（将来計画）

歴史ある日本平へ地域の人々の思いは並々ならぬものがあります。四季
折々の草花の手入れ、サクラの補植・育成・管理には、それらの思いを

もらえるようにします。
日本平駅

駐車場

に、非常時の多方向避難を確保しています。
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三保の松原

360°見渡せるリング状の展望回廊
電波塔の基壇より高いため、邪魔さ
れることなく見通せる

M1

の松原県立自然公園に相応しい気候風土への適合性、生物多様性保全を

グガーダ−の構造システムを提案します。このシステムにより支柱が短

考慮し、地域の自然環境を尊重したランドスケープを形成することを提

手スパン方向の中央からずれているデッキを片持ち状態で無理なく支持

案します。

することができ、その下に自由度の高い空間をつくることができます。
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【リングガーダ−の原理】
屋根主構造：スチール

を図ります。

空中回廊に登る人の積載荷重（3.2kN/ ㎡）によるたわみを考慮する必要

引張材：県産木材 ＋ スチール

地域の現存植生および潜在自然植生を構成する植物種を導入することで

があります。たわみを抑えるために、リング内周に引張材を配置し、圧

次第に生態系の自然度が上がるように遷移することを意図しています。

縮材（支柱）と引張材との組合せによりリングを補剛します。県産木材

展示は展望回廊、前庭や軒下空間などの屋外にも分散さ
せ、散策しながら風景と一緒に鑑賞することを提案しま

【ハイブリッド構造システム】
鋼板 t9

アクティビティのきっかけとなるベンチ
などのストリートファニチャを配置

県特産のお茶やお菓子などの飲食を提供

吟望台へ

ロープウェイ駅から

既存の桜を保存

電波塔管理用動線

電波塔
コンシェルジュ

現状地形の起伏を利用
した変化に富んだ軒下
空間

利用しやすいよう１階に配置
県内特産品の物販屋台など
による情報発信
ルーバー状の構造により
視界から電波塔を隠す

日本の美の本質に触れることができる場となります。

リング状のデッキは 9mm 厚の鋼板を使ったサンドイッチパネル構造と

フナ
@

2.5m

Var.

鋼管φ350m×t20

します。床版と桁の区分がなく、構造がそのまま表現となります。部材

WC

階のラウンジでは飲食の提供も行われ、風景と展示を見
ながらくつろぐことができます。

内部

スチ

絵画などを表現した当時を追体験できるようにします。外国人観光客も

ＶＩＰの利用も想定されるゲストルームはセキュリティ
を確保しやすいように３階に独立して設けます。富士山

ELV

ロープウェイ駅から
展示

許可車両 車寄せ
エントランス

前庭と一体的に使用

リングの内 / 外両側から
アクセス可能

和の庭

へのベストビューを鑑賞できる場所です。

将来計画での
車両動線
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メンバーがシンプルになることで、コストおよび維持管理の低減につな

ン5
〜1

0m リング構造高 400mm

げます。
【
「和の庭」
の植栽と飛来が想定される鳥・チョウ】
冬：澄んだ空気の元で星空観賞

天井から吊る・床に置くなど様々な方法で展示することが可能
ガラス面に詩歌などをプリントし、風景と同時に鑑賞

ソファ・ベンチなどを配置、
くつろいで景観・展示を鑑賞

可能な絵画などは２階の展示スペースを利用します。２

サンドイッチパネルによるシンプルなリング

秋：紅葉と富士山を題材に写生大会

ラウンジ

す。１階には散策の拠点スペースを設け、屋外に展示不

抑えることによって、自然環境への負荷の低減を計ります。

しないように、シンボル施設の足元に配置します。

フレキシビリティに富んだシンボル施設

展示
ELV

縦動線によって移動します。

支柱：スチール

国指定名勝、県立自然公園であることから、独立基礎で基礎を最小限に

「和の庭」はシンボル施設から「図」となる富士山などへの視線を阻害

機械置場

回廊へはエントランスからエレベーターあるいは階段の

基礎を最小限とし環境負荷を低減

にそれらの動植物を愛でることで季節の移ろいを感じて、先人が詩歌や

事務室などの管理部門

拠り所となるコンシェルジュを 1 階に配置します。空中

ド構造の架構とします。

や実、紅葉を楽しむことができ、鳥やチョウも飛来します。風景と一緒

富士山への感動的な眺望
セキュリティの確保しやすい独立フロア配置

WC

会食などへの対応

リングの内と外の両側にエントランスを設け、来訪者の

で鋼板を挟み込んだルーバー状の部材を構造材として用いるハイブリッ

キキョウなど）を基調とした「和の庭」を整備します。四季を通じて花

して使えます。

シンボル施設は、どこからもアプローチしやすいように、

ハイブリッド構造による県産木材の活用

ゲストルーム
ELV

外の様々なアクティビティのための多目的なスペースと

曲線桁の自重時の応力

な自然再生（二次林やアカマツやタブノキ等の潜在自然植生への誘導）

富士山などの眺望に加えて、日本固有の文化的植物（ハギ、オミナエシ、

空中回廊軒下の地表面は縁側のように雨風をしのぐこと

パントリー

の場、情報発信の場、休息の場として、眺望を楽しむ以
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TC
不安定

軒下の半屋外多目的スペース

２方向避難を確保

ができる快適な半屋外空間となります。学習の場、交流

Pt

T

熊本県三角港キャノピーにて同種の構造の設計実績があります。

四季を楽しみ、先人に想いを馳せる「和の庭」

南アルプス

屋外階段

空中回廊の形状が円形のリングであることを利用した右図のようなリン

【長期的観点でみた生態系の変化】

富士山・清水港

す計画です。

リングガーダ−による合理的な構造システム

長期的観点に立ち、計画地周辺の裸地・緑地についても段階的・粗放的

ユニバーサルデザイン対応

ＬＥＤ照明は、景色を阻害しないように足元だけを照ら

自然再生

将来的には、計画地周辺についても日本の風景を代表する日本平・三保

手すりに LED 照明を埋め込み夜
間利用の安全性を確保

エレベーター

夕景・夜景も安全に楽しめるように手すりに組み込んだ
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歩行者
動線
【日本平山頂付近広域配置図】

日本平固有の自然を基調とした自然再生

夏：強烈な日差しから逃れ、
日陰で芸術鑑賞

静岡市街

シンボル施設からだけでなく、吟望台やロープウェイ方

許可車両通路

歩行者
動線

寄せる人々が引き続き関わることができるようにし、より愛着を深めて

春：桜と富士山を楽しむ贅沢なお花見

ロープウェイ駅方面から

ビューポイントにふくらみを持せ、
人が滞留できるように配慮

やすいように配慮しています。
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サインには点字を併記すると
共に、動線には点状ブロック
を設置、視覚障害の方にも優
しい施設

駿河湾・久能山 御前崎・大崩海岸

面からのアクセスも設け、利用者の利便性を高めると共
自然再生

地域の人の思いを深めるランドスケープ

吟望台から

するものを極力排除しています。360°それぞれの場所

歩行者
動線

らを取り除きます。おおらかな地形を活用した、富士山などへの眺望景観
の
「地」となるように修景します。

空中回廊は電波塔基壇部より高い位置とし、眺望を阻害

駐車場

え、前庭はそれらを引き立てる「地」として整備します。
現状は既存施設や植栽などが視線を阻害している箇所があるため、それ

眺望を最優先した空中回廊

農地

針葉樹林

【構造部材構成】

柱配置の自由度の高い構造計画
引張材によって補剛しているため、正円からずれた形状であっても、そ
れに伴って生じるリングのねじれ効果にも対応可能です。圧縮材（支柱）
と引張材の両方が存在することによって、支柱配置に自由度が生まれ、
デッキの形状を部分的に変えながらもたわみを最小限にするような構造
の配置が可能となります。

2 階：ラウンジでくつろぎながら芸術作品や風景を鑑賞

【たわみの構造解析】
日射負荷の低減

自然の力を活用した快適な空間の実現
冬の海からの強風を和らげ、夏の日差しを遮る役割を木製ルーバーとリ
ングが担います。自然な日差しや通風の制御によって、建物の熱環境負

ルーバーの日射調整
による快適な光環境

富士山への
眺望

和の庭

1．工場製作による品質向上と現地工事の軽減

富士山

静岡市内
清水港

3. 耐候性の高い塗装仕様

自然通風

Step2. 風景の方位に合わせ、外周を膨らませる

ンテナンスを軽減し、LCC に配慮した塗装仕様を提案します。

2. 同種構造の経験を活かしたコストコントロール

概算工事費（税込）

活かしたコストコントロールを行うことが可能です。

駿河湾
Step1. 360 度のリング

事を軽減できることで、コストと工期のコントロールを図ります。

熊本県三角港キャノピーで同種の構造の設計および設計監理を行った経験を シンボル施設：6 億 5 千万円

冬季の季節風を防御

【シンボル施設断面ダイアグラム】

計画の確実な実現を目指すコスト戦略
リング構造部は工場製作によって行うことで、品質を保つだけでなく現地工 山間部であることから、通常よりも高い耐候性能を持った塗装仕様とし、メ

日本平
デジタルタワー

既存樹木の保全

荷の低減を図ります。将来的には計画地周辺がより自然度の高い環境に
戻ることで、より快適な空間が実現します。

南アルプス

電波塔基壇部に
阻害されない眺望

軒下の縁側空間：展示を眺めたり、休息をとったり様々に使うことのできる多目的スペース

Step3. 構造原理から決まる柱配置

Step4. 引張材に木材を使用＝ハイブリッド構造

展望回廊

：4 億 7 千万円

前庭

：

5 千万円

